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ご挨拶
「中国経済と日本企業　2010年白書」は、日本企業の目で見た中国経済の描写である。

従来、調査委員会が発行してきた「中国経済・産業の回顧と展望」を母体としながらも、次

の３つの点が、この本の新味である。

①課題・業種をなるべく網羅的に取り上げ中国経済の全体像がわかるようにした。

②日系企業の進出の多い地域の経済の概況と問題点を独立の章を建てて記述した。

③中国日本商会及び中国各地の商工会議所組織の会員に、中国投資環境に関する問題点を

広く上げてもらい各部・各章ごとに「建議」として記述した。

題名を変え、装いも新たに白書として刊行する所以である。

30年の中国経済改革開放の歴史は外資企業とともにある。現在、中国全体の生産の三分の

一、輸出の半分を占める外資企業のうち、日本からの投資額は、香港、台湾といった華僑系

投資を除くと累計でも単年度でもどの国よりも多い。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、中国での事業発展を追い求める過程で遭遇した様々な問題点を明らかに

し、中国の中央・地方政府とともにその改善に向けて努力することによって、中国投資環境

を更によいものとし、日中両国経済がともに発展していくことを心から願っている。

2008年の世界金融危機は、世界経済の中で占める中国の位置づけを大きく変えた。「工

場としての中国」から「市場としての中国」により関心が高まり、中国経済の持続的発展は

世界経済にとって不可欠のものと認識されるようになった。日本企業の投資も、中国で作っ

て中国で売る、あるいは中国でサービスを提供する投資に次第にシフトして来よう。この白

書の創刊がこうした時代の変化に沿っているものであることを確信している。

本書の取りまとめは、調査委員会事務局（日本貿易振興機構（ジェトロ）北京センター）

が中心的な役割を担った。また、中国各地の商工会議所組織との連携は、中国日本商会事務

局及び上海、広州、大連、青島の各ジェトロ事務所が担った。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る。この場

をお借りしてこれらの方々に心からお礼を申し上げたい。また、短時間での執筆・編集でバ

ランスを欠く記述や事実の誤認もあろうかとは思う。大方のご叱正をいただいて来年はより

洗練された形で第二号を発行したいと考えている。

本白書を通じて、日中両国の経済の絆がより強化され、日中両国が更なる発展を遂げてい

くことを切に願っている。

小川-真二郎
中国日本商会会長
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第１部
共通課題・建議

第１部分
共同问题·建议
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2009年中国経済の回顧
マクロ経済

2009年、中国のGDP総額は33兆5,353億元、実
質成長率は前年比8.7%となった。政府が今年の目
標に掲げた8%前後の成長を達成した。四半期ご
との成長率をみると、第1四半期（1～3月期）は
6.2%、第2四半期（4～6月）は7.9%、第3四半期
（7～9月期）は9.1%、第4四半期（10～12月期）
は10.7%増と、伸び率は2ケタにまで拡大し、V字
型の回復となった。GDP成長率の寄与度は投資が
8.0%、消費4.6%、外需－3.9%だった。

2009年の中国は財政収入が6兆2,000億元、国

債発行は9,300億元、銀行の新規融資は9兆7,000

億元と、合わせてGDPの半分を超える16兆8,300

億元に達した。これが主に4兆元の景気刺激策に

代表される投資に回されたことが、8.7%の成長を

実現できた背景として指摘されている。しかし大

量の資金が市場に流入したことから、インフレ、

資産価格（不動産）の上昇、生産過剰の問題が懸

念材料として挙げられている。

図１：中国の実質ＧＤＰ成長率推移 

出所：中国統計年鑑、国家統計局ＨＰ

09年の消費者物価指数（CPI）は前年比マイナ

ス0.7%だったが、11月に前年同月比0.6%増のプ

ラス転じ、12月は同1.9%増となった。中国のCPI

の構成は、全体の3割以上を食品が占めている。

さらにその3割が肉類となっており、食品価格の

動向には注意を要する。

図２：CPIの推移 

出所：中国統計年鑑、国家統計局ＨＰ
-

GDPの伸び率は今年後半にかけて鈍化するが、

CPIは09年のベースが低いことから上昇していく

ことが予想されている。政府は目標値として3%を

掲げてはいるが、これを上回るとの見方が強い。

北京の有識者はGDPが2ケタ、CPIが6%を超えてく

ると政府の懸念は拡大、貸出の窓口規制など、引

き締め策を強化する可能性が高いとみている。ま

た一次製品の輸入価格も上昇しており、輸入イン

フレの懸念もある。

都市の固定資産投資における不動産開発投資

は、近年2割前後（09年は18.9%）を占め、また

不動産業は、鉄鋼、セメント、家具、家電などの

産業とも密接に関係している。09年は経済成長を

維持しなければならない状況にあり、不動産開発

投資の抑制には成長鈍化のリスクがあった。この

ため政府は、不動産市場のコントロールには慎重

な姿勢を示してきた。政府が発表した全国70中大

都市の住宅販売価格の前月比を基に指数化したと

ころ、09年は全国的に上昇傾向が続いた。

第１章　
中国経済および日系企業の現状
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住宅価格上昇の背景には、住宅需給のミスマッ

チ、つまり住宅供給が投資・投機の対象になる高

級物件に傾斜し、実際に住宅が必要な低・中所得

者向けの供給が少ないこと、「最高額提示者が落

札」する土地入札制度などが指摘されている。

地価、住宅価格が急騰を続ける中、政府は09

年12月以降、住宅価格高騰を抑制するため、不動

産市場過熱抑制策を相次いで打ち出している。10

年1月10日には「不動産市場の安定的、かつ健全

な発展を促進するための通知」を発表した。本通

知では、①保障性住宅および一般普通住宅の供給

増加、②投資・投機のための住宅購入の抑制、③

市場管理監督の強化、④保障性「安居プロジェク

ト」の加速、⑤各地方政府の責任の明確化などを

通じて、不動産市場をコントロールすることを示

している。

図3：全国70中大都市の住宅販売価格の推移

注：政府発表の前月比をもとに2007年1月＝100として
指数化
資料：国家発展改革委員会

生産過剰については、既に以前からその問題が

指摘されている。政府は立ち遅れた生産能力の淘

汰や産業再編を掲げてはいるが、顕著な進展はみ

られていない。09年1月から2月にかけて発表され

た「十大産業振興計画」において、物流を除くす

べての産業で合併再編支援が打ち出されてはいる

ものの、本格的に構造調整の必要性が指摘され始

めたのは、景気回復が明確に確認された6月頃か

らである。9月には鉄鋼、セメント、板ガラス、

石炭化学工業、多結晶シリコン、風力発電設備の

6分野を生産抑制の重点分野に定め、同分野への

新たな設備投資の抑制を発表するなど、構造調整

を重視する姿勢を改めて示した。

09年は輸出が大きく落ち込んだため、生産過剰

問題はより深刻化した。また、固定資産投資の増

加や政府の消費促進策などにより内需が好調だっ

たことも、鉄鋼、自動車といった対象業種の企業

再編を遅らせることになったとの見方がある。鋼

材、セメント、アルミなどの分野では、需要を見

込んだ生産が行われ生産量、販売量は急増した。

また各業種とも、合併、再編、淘汰の対象となっ

ている下位メーカーに民営企業が多く、中央のコ

ントロールがうまく機能しないとの指摘もある。

企業の集約は国有企業中心に進められるのであっ

て、それ以外はマーケットメカニズムに委ねられ

ている。

政府は10月21日に開催された国務院常務会議

で、改めて「積極的な財政政策と適度に緩和され

た金融政策の継続」を方針として示した。しかし

同時に、政府レベルでは初めて、マクロ経済政策

の重点に「インフレ期待の抑制」を重視すること

も盛り込まれた。金融危機以降、景気刺激策や金

融緩和策などにより多額の資金が供給されたこと

で、鉄鋼、セメントなど一部産業で生産過剰問題

が深刻化した。また株、不動産バブルの発生と今

後の不良債権化の懸念が強まったことなどが背景

にある。

09年12月5～7日に開催された「中央経済工作

会議」では、安定的で比較的速い経済発展を維持

するとともに、経済構造調整を加速する方針が打

ち出された。2010年の経済政策の方針として、引

き続き「積極的な財政政策と適度に緩和された金

融政策」を打ち出しているものの、そのスタンス

は「景気浮揚」から「バランス」へとシフトして

いる。

貿易

09年の貿易総額は前年比13.9%減の2兆2,073

億ドルとなった。輸出は16.0%減の1兆2,017億ド

ル、輸入は11.2%減の1兆56億ドルだった。前年

水準割れは、輸出が1983年以来、輸入は98年以

来。貿易黒字は1,961億ドルで、34.2%減少した。

輸出は、減少したものの、ドイツを抜き世界一と
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なった。

図４：貿易の推移

資料：海関統計

最大の貿易相手国・地域はEUで、対EU貿易は

14.5%減の3,641億ドルだった。第2位の米国は

10.6%減の2,983億ドル、日本は第3位で14.2%減

の2,289億ドルだった。

09年を振り返ってみると、金額は5月を底に

増加傾向を示していた。製造業購買担当者指数

（PMI）の輸出受注指数も5月以降50を超えてお

り、輸出は堅調に回復してきた。政府は金融危機

以降、労働集約型製品の輸出を支持するなど、

構造調整より景気回復を優先してきた。09年5

月27日の国務院常務会議では「輸出信用保険の

強化」、「融資の拡大」、「加工貿易制度の改

善」、「輸出増値税還付率の引き上げ」など6項

目の新たな輸出促進策を決定。政府は労働集約型

製品の輸出を支持し、受注減で資金不足に陥って

いた輸出企業の負担も軽減をはかった。また増値

税還付率の引き上げに関しては、08年8月から09

年6月までに断続的に7回実施されている。これに

より、調整された品目は8,000品目を超え、平均

還付率は12.4%から13.5%に高まった。しかし、

その対象となった品目の合計金額は16.4%減の

6,760億2,000万ドルとあまり振るわなかった。

09年5月に製造業購買担当者指数（PMI）の輸

出受注指数が50を上回っている。この頃を境に

国内貿易企業の新規受注は回復に転じた。7月以

降は工場稼働率が100%に達する企業も増えてお

り、沿海部の一部企業では労働者不足の問題が顕

在化し始めた。

金融危機が発生する前の輸出は、米国市場の過剰

消費体質に支えられていた面がある。米国のそうし

た体質は変化を余儀なくされることは間違いない。

しかし09年の輸出に関していえば、金融危機により

米国、EU市場で落としすぎた在庫の適正化が行わ

れたことが、欧米向けの輸出回復につながった。

輸入は、伸び率が11月に一気に26.7%増のプラ

スに転じ、12月には55.9%にまで増加した。財別

寄与度をみると、機械類および原油などの鉱産物

が高い。最大輸入品目である機械が高いことに加

え、08年後半に急落した原油をはじめとする商品

市況の持ち直しが価格面で押し上げているものと

みられる。

対内直接投資（FDI）

09年の対中直接投資（外商直接投資、銀行・証

券・保険を含まず）は、900億3,000万ドルで前年

比2.6%減となった。減少は2005年以来5年ぶり。

しかし8月以降は回復しており、12月には121億

4,000万ドルで前年同月比103.1%の大幅増となっ

た。金融危機で世界の直接投資が落ち込む中、中

国では回復が始まっている。なお、投資件数は

23,435件で前年比14.8%減、契約金額は1,935億

1,000万ドルで同8.4%減だった。　

国・地域別にみると、金額順に①香港539億

9300万ドル、②台湾65億6300万ドル、③日本

41億1700万ドル、④シンガポール38億8600万ド

ル、⑤米国35億7600万ドルだった。中華圏を除

けば、日本は最大の投資国となっている。タック

スヘイブンが姿を消しているが、これは統計制度

の変更によるもので、09年8月から各国・地域の

データがタックスヘイブン経由の投資を含むよう

になった。

商務部は業種別にみた2009年の対中投資の特徴

として、①中心は製造業、②サービスのウェイト

の上昇、③農業の増加の3点を挙げている。詳細

は以下のとおり。

①中心は製造業。実行ベースの投資の減少幅は縮

小傾向。通年で製造業の投資件数は9767件（前

年比15.6%減）で全体の41.68%、実行ベース金
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額は467億7100万元（同6.26%減）で全体の

51.95%。10月以降、製造業の実行金額の減

少幅の縮小が続いている。なお、製造業の中

心は、通信設備、計算機およびその他電子設備

製造業、電気機械及び機材製造業、化学原料お

よび化学製品製造業、交通運輸設備製造業と一

般設備製造業など。

②サービス業のウェイトが上昇。通年で、サー

ビス業の投資件数は11461件（前年比14.85%

減）、実行金額は378億6600万ドル（同0.67%

減）。全体に占めるウェイトは、2008年の

41.3%から42.06%に上昇した。中心は、小売、

運輸、コンピューター関連、電力・ガス・水

道、旅行など。なお不動産業は、件数では569

件と同25.88%増加したが、実行金額は167億

9600万ドルで前年比9.65%の減少であった。

③農業の増加。農業・林業・牧畜業・漁業の投資

件数は896件で同2.29%減であったが、実行金額

14億2900万ドルと同19.96%の増加であった。

なお、全体に占めるウェイトはそれぞれ3.82%、

1.59%。うち、農業の実行金額は7億5100万ドル

で、同35.5%増と高い伸びを示した。

図５：FDIの推移

出所：商務部

2010年中国経済の展望

経済成長率は09年を上回る

政府系シンクタンクの国家信息中心は09年12月

3日に出した経済予測で、09年の成長率を8.5%と

見込んでいる。10年は調整継続ケースで8.0%、安

定成長ケースで8.5%、急回復ケースで9.0%の3パ

ターンを予測した。

安定成長ケースでは、投資は09年に多くのプ

ロジェクトがスタートし、その勢いが続くとみて

いるが、政府の投資に大きな追加はなく、貸出も

抑制傾向のため、全社会固定資産投資の伸びは、

09年と同程度の31.0%と予測している。これは名

目の数値で、実質では09年より鈍化するとみて

いる。消費は都市部の所得の伸び、社会保障制度

の整備による将来の不安の解消が支えるとしてい

る。09年12月には国務院常務会議が、家電販売支

援、小型自動車購入税減税をはじめとする一連の

消費刺激策の継続を打ち出したが、その景気浮揚

効果は10年には弱まるとの見方が多い。貿易は輸

出入とも回復基調にある。09年の月次データをみ

ると、輸入の回復が輸出の回復に先行して黒字が

急減しているが、予測では黒字は09年の779億ド

ル減（実績見込値）に対し、10年はわずか17億

ドル減にとどまる。外需による成長率の押し下げ

は、10年には前年より縮小するとみている。

中国社会科学院は9.1%、中国人民大学経済研究

院は9.4%と予測している。国際機関では、世界銀

行およびIMFが9.0%、アジア開発銀行は8.9%と、

10年の実質GDP成長率は前年を上回るという見方

が多い。

経済政策のスタンスは「バランス」重視

温家宝首相は、全国人民代表大会（全人代）で

行った「政府活動報告」で、マクロ経済政策の方

針は、引き続き「積極的な財政政策と適度に緩和

された金融政策」であることを強調した。10年の

経済成長率は、対前年比ベースで年後半にかけて

鈍化することから、政府は、引き締め策への転換

に慎重な姿勢を示している。

しかし、CPIは09年のベースが低いことから上

昇していくことが予想される。政府は目標値とし

て3%を掲げてはいるが、これを上回るとの見方が

強い。北京の有識者はGDPが2ケタ、CPIが6%を超

えてくると政府の懸念は拡大、貸出の窓口規制な

ど、引き締め策を強化するとみている。中央銀行

である人民銀行は、1月、2月に相次いで預金準備

率の引き上げを実施した。また1月には、資産価
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格の急上昇を抑制するため、金融当局は貸出の多

い四大国有商業銀行および中信銀行、光大銀行に

対し窓口貸出規制を実施している。これは引き締

め策への転換を意図したものではないが、インフ

レ懸念に対応した迅速な措置であった。

温家宝首相は報告の中で、「マクロ調整の水

準を高め、経済の平穏で比較的早い発展を維持す

る」、「経済発展方式の転換を加速し、経済構造

を調整・最適化する」と述べた。政策の方針は、

「積極的な財政政策と適度に緩和された金融政

策」の継続ではあるものの、重点は景気浮揚から

バランスのとれた経済成長に移っており、金融緩

和が過度にならないことにより力点がおかれてい

る。政府は、物価や資産価格の上昇をうまく抑え

ながら、持続的な経済成長を目指している。

在中国日系企業の経営状況
増加する企業の経営コスト

人件費はこの5年ほど急激に上昇している。08年

の労働契約法の施行などもあり、企業の労務コス

ト負担は高まっている。また税務コストについて

も、企業所得税の統一に加え、増値税未還付期間

の長期化、移転価格税の徴収強化などにより、近

年上昇傾向にある。この他にも、以前から指摘さ

れている「法解釈の違いによる運用の不透明性」

や「知的財産権保護の不徹底」などの問題も、企

業の経営コストを増加させる要因となっている。

ジェトロが09年9～10月に実施した中国進出日

系企業の経営実態調査（1,367社、回答率46.6%）

によると、在中国日系企業における黒字企業の割

合は年々減少している。中国における事業環境が

年々厳しくなっていることが伺える。

図6：在中国日系製造業企業の黒字企業の割合(05～09年)

注：非製造業は07年より調査対象となったため製造業
のみデータで比較した
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(2009年度)」

日系企業が挙げた問題の中で、最も多かった

のは「賃金の上昇」であった。10年に入ってか

らは、各地方政府による最低賃金引き上げの動き

が起きており、労務コストはさらに増加傾向にあ

る。また「通関等の諸手続きが煩雑」、「通達・

規則内容の周知徹底が不十分」および「税務負担

の増加」を指摘する企業も多かった。

表1：在中国日系企業の経営上の問題点
(単位:％）

回答率

1 従業員の賃金上昇 62.7

2 通関等諸手続きが煩雑 58.6

3 品質管理の難しさ 55.5

4 競合相手の台頭（コスト面で競合）- 52.9

5 原材料・部品の現地調達の難しさ 45.9

6 通関に時間を要する 44.0

7 主要取引先からの値下げ要請 43.6

8 限界に近づきつつあるコスト削減 40.7

9 通達・規則内容の周知徹底が不十分 39.7

10 税務（法人税、移転価格課税など）の負担 38.8

11 新規顧客の開拓が進まない 37.5

注：経営上の問題点（複数回答）から回答率の高い選択
肢を抽出　
出所：図6に同じ

中国に経営資源を集中する日系企業

他方、金融危機で欧米の需要が低迷する一方、

中国政府の公共投資、消費拡大策などにより内需

が拡大していることから、日本企業の多くは金融

危機からいち早く回復する中国市場に経営資源を

集中してきている。

ジェトロのアンケートによれば、今後1～2年の

事業を「拡大」すると回答した日系企業は、前年

比1.7ポイント増の61.9%に達した。事業拡大の具

体的方針としては「新規市場の開拓（営業/販売

ネットワークの拡充」が最も多く、次いで「生産

品目/サービス内容の多角化（分野の拡大）」、
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＜参考＞  表2：主要マクロ経済指標       

マクロ項目 統計項目 単位 08年通年 第１四半期 第1～2四半期 第1～3四半期 09年通年

GDP
GDP総額 億元 314045.0- 65745.0- 139862.0- 217817.0- 335353.0-

実質GDP成長率 ％ 9.6- 6.1- 7.1- 7.7- 8.7-

工業
工業生産額（付加価値ベース） 億元 - - - - -

伸び率 ％ 12.9- 5.1- 7.0- 8.7- 11.0-

国内投資
都市部の固定資産投資額 億元 148,167- 23,562- 78,098- 133,177- 194,139-

伸び率 ％ 26.1- 28.6- 33.6- 33.3- 30.5-

消費
社会消費品小売総額 億元 108488- 29398- 58711- 89676- 125343-

伸び率 ％ 21.6- 15.0- 15.0- 15.1- 15.5-

物価 消費者物価指数 ％ 5.9- -0.6- -1.1- -1.1- -0.7-

貿易

貿易総額 億ドル 25633- 4289- 9467- 15578- 22073-

貿易総額伸び率 ％ 17.8- -24.9- -23.4- -20.9- -13.9-

うち輸出総額 億ドル 14307- 2456- 5216- 8466- 12017-

輸出総額伸び率 ％ 17.2- -19.8- -21.8- -21.3- -16.0-

うち輸入総額 億ドル 11326- 1833- 4251- 7112- 10056-

輸入総額伸び率 ％ 18.5- -30.9- -25.3- -20.4- -11.2-

貿易収支 億ドル 2981- 623- 966- 1355- 1961-

対内直接投資

対内直接投資件数（契約ベース） -件 27514- 4554- 10419- 16348- 23435-

件数伸び率 ％ -27.4- -34.5- -28.4- -21.4- -14.8-

対内直接投資額（実行ベース） -億ドル 924- 218- 430- 638- 900-

実行ベース金額伸び率 ％ 23.6- -20.6- -17.9- -14.3- -2.6-

注１：伸び率は前年（同期）比　注２：08年のGDPは修正後の数値
出所：中国国家統計局、中国商務部発表および中国経済景気月報より作成

「追加投資による既存の事業規模拡大」、「生産

品目/サービスの高付加価値化」の上位4項目で回

答した企業の割合が3割を上回った。また、「設

計・研究開発/企画機能の強化」を挙げる企業の割

合も高く、中国が新規市場や新製品の設計、研究

開発、生産拠点として位置づけられていることが

伺える。

図7：在中国、在ASEAN日系企業の 
今後の事業拡大の方針

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（2009年度）」

また、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」

でも、日系企業（製造業）は過去15年以上中国を

最も有望な投資先として選択している。日本の対

中投資累計額は、中華圏およびタックスヘイブン

を除けば第1位であり、日本企業にとって中国は

最も重要な投資先となっている。-

図8：日系製造業が有望とみる投資先（国・地域別）

注：92年度及び93年度調査では設問内容と集計方法が
異なる。
資料：国際協力銀行「わが国製造企業の海外事業展開に
関する調査報告」
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2009年の回顧
2009年は、「通年8%のGDP成長」を何として

でも達成するため、中国政府は前年を引き継いで
「積極的な財政政策」と「適度に緩和した金融政
策」を遂行した。

これが奏功して中国経済の減速は早くも2009年

第1四半期に歯止めがかかり（注1）、世界に先駆

けてV字型の回復に転じた。投資に牽引される形

で経済成長は加速し、同第4四半期のGDPは前年

比10.7%と2桁成長を記録、これで同年の通年GDP

は前年比8.7%となり、中国政府は最優先の政策目

標を達成した。

ただし、経済の回復傾向が明らかとなる中で

「投資・生産能力・流動性の3つの過剰」といっ

た経済刺激策の行き過ぎ懸念が台頭してきたのも

事実である。これらは構造的な問題でもあり、必

ずしも今次対応の副作用としてのみ理解されるべ

きではない。しかし金融危機の発生後、中国政府

は「ピンチをチャンスに」というスローガンを掲

げ、所謂「4兆元投資」と「十大産業調整振興計

画」を両輪に「経済刺激と構造調整」の両立路線

を走ろうとしていただけに、このバランスが崩

れ、むしろ構造調整を後退させているのではない

かという懸念は深刻であった。

こうした状況も踏まえて中国政府のマクロ政策

をやや仔細に振り返ると、「積極的な財政政策」

と「適度に緩和した金融政策」という政策のフ

レームワークは今なお堅持し続けているものの、

実際の運用は2009年の上半期・下半期で趣が異

なっていることが分かる。

すなわち2009年上半期は、所謂「4兆元投資」

などの経済刺激策をサポートするため、銀行貸出が

猛烈に拡大し、財政支出も高い伸びを続けた。しか

し2009年下半期には、銀行貸出の伸びがやや落ち

着き、物価の下落幅も縮小に転じる中で、過剰流動

性の吸収が強化され始め、「経済刺激と構造調整」

との政策バランスを取り戻す取り組みが始まってい

る。こうした動きは10月の国務院常務会議で決定さ

れた「経済成長、構造調整、インフレ期待の管理と

いう3者のバランスを取る」という政策目標に具現

化され、12月の中央経済工作会議を経て2010年に

引き継がれている。以下では、こうした上半期・下

半期のマクロ政策の違いにも着目しながら、2009

年の金融・財政の状況を振り返る。

（注1）国家統計局公表の前年比ベース。なお、中国人
民銀行が2009年7月に公表した独自の試算結
果によれば、季節調整済前期比（年率換算）
ベースでみた実質GDPの底は2008年第4四半
期の3.7%であり、2009年第1四半期は8.5%に
まで加速していた。

銀行貸出とマネーサプライ

2009年の上半期は、所謂「4兆元投資」に代

表される政府インフラ案件などをファイナンスす

るため（注2）商業銀行の貸出が猛烈な勢いで増

加したが、下半期には毎月の銀行貸出純増額（注

3）が例年の規模と比較できる程度には落ち着い

てきた〔図表1〕。これに伴い上半期に拡大を続

けたマネーサプライや貸出・預金残高の伸びは頭

打ちとなり、下半期は高止まりの状態を続けた

（図表2）。

このような変化は年初に貸出が増加するという

中国特有の慣習も影響してはいるが、中国政府が

主として下半期に、①株式・不動産など資産市場

第２章　
金融・財政動向
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への資金流入、②地方政府が所管する不採算案件

への安易なファイナンス、③生産能力の過剰を悪

化させる過剰投資といった懸念の高まりから幾つ

かの行政措置（注4）を公表したことも注目され

る。

（注2）2009年の国有商業銀行、政策銀行、全国的な
株式制の商業銀行、都市商業銀行の中長期貸
出純増額の50%が、交通・エネルギー等インフ
ラ関連向けである。

（注3）「新規貸出額」などとも報じられるが、厳密に
は「貸出残高の当月純増額＝当月の新規貸出
実行額－当月の貸出回収額」である。

（注4）例えば、銀行業監督管理委員会が貸付金の目的
外利用を防ぐための規制強化に踏み切ったり
（2009年7月）、国務院が生産能力過剰とみ
られる6業種向けの投資抑制策を打ち出したり
した（同10月）。

図表1：商業銀行の貸出残高純増額
（単位：兆元）

出所：CEIC

図表2：マネーサプライ、貸出・預金残高
（単位：前年比％）

出所：CEIC

金利動向と過剰流動性の吸収

2009年は、政策金利である貸出基準金利や預金

基準金利は不変であった〔図表3〕。

しかし、中国人民銀行による過剰流動性の吸収

スタンスには2009年下半期に重要な変化がみられ

た。すなわち、中国人民銀行は自らが振り出す手

形（以下、「中銀手形」）を銀行等市場参加者に

（買い戻し条件付きで）売却することで市場に溢

れる流動性の量を日常的に調節しているが、2009

年7月、同行は中銀手形（3か月物）の利回りを約

半年振りに引き上げ、中銀手形（1年物）の発行

を約8か月振りに再開した〔図表4〕。

図表3：貸出・預金金利
（単位：％）

出所：CEIC

図表4：中銀手形の利回り（左軸）と 
　　　   預金準備率（右軸）（単位：％）

出所：CEIC

中国人民銀行は、こうした流動性吸収スタンス

の強化を自ら「ファイン・チューニング（中国語

で「微調」）」と呼び、「技術面での調整であっ

て金融政策の変更ではない」と説明している（注

5）。これはすなわち、過剰流動性が予想以上に

溢れ始めたため、吸収スタンスを強化しないと従

来と同じだけの政策効果が得られなくなったとい

う状況の変化を指しているものと考えられるが、

当時はちょうど物価の下落幅が縮小に転じ始めた

タイミングでもあり〔図表5〕、市場には「金融

政策の引き締めが始まるのではないか」との憶測

も流れ、株式市場に一定の調整をもたらしたとも

みられている〔図表6〕。
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（注5）中国人民銀行が2009年8月5日に公表した第2四
半期の「金融政策執行報告」に「適度に緩和
的な金融政策を揺るぎ無く実行し、国内外の
経済情勢や価格の変化に沿って、より市場化
されたツールを使ったダイナミックな『ファ
イン･チューニング』を行い、適度に緩和的
な金融政策の重点・強度・ペースをしっかり
と管理していく」と記載された。また、蘇寧
副行長は同8月7日の記者会見で「ファイン・
チューニング」の意味を問われ「金融政策自
体の微調整ではない」と回答した。

図表5：CPIとPPI
（単位：％）

出所：CEIC

図表6：上海総合指数
（単位：ポイント）

出所：CEIC

財政政策

2009年上半期は、企業収益悪化による税収減を

主因として財政収入の伸びが前年比マイナスを続

けたにも拘わらず、所謂「4兆元投資」や、「家

電下郷」など補助金支給を伴う消費刺激策を円滑

に実行するために財政資金が積極的に投入され

た。下半期には財政支出の安定的な高い伸びが継

続する一方、企業収益が明確に回復傾向を辿った

ことから財政収入の伸びが財政支出を上回るまで

に急速に拡大した〔図表7〕。この結果、2009年

の財政収支はほぼ当初計画通りの着地となった模

様である（注6）。

図表7：財政収入と財政支出（単位：前年比％）

出所：CEIC

（注6）財政部が2010年2月に公表した09年財政状況
に関する速報値によれば、全国財政は収入
68,477億元（当初目標66,230億元）、支出
75,874億元（同76,235億元）、中央財政は収
入35,896億元（同35,860億元）、支出43,901
億元（同43,865億元）。

2010年の展望
2009年12月の中央経済工作会議によれば、

2010年の経済運営方針は「積極的な財政政策」と

「適度に緩和した金融政策」を継続し、経済の構

造調整を加速させることである。事実、2010年

1月に中銀手形の利回りと預金準備率が引き上げ

られた〔図表4〕が、2009年7月の時と同様、こ

れは金融政策の変更ではないとされている。だが

金融危機に対応するために採られた政策は、中国

経済がこのまま力強く成長していくとすれば徐々

に原状に復していく姿が自然であるため、本年は

特に金融政策や、事実上のドルペッグが続いてい

る為替政策〔図表8〕に関する実質的な変更の内

容・タイミング等が注目されている。

図表8：人民元為替レート

（単位：2005年1月＝100）

出所：CEIC
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2009年の日中貿易
2010年1月に発表された2009年の財務省貿易統計

（円ベース、輸出は確報値、輸入は速報値）をジェト
ロがドル建て換算したところ、日中間の貿易は総額
2,321億8,157万ドル（前年比12.8%減）となり、1998
年以来11年ぶりに前年を下回った。うち、日本の輸
出は1,096億6,607万ドル（11.6%減）、輸入は1,225億
1,550万ドル（13.9%減）であった。

日中貿易は、米国発の金融危機の影響による中国

経済の減速、日米欧経済の落ち込みなどにより、08

年11月から09年10月まで12カ月連続で前年同月比

がマイナスとなり、うち日本の輸出は、08年11月

以降09年8月まで10カ月連続で前年同月割れした。

しかしながら、中国政府が実施中の4兆元（約53兆

円）の大型景気刺激策に伴う機械関連製品需要等の

回復、中国国内市場向け自動車、家電製品生産の増

加に伴う、部品・原材料需要の回復により、11月、

12月は2カ月連続で前年同月を上回り、12月の輸出

額は単月で過去最高を記録した。輸入は、日本経済

の落ち込み、工業生産の減少に伴い、中国からの完

成品・部品・原材料が減少したことに加え、中国国

内需給ひっ迫や価格の下落による資源関連品目の減

少により、単月では2009年2月から11月まで10カ

月連続で減少した。年後半には液晶テレビ、携帯電

話などが増加に転じ、輸入全体でも回復の兆しがみ

られたものの、通年では輸出を上回る減少幅を記録

することとなった。

このように2009年の日中貿易は、輸出入とも減少

したものの、他方で対世界貿易よりは減少幅が小さ

かったことから、日本の貿易に占める中国のシェア

は20.5%と、通年で初めて20%を突破し過去最高を更

新。特に、対中輸出額は初めて対米輸出を上回り、

第３章　
貿易・通関上の問題点

日本にとって中国は最大の輸出相手先となった。

以上のように、日本と中国の貿易面における相互

依存関係は深化しているが、それに伴い、貿易実務

を担うビジネスの現場においては各種の問題が潜在

化、顕在化しているのも事実である。中国に進出す

る日系企業にとって、それらは古くて新しい問題と

して認識されており、それら諸問題の改善、解決に

より更なる日中貿易の発展が期待される。

貿易・通関面で日系企業が抱える問題
　ジェトロの「在アジア・オセアニア日系企業活

動実態調査－中国・香港・台湾・韓国編－（2009

年度調査）」によれば、在中国日系企業が中国の貿

易制度面の問題点とする上位3項目は「通関等諸手

続きが煩雑」（58.6%）、「通関に時間を要する」

（44.0%）、「通達・規則内容の周知徹底が不十

分」（39.7%）であった。後には、「関税の課税評

価の査定が不明瞭」（25.5%）、「検査制度が不明

瞭」（24.5%）、「関税分類の認定基準が不明瞭」

（23.2%）、などが続く。このことから在中国日系

企業には、通関における手続き面の「簡素化」、

「合理化」、「迅速化」、「透明化」において改善

を求める声が多いことがわかる。

通関等諸手続きが煩雑　　　　　　　
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通関に時間を要する

通達・規則内容の周知徹底が不十分　　

関税の課税評価の査定が不明瞭   

検査制度が不明瞭　　　

関税分類の認定基準が不明瞭

また、中国日本商会やジェトロに寄せられる進出

日系企業からの具体的な相談としては、以下のよう

な事例が挙げられている。

（１）-保税区内における取引について、CIFベース

で販売した商品の仕入代金(外貨)を海外送

金する際に提出を要する書類が多すぎる。

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)を求められる。販売先か

らの書類入手の遅れによる仕入先への支払

い遅延が発生する等の資金繰りリスクを抱

えている。

（２）-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。例えば、加工時のロス

や不良品等の廃棄物予定数量を申請させ、

加工後の実数との乖離分に課税する、非公

開の税関内規を理由に申請が却下される

等、不合理な取扱いが多い。

（３）-通関に伴う規制・制度の突然の変更が多

く、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。また保税区内における

各種制度等（税還付、外貨支払い等）につ

いても地域間で運用が異なることが多い。

（４）-複数の税関で輸入を行っているが、申告税

関毎にHS-CODEの分類の確認が必要。また

ルーリングを行ってもその税関のみでしか

有効とされない。

（５）-商品輸入時のHSコードの取得に多大な時間

を要する。また、同一の商品なのに通関時
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＜建議＞
①-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)など提出を要する書類が多すぎ

る点について改善を希望する。

②-税関での保税原材料の輸出入管理(手冊管

理)の簡素化および申請手続きの透明化、

合理化を希望したい。

の担当によって異なるHSコード区分と判定

されるケースがあり、輸出還付税率が異な

るケースが存在する。

（６）-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。そのため本社名

義での通関書類作成、捺印など手続きが煩

雑且つ時間を要している。

（７）-輸出入通関と外貨管理が連動しているのは

理解できるが、通関後の価格変更について

税関の修正申告が困難なため、対応に困る

ケースがある。

（８）-税関による通関許可とCIQによる許可が連動

していないため、税関に関税、増値税を納

付して通関許可となった後に、CIQから輸

入禁止を申し渡されることがあり得る。

中国の税関部門は、人的資源が限られる中、効率

化、透明度、サービスの向上等に各種の努力を行っ

ており、以前に比べると大きく進歩、改善している

部分があることは承知している。しかしながら、未

だ改善を要すべき点も多いというのが企業の実感で

ある。貿易は企業のみならず国家間の経済と社会の

発展にも結び付くものであり、そこに付随する通関

等諸制度の問題を改善・解決することは、大変重要

なポイントであると考える。

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

慮を望む。

④-同一製品のHS番号が地域や担当者により

異なる。国家税関総署から各税関に対し、

統一的運用の指示を要望したい。

⑤-企業が単独で開催する展示会用の一時輸入

品についても、ATAカルネの使用を認めて

いただきたい。

⑥-通関作業の簡素化、迅速化および税関や担

当者によって運用・解釈の違いが発生しな

いよう、通関に伴う規制・制度の統一性、

透明性、連続性の確保を要望したい。　

⑦-来年にはAMS（事前マニフェスト情報登

録）が開始される予定であり、企業にとっ

てはシステム構築等の負荷が大きい。具体

的な条件、進捗状況が不透明であり、早期

開示を希望したい。

⑧-分公司名義（分公司印）での通関を認めて

貰いたい。

⑨-通関後の価格変更について税関の修正申告

が困難なため、修正申告手続きに関する柔

軟な対応を要望したい。

⑩-税関による通関許可とCIQによる許可手続

きを連動させて欲しい。

⑪-生産機械の中古品の輸入手続は煩雑で手間

がかかり、また関税も高いので、改善を要

望したい。
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2009年は世界的な経済危機の影響を受け、中国
税収も少なからず影響を余儀なくされる一方で、
中国税務当局による課税管理強化の動きは益々強
まり、中国に進出する日系企業にとっての税務の
重要性はこれまで以上に高まっているといえる。
また、最近の中国の税制改正として、2008年の新
企業所得税法の施行にはじまり、2009年は中国
税収の過半数を占める増値税、営業税、消費税の
流通税が改正施行された年であり、中国進出外資
企業にとっては、税制改正のアップデートに対し
多大な労力が求められている。一方、これまで税
務問題の中心を占めていた移転価格税務問題に加
え、恒久的施設(PE: Permanent Establishment)課
税問題等、従来と異なる角度からの税務問題が降
りかかり、中国における企業活動に対し税務の影
響はこれまでにない重要な経営テーマとなってい
る。

また、会計において中国では現在、従来の「企

業会計制度」と国際財務報告基準（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。今後中国政府主導で、グローバ

ルな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
恒久的施設(PE: Permanent Establishment)課税

2008年から施行されている新しい企業所得税法

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、2009年においてPE

第４章 
税務・会計上の問題点

課税の認定における税務問題が各地で頻発してい

る。当該PE問題は二つに区分され、一つは日本を

始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での

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認定する事例が多発して

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、現在多

くの地域で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ている。

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を実現す

るためにも税務当局からの速やかな税務証明の発

行が望まれる。　

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、2009年度から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とともに、作成文書に対して

は日本の税務にも影響することから、各企業は慎

重な対応が望まれる。また、国家税務総局の通達
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上は企業の作成保管義務を求めていたが、最近各

地税務当局の通達で提出義務を課す地域がいくつ

かあるため移転価格文書化対応の初年度として若

干の混乱が見受けられる。

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。

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。生

産企業に最も影響のある増値税における改正の焦

点は、これまで仕入税額控除が認められなかった

固定資産にかかわる仕入増値税の控除が認められ

ることになったことである。一方で、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

企業にとっては、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が生じなかったが、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ため留

意が必要である。他方、外国当事者間のみの契約

関係で中国の会社或いは個人が介在しない場合に

は、中国において営業税の納税が不要となった。

いずれにしても、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変

更の影響を個別に検討する必要がある。また、あ

る地域では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

金ができない事態に伴い、営業税の納税を強いら

れるケースが生じているので留意が必要である。

徴税管理

現在の中国の税収管理関連法規において、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。しかしながら、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し立ての権

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。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、2009年においては、中国各地で企業の

納税状況の自主点検が求められたが、遡及期間が

長いケースや点検結果の報告期限が短いケースも

多々あり、対応する企業では混乱するケースが多

かった。今後、納税者に自主点検を求める場合に

は、報告する企業の実務への影響を考慮し、余裕

ある事前通知と共にある程度時間的猶予の確保が

求められる。

会計上の問題点
現在中国では、従来の「企業会計制度」と国

際財務報告基準（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。

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、それ以外の多くの外資企業ではそ

の適用が奨励されているのみで義務化はされてい

ない。しかしながら、一部の地域では外資企業に

対しても新「企業会計準則」の適用が義務化され
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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

の対応を希望したい。

④-輸出品にかかわる仕入増値税の控除に対

して、還付率を突然変更することなく事

前に周知した上での変更を希望するとと

もに、最終的には全輸出品に対して全額

の仕入増値税還付が実現することを希望

したい。

⑤-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、納税

者にとって利用可能な不服申し立ての機

会を創出するとともに、納税者に対する

各種通達の公布、自主点検要求等に対し

ては納税者に充分な準備期間を与える配

慮を希望したい。

⑥-現在多くの日系外資企業は、従来より存

在する「企業会計制度」を採用してい

る。今後外資企業に対し新「企業会計準

則」の採用を義務化する場合には、個別

企業の事前準備期間を考慮した対応が望

まれる。

⑦-現在グローバルでIFRS決算対応への移行

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

対応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

軟的な対応が望まれる。

＜建議＞
①-海外から中国への長期出張者に対する技

術コンサルティングおよびプロジェクト

管理期間の解釈において不当にPE認定さ

れることなく、これまで同様に海外から

中国への技術移転が阻害されない対応を

希望したい。

②-海外本社から中国への派遣駐在員に対

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海外本社立替駐在員

費用の海外送金を速やかに実現する対応

を希望したい。

③-移転価格の文書化対応において地域格差

をなくすとともに、移転価格調査の段階

ている状況が存在し、中国国内の複数地域で事業

を営む外資企業にとっては、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。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、可能な限り事前にかつ全中国で統一

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的に許され

ない。日本の会計制度における連結財務諸表の作

成に際しては、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

れた場合には当該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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労働契約法が施行された後、労働紛争案件の
発生が非常に増えている。北京市を例に取ると、
2009年の一年間において北京市労働仲裁委員会が
受理した労働紛争案件の件数は73,000件あまりに
上り、2008年に比べて27,000件あまり増加してい
る。北京市三級法院が一審で受理した労働紛争案
件は21,935件で、2008年に比べて46%増えてお
り、このうち二審に入ったのは8,094件で、2008
年に比べて96%増加している。また、2009年に北
京市で発生した労働仲裁案件の目的額は人民幣10
億元近くに上る。現在、労働者の権利保護意識が
高まっているため、企業が労務問題を適切に処理
できず、労使紛争が一旦発生した場合、企業の生
産及び発展に重大な影響がもたらされることが予
想される。2009年の労務関係に関する注意点につ
いて、以下のとおり分析する。

労働契約法施行後の紛争案件の 
特徴及び最新の立法動向
労働契約法の施行後に発生した労働紛争案件

は主として、労働契約の締結、経済補償金の計算

方法及び支払い、賃金報酬（時間外勤務賃金を含

む。）、社会保険費用の納入及び従業員の人事記

録ファイル、社会保険の移転など5つの点に集中

している。労働紛争案件の件数増加が加速してい

るため、各地の仲裁機関と裁判所の間で審理基準

を統一し、できる限り早急に案件の審理を終了す

るよう仲裁員や裁判官を指導するため、多くの地

方で、地方性の規定が公布された。その中の代表

的なものとして、2009年9月北京市高級人民法院

及び北京市労働紛争仲裁委員会が共同で公布した

『労働紛争案件の法律適用問題に関するフォーラ

第５章 
労務上の問題点

ム議事録』及び2009年3月に上海市高級人民法院

が公布した『「労働契約法」の適用にかかる若干

問題に関する意見』（滬高法【2009】73号）、

2008年6月に広東省高級人民法院及び広東省労働

紛争仲裁委員会が共同で公布した『「労働紛争調

停仲裁法」及び「労働契約法」の適用にかかる若

干問題に関する指導意見』が挙げられる。このほ

か、江蘇省及び湖南省なども同様に審理ガイドライ

ンを公布している。従って、日系企業は労働契約法

など全国にて統一的に適用される法律規定を理解す

る必要があるのみならず、企業の所在地にて適用さ

れる地方性の規定をも理解する必要がある。

最高人民法院では、全国範囲において適用され

る労働紛争案件の審理に関する2つの司法解釈の

制定を予定しているとのことであるが、具体的な

公布期日は未確定である。

労務管理及び雇用に関する問題点
既に定年退職している従業員や間もなく 
定年退職を迎える従業員の雇用に関する処理方法

日系企業が既に定年退職している従業員を雇用

する必要がある場合、既に定年退職している従業

員は労働契約を締結する適格主体ではないため、

労務契約を締結するしかないことに注意が必要で

ある。労務契約は民事契約の一種であり、従業員

は労災待遇を享受することができないため、リス

クが大きい。そのため、企業として当該従業員の

ために民間の商業保険をかけることが必要とな

る。また、間もなく定年退職を迎える従業員（高

級管理職員を含む）について、もし、雇用期間を

延長する必要がある場合、当該従業員が正式に定

年退職した後に社会保険を享受できないという事
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態が発生することを避けるため、事前に社会保障

部門にて継続雇用に関する手続きをし、定年退職

手続きを延期するという方法が採用可能である。

定年退職の延期期間において、当該従業員は労災

保険を含む社会保険を引き続き享受することがで

きる。

勤務時間のフレキシブルな運用

勤務時間制度には、標準勤務時間制度、総合勤

務時間制度及び不定時勤務時間制度の3種類があ

る。企業は、従業員の職務内容を踏まえ、異なる

勤務時間制度を適用することも可能である。標準

勤務時間制度は一般の職員に適用され、週5日、

一日8時間の勤務時間制度を執行する。土曜・日

曜を労働者の休日とすると法律により定められて

いるのではないため、企業は、業務上の必要性に

応じて、土曜・日曜に従業員の勤務を手配するこ

とも可能である。しかし、その場合には標準勤務

時間制度に定められた時間制限を超えてはならな

いことに注意が必要である。総合勤務時間制度及

び不定時勤務時間制度はいずれも、規定に基づ

き、事前に申請して労働部門より審査認可を得られ

た後に実行できるとされている。季節的な要素の生

産への影響が大きく、労働密集型の外資企業は、総

合勤務時間制度を採用することにより、生産コスト

を引下げることが可能となる。また、広告業界や研

究開発を主とする企業は、不定時勤務時間制度を採

用することによるメリットが大きい。

労働契約及び労務派遣職員の契約の更新について

2008年1月1日の労働契約法施行後において、

企業が従業員との間で締結した労働契約が短期の

労働契約である場合、固定期間のある労働契約を

2回締結する可能性がいずれ発生する。固定期間

のある労働契約を2回締結した後に更に更新する

場合、一般的に言って、企業側は従業員との間で

固定期間のない労働契約を締結するしかないとさ

れている。したがって、固定期間のある労働契約

を2回目に締結する前に、企業として、1回目の労

働契約期間における当該従業員に対する考課結果

を踏まえ、2回目の固定期間のある労働契約を締

結するか否かを慎重に考慮する必要がある。

労務派遣職員を採用する代表処などについても

同様に、労務派遣契約にて「2回連続して派遣を

受けたことにより固定期間のない派遣契約に変更

しなければならない」と約定されているという問

題が存在する。したがって、代表処は、派遣会社

から同一の派遣従業員について2回目の派遣を受け

るか否かについても慎重に決定する必要がある。

時間外勤務時間、時間外勤務賃金の基数 
及び年次有給休暇について

時間外勤務時間及び時間外勤務賃金の基数の認

定について、企業として就業規則そのもの及び時

間外勤務制度の具体的なプロセスを明確にし、時

間外勤務時間の認定について、原則的に担当責任

者の署名による確認を要することに注意が必要と

なる。従業員がタイムカード上の記録のみを証拠

として時間外勤務時間の認定を要求する場合、仲

裁部門はこれを認めないのが一般的である。時間

外勤務賃金の基数は一般的に、労働契約において

約定された賃金基準に基づいて計算し、労働契約

に約定された賃金基準以外に別途支給される手当

や補助については、北京市では通常、時間外勤務

賃金の基数として認定していない。法定年次有給

休暇については、従業員が取得すべき日数を取得

しきれなかったために、企業側が年次有給休暇を

買取らなければならない事態が発生することを避

けるため、通常、事前に手配する必要がある。

時間外勤務賃金の支払い基準について、法定

祝祭日に時間外勤務をさせた場合、従業員に対し

て400%の賃金（そのうち時間外勤務賃金部分は

300%）を支払わなければならないが、従業員が

年次有給休暇を取得しなかったために企業に対し

てその買取りを要求した場合、200%の賃金を別

途支払えばよいことに注意が必要である。

経済補償金について

従業員の労働契約期間は、2008年1月1日を挟

むケースが多いため、経済補償金を計算する際、

2008年1月1日前後のいずれの期間についても経

済補償を支払う必要のある場合、北京において

は、2008年1月1日以前とそれ以降に分けて計算
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する必要がある。しかし、経済補償金の基準は、

労働者の労働契約の解除又は終了前の12ヶ月の平

均賃金であり、2008年1月1日以前とそれ以降に

分けて計算しない。

社会保障及び休暇など 
福利に関する問題点
基本年金の自由移転について

2009年12月28日、中国国務院弁公庁は『都

市・鎮企業従業員の基本年金関係の移転に関する

暫定弁法に関する人的資源社会保障部及び財政部

の通知』（国弁発〔2009〕66号）を公布し、中

国人従業員が省を跨いで就業するケースにおいて

年金関係を自由に移転できないという問題を解決

した。当該規定の公布により、中国の複数の省に

企業を設立している外商投資企業にとって言え

ば、従業員が内部異動する際に社会保険の移転手

続きをすることも可能となる。

類別ごとの従業員の社会保険の種類 
および基準について

中国では依然として統一された社会保険法が公

布されていないため、従業員の戸籍種類によって

納付を必要とする社会保険の種類及び基準も異な

るほか、同一の地区における社会保険にかかる政

策も弛まず変化している。例えば、農村戸籍の従

業員が北京市内で就業する場合、2009年において

は、月最低賃金基準である800元の基数に照らし

て社会保険費用を納付することができるとされて

いたが、北京市社会保険基金センターが2010年1

月に公布した『農民労働者の年金加入に関する問

題についての緊急通知』によれば、2010年1月か

ら、農民労働者が北京で社会保険費用を納める場

合も実際の賃金基準に照らして計算する必要があ

ると規定された。

労災認定について

労災認定について、『労働災害保険条例』によ

れば、使用者は、事故・傷害が発生した日から30

日以内に、現地の労働保障部門にて労災認定申請

をしなければならず、使用者が上に述べた期間内

に認定申請をしない場合、傷害を受けた従業員は1

年以内に、自ら労災認定申請をすることができる

と規定されている。しかしながら、もし、派遣従

業員に労災が発生した場合には、派遣機関より労

働部門に対して労災認定を申請する必要がある。

病気休暇及び私事休暇における賃金 
及び医療期間について

従業員の病気休暇について、企業は、就業規則

中の病気休暇期間における賃金規定基準に照らし

て病気休暇期間における賃金を支払うことができ

るが、最低でも現地の最低賃金の80%を下回って

はならない。上海や広州などでは、勤続年数及び

病気休暇期間の長さによって病気休暇期間におけ

る賃金を支払うと規定していることに注意が必要

である。医療期間における賃金待遇は、病気休暇

期間における賃金基準と同様である。私事休暇に

ついて、企業は賃金報酬を支払わないことも可能

である。

労働契約期間が間もなく満了するという時に従

業員が病気休暇に入るというケースもあり得るが、

このような場合、医療期間であれば、企業として

は、病気休暇の終了日まで労働契約の期間を延長し

て労働契約を終了するしかない。但し、医療期間に

おいて、企業は病気休暇期間における賃金基準に照

らして賃金を支払うことも可能である。

外国人の就業に関する問題
外国人の就業証について

外国人の就業証手続きについて、一般的に言っ

て、年齢は満60歳を超えてはならないとされる。

代表処の首席代表又は会社の高級管理職員であれ

ば、各地方とも年齢制限は若干緩やかである。も

し、就業証の有効期間が間もなく満了したり、又

は別の都市に行き就業するというケースであれ

ば、就業証の有効期間満了前に、就業証の移転手

続きを行うことが望ましい。さもなければ、就業

証の手続きを改めて行う場合と同様の書類を提出

しなければならない。
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外国人の労災保険について

外国人が中国にて就業する場合、所在地により

納付可能な保険の種類も異なる。例えば、外国人

が北京で就業する場合、国籍の違いにより、納付

可能な保険の種類も異なるが、一般的に言って、

労災保険費用は納付することができる。上海で就

業する場合、一般的に、年金、労災及び医療保険

の3つを納付することができる。天津では社会保

険費用の納付について何ら制限はない。一方、青

島などで就業する場合、一般的に、保険費用の納

付手続きをすることはできない。

代表処の代表派遣について

『外国企業常駐代表機構の登記管理をよりいっ

そう強化することに関する通知』（工商外企字

[2010]4号）によれば、代表機構代表の登記証の有

効期間は、1年に統一され、代表機構代表（首席代

表を含む。）の人数は原則として4人を超えてはな

らないと規定された。これについて、北京では一

般的に4とおりの状況に分けて処理している。

（ⅰ）通知の公布前において、代表機構代表の人

数が4人を超えていた場合、首席代表及び

代表を交代しないことを前提として、原則

的に現状を維持することができ、ならびに

代表の所有する代表証を有効期間まで継続

することができ、代表機構に対し代表を抹

消することは強制しない。

（ⅱ）通知の公布前において、代表機構代表の人

数が4人を超えていたケースで、首席代表

又は代表を交代する必要がある場合、工商

部門は超過した分の代表を抹消するよう強

制的に要求してくる。超過分の代表を抹消

しない場合、変更登記手続きを行うことが

できなくなる。

（ⅲ）通知の公布後において新たに設立される代

表機構の代表人数は、4人を超えてはな

らない。

（ⅳ）特別な業界（例えば、証券業、保険業及び

航空業など）に属する代表機構について

は、関連する業界主管部門より特別審査認

可を受けた後、『通知』に規定される代表

人数の制限を受けないことも可能である。

その他方面
就業規則の制定及び修正について

就業規則の制定は、労働契約法に規定されるプ

ロセスを遵守した場合に限り、合法且つ有効とな

る。実務においては、以下の2点に特に注意が必

要である。一つは、企業が規則制度に基づいて労

働者との間で締結した労働契約を解除する際に、

具体的な制度上の根拠とするため、企業が制定す

る規則制度を早急に細分化し、合法化することで

ある。二つ目は、企業として、民主的プロセスを

経て規則制度を制定し、既に労働者に対して公示

且つ告知していることを示す書面の証拠資料を適

切に保管すべきである。こうすることにより、紛

争が発生した場合に、規則制度の制定が合法且つ

有効であることを証明することができる。

非全日制雇用について

非全日制雇用は、労働契約の解除にあたり経

済補償を支払う必要がなく、労働契約を随時解除

することができるため、アルバイトのような雇用

方式について非全日制の雇用方法を採用すること

も可能である。但し、非全日制雇用の労働契約を

締結する場合、勤務時間について、特に休日及び

法定祝祭日における勤務ならびにその報酬につい

て約定しておく必要があるほか、不測の事故に備

え、従業員のために労災保険費用を納付する必要

がある。しかしながら、非全日制の雇用方法を採

用する従業員のために年金、失業、医療及び生育

保険費用を納付しないこともできる。



46

第
１
部
　
共
通
課
題
・
建
議

＜建議＞
①-労働契約法実施細則には、一貫性・整合

性に欠ける内容がある。企業人事施策に

影響を及ぼすため、更なる明確化を希望

する。例えば、固定期間の定めのない労

働契約について、2回目の更新の際、使

用者側から拒否できないという解釈もあ

るが、この解釈の正否につき、早急に、

統一且つ明確な解釈を示すことが望まれ

る。

②-労働契約法の具体的運用基準やQ&A・判

例等実務ガイドラインをタイムリーに作

成・公表することが望まれる。

③-派遣従業員は一般に「臨時的、補助的若

しくは代替的な業務の職場」に適用とな

っているが、外国企業の駐在所（代表

処）は、直接雇用を禁止されており、人

材派遣会社からの派遣労働者を採用する

しかないとされている。その一方で外国

企業の駐在所（代表処）は「臨時的、補

助的若しくは代替的な業務の職場」では

ないとされている。この矛盾を労務派遣

に関する規定の公布等により解消するこ

とが望まれる。

④-人材派遣会社は、派遣社員との契約にお

けるすべてのリスクを外国企業の駐在所

（代表処）に求めている。これでは人材

派遣会社の存在価値が無い。外国企業の

駐在所（代表処）が従業員を直接雇用で

きるようにすることを希望したい。

⑤-変形労働時間制を導入し、生産工場にお

いて、生産の繁閑に合わせて、月や週の

労働時間の規制を遵守することを前提と

して、ある程度融通の利く労働シフト形

態を取ることが出来るような法改正が望

まれる。不定時労働時間の申請条件の緩

和及び法律に定められる時間外勤務時間

の上限（1日3時間、月36時間）の緩和を

希望したい。

⑥-就業ビザ発給に関する年齢制限（60歳未

満）、学歴制限（大卒以上）、職務経験

年数制限（2年以上）の緩和ならびに就

業ビザ取得企業の所在地以外の地方での

勤務（家族も含め）が認められるよう希

望したい。

⑦-出来高払いの従業員に対する法定祝祭日

の賃金はどう支払えばよいのか明示され

ることを希望したい。

⑧-安易な労働仲裁・訴訟が横行しており、

これに費やされる企業側のコストが膨ら

んでいる。労働者側に仲裁費用がかから

ない過保護ともいえる状況では、倫理観

の欠如した要求がまかり通ってしまうの

で検討することを希望したい。

⑨-『外国企業常駐代表機構の登記管理をよ

りいっそう強化することに関する通知』

には、外国企業が新設する駐在員事務所

の代表人数を4人以内に制限する、登記

証の有効期限を原則1年に限定すること

などが規定されている。上記の通知は事

務所の事務負担を増加するものであり、

また中国の外商投資産業指導目録によれ

ば、業種によっては現地法人化に規制が

ある場合もあり、上記通知実施による企

業への影響は大きい。企業の現状を考慮

した現実的な対応を要望したい。
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法整備の状況
2009年の知的財産法における大きな動きとし

て、10月1日から施行された「第3次改正専利法」
とその関連規定にあたる「中華人民共和国専利法
実施細則」の公布があげられる。当初「専利法実
施細則」は専利法と同じく10月1日に施行される
予定だったが、建国60周年の記念行事の影響で全
人代常務委員会での審議が遅れ、2010年2月1日に
ようやく施行された。それに合わせ審査官の審査
ガイドラインにあたる「審査指南」も同日施行さ
れている。

また専利法改正の影響を受け、「最高人民法院

の専利権紛争事件の審理の法律適用に関する若干

問題の解釈」が2010年1月1日に施行され、特許権

侵害に係る司法の面でも法改正の動きがあった。

以下では上記法律の概要について紹介したい。

第3次改正専利法は、計76条からなり、現行法

の36条分の見直しが行なわれた。注目すべきポイ

ントは、以下の3点。

①遺伝資源を利用した発明に係わる出願を初め

て明記し、｢出願者は特許出願書類において当

該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を説明

する。原始的由来を説明できない場合、出願

者はその理由を陳述する｣と定めたこと（第26

条）。また「法律と行政法規の規定に違反して

遺伝資源を獲得し、または利用し、当該遺伝資

源に依存して完成したりした発明創造に対して

は、特許権を付与しない」との罰則規定を明記

した（第5条）。

第６章　
知的財産権保護の 
現状と問題点

②意匠特許の出願に際して、「特許出願書、当該

意匠の図面又は写真、及び当該意匠の簡単な説

明等の書類を提出する」（第27条）と規定さ

れ、「意匠の簡単な説明」が出願書類として明

記された。また「意匠特許権の保護範囲は、図

面又は写真が示す当該製品の意匠を基準とし、

簡単な説明は、図面又は写真が示す当該製品に

意匠の解釈に用いることができる」（第59条）

とされ、「意匠の簡単な説明」が意匠の解釈に

用いることが明文化された。

③改正専利法63条は「特許を偽称した場合、法に

基づき民事責任を負うほか、特許事務管理部門

が是正を命じ、これを公告するとともに、違法

所得を没収し、違法所得の4倍以下の罰金を併

科することができる。違法所得がない場合は20

万元以下の罰金を科すことができる。犯罪を構

成する場合は法に基づき刑事責任を追及する」

と定めた。これは、現行法の第58条と59条に、

刑事責任追及を付加した内容となっている。

専利法実施細則は、①総則、②専利出願、③専

利出願の審査・批准、④専利出願の複審⑤専利権

の無効宣告、⑥専利実施の強制許諾、⑦職務発明

創造の発明者と設計者に対する奨励・報奨、⑧専

利権の保護、⑨専利権の登録および専利公報・費

用、⑩国際出願に関する特別規定、⑪附則の11章

123条からなっている。

日系企業が最も注目していた「職務発明創造

の発明者と設計者に対する奨励・報奨」について

は、第77条に「特許権が付与された機関は、発明

者又は考案者と専利法第16条に規定する奨励、
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報酬の方式と金額について約定していない、しか

も法に従って制定した規定制度の中で定めていな

い場合、特許権公告日より3ヵ月以内に発明者又

は考案者に報奨を支給しなければならない」と明

記。報奨については「発明特許一件あたりの報奨

は3,000元を下回ってはならず、実用新案特許又

は意匠特許一件あたりの報奨は1,000元を下回っ

てはならない」こととなった。前細則では発明特

許の報奨金は2,000元、実用新案と意匠では500

元であったため、今回の改正で企業側の負担が増

える。社内規定の見直しといった対応も必要とな

る。

「最高人民法院の専利権紛争事件の審理の法律

適用に関する若干問題の解釈」は20条からなり、

2010年1月1日より施行。同司法解釈の主なポイ

ントは以下の2点である。

①第16条で、賠償額の算定について明記。「その

他の権利により発生する利益は、合理的に控除

しなければならない」と規定され、当該製品の

利益全体に基づいて権利侵害者の獲得した利益

を確定するのではなく、権利侵害者が本案件の

特許権を侵害したことで獲得した利益に限り算

定されることとなる。

②第18条で、権利侵害に当たらないと確認する制

度の構築が、司法解釈の中で明記されたのは初

めてのこと。また訴訟提起の時期的要件も明確

化されている。

また2010年2月1日に「地方各級人民法院の管

轄する第一審知的財産権民事案件基準を調整する

ことについての通知」が公布された。今後、高級

人民法院から第一審を始める際には、①訴訟対象

金額が2億元以上の案件、②訴訟対象金額が1億元

以上かつ外国、香港、マカオ、台湾に関する案件

であることが条件となった。今までは訴訟対象金

額が1億元以上の案件、また訴訟対象金額が8,000

万元以上かつ外国案件であったため、金額面での

条件がより厳しくなった。

商標法の改正状況だが、2009年末に国務院に

提出された模様。ジェトロ北京が入手した2009

年6月時点での商標法改正草案では、計79条から

なり、現行法の64条から15条増えている。特に

第62条の「商標権侵害行為」については、新た

に4項目の具体的行為が追加された。「他人の商

標権を侵害する行為のために、故意に倉庫保管、

輸送、郵送、隠匿、生産に必要な工具、生産技術

または経営場所などの便宜を供し、或いは故意に

他人の登録商標に近似する商標を製造または販売

する場合」と規定された同条第6項は、模倣被害

で苦しむ日系企業には評価できる内容となってい

る。また官民合同知財保護ミッションで毎年要請

していた「再犯業者の重罰化」については、第67

条で「工商行政管理部門は商標侵害行為を複数回

行っていたものに対して、より厳重な処罰を科す

べきである」と明記された。

しかし問題のある条項も多く、例えば「登録不

許可行為」を記した第34条では「出願された商標

が、同一又は類似の商品に他人が中国において先

に使用している商標と同一又は近似であり、出願

人がその他人との間の契約や業務上の往来、地域

的関係またはその他の関係から当該他人の商標の

存在を明らかに知っている場合、登録を許可しな

い」と規定。「中国において先に使用」と限定さ

れることにより、中国における日本の地名や有名

ブランドの抜け駆け商標登録の問題解決がより困

難となってしまう恐れがある。

今後同条項を「中国または外国において」と

修正されるよう各方面から提案していく必要があ

り、今後の法改正の動向や国務院や全人代でのパ

ブリックコメントの実施について、注視する必要

がある。

不正競争防止法も国務院で審議されているが、改

正スケジュールは今のところ公になっていない。著

作権法は2001年より改正はされていないが、2010

年2月に国務院にて一部条項について審議がされた。

2010年内にはなんらかの動きがある可能性が高い。

中国政府の知的財産権保護の取組
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ここでは模倣品の水際対策をおこなう税関と侵

害案件の刑事訴追を担当する検察院の取組につい

て紹介する。

2009年、全国の各税関は65,192件の知財権

侵害案件を摘発した。侵害の疑いのある貨物1億

8,100万点が差し押さえられ、金額では3億7千万

元に達した。税関総署では2009年6月1日から12

月31日まで、各地の税関で郵送物やEMSを対象に

知的財産権保護の特別キャンペーンを展開。侵害

が多発する郵送物に対する重点検査を強化した。

国際郵便業務、高速配達サービスのエクスプレス

業務などが急速に発展するのに伴い、郵便物が模

倣品を国外に流通する場合の重要ルートとなって

いる。速報値によれば、キャンペーン期間中に

侵害案件37,784件を摘発し、261万9,600点で総

額6,194万5千元の物品を差し押さえたと発表し

た。また2009年12月10日の人民日報の報道によ

ると、北京税関は、通州科技園内の金橋科技産業

拠点で、知財権侵害の腕時計、携帯電話、スピー

カー等、約2万点を摘発。2008年に全国の税関が

摘発した権利侵害輸出品のうち、約80%が郵便を

利用したものだった。

また全国の検察機関は、知的財産権をめぐる犯

罪の摘発に力をいれている。2009年1月から9月

の期間、各検察院が知的財産権に関連する909件

の犯罪事件、容疑者1,554人に逮捕状を発付した

と発表。知的財産権犯罪に対しても、検察職能の

強化が進められていることを説明している。

しかし2009年3月に実施した中国日本商会IPG

会員向けのアンケート調査によると、中国におけ

る知財保護の改善状況については、48.7%が「変

化なし」、14.5%が「悪化傾向」にあると回答。

被害を受けている企業側の感触としては、必ずし

も中国側の取組が功を奏しているとは感じていな

い結果となっている。

日本の取組・中国政府との連携強化
中国における知財問題は、日系企業独自の摘

発活動と平行して各業界団体の連携や中国政府機

関への要請など、多角的に対応していく必要があ

る。中国日本商会内には、中国での模倣品対策を

中心とした問題を対応するために、業種横断的に

組織された「中国日本商会IPG」がある。現在73

社が参加し、2009年度は日系企業に必要な知財情

報を共有する計6回の全体会合と計9回の専門委員

会を開催した。

また知財関連の法改正時におこなわれるパブ

リックコメントに際しては、積極的に商会会員企

業の意見を集約し、以下の通り9度にわたり意見

具申を行った。

2009年4月1日
国務院法制弁公室の「専利法実施条例・意見募集
稿」に対する意見書提出

2009年6月25日
国家工商行政管理総局商標局の「商標法・意見募
集稿」に対する意見書提出

2009年7月10日
最高人民法院の「特許権侵害紛争の司法解釈・意
見募集稿」に対する意見書提出

2009年8月7日
国家知識産権局の「専利法審査指南・意見募集
稿」に対する意見書提出

2009年11月30日
国家標準化委員会の「特許に係る国家標準制改定
の管理規定（暫定施行）・意見募集稿」に対する
意見書提出

2009年12月25日
国務院法制弁公室の「知的財産権税関保護条例・
意見募集稿」に対する意見書提出

2010年2月5日
国務院法制弁公室の「政府調達法実施条例・意見
募集稿」に対する意見書提出

2010年2月26日
中国標準化研究院の「国家標準の特許に係る処置
規則・意見募集稿」に対する意見書提出

2010年3月31日
国務院法制弁公室の「商標法・意見募集稿」に対
する意見書提出
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地方政府に対しては、2004年より実効的な知財

保護対策を求めるため、商会会員企業の参加を得

て全国各地で地方取締機関の担当官向けに、日系

企業の中国人担当者が直接中国語で真贋判定を教

示するエンフォースメントセミナーを開催してい

る。2009年度は商標を管轄している工商行政管理

局と製品品質を管轄している質量技術監督局に対

し、計6回のセミナーを実施した。

各社15分ほどの持ち時間でパワーポイントを

利用しながら真贋方法を発表するほか、会場には

ブースを設置し、実際にニセモノの商品を手に取

りながら見比べることができるよう工夫を凝らし

ている。今後もこのような活動を継続することに

よってニセモノ被害の減少につながると思われ

る。来年度も商会会員企業の意見を反映し、中国

政府に対し知財保護の要請や協力を進めていきた

いと考えている。

＜地方工商行政管理局向け＞

2009年4月21日　-
浙江省寧波市工商行政管理局向けセミナー：4社参加

2009年11月10日　-
第3回商標節での日中商標保護座談会：5社参加

2009年12月16日　-
北京市工商行政管理局向けセミナー：14社参加

2009年12月18日　-
北京市工商行政管理局海淀分局向けセミナー：14社参加

＜地方質量技術監督局向け＞

2009年7月2日　　-
河北省質量技術監督局向けセミナー：11社参加

2009年11月20日　-
甘粛省質量技術監督局向けセミナー：8社参加

問題点と建議事項
2009年2月に高市早苗・前経済産業副大臣と

中村邦夫・パナソニック会長が参加した第6回知

的財産保護官民合同訪中代表団が訪中し、商務部

や国家工商行政管理総局を含む8政府機関を訪問

し、模倣品対策の実施面での問題点改善について

主に以下の5点について要請した。

①地名・普通名称等の冒認商標出願問題に関する

改善要請

②模倣品の取締強化に関して、全国統一的な法執

行の確保、再犯・巧妙事案に対する一層の取締

強化、不競法上の形態模倣行為規制の導入を要

請

③製品品質法に基づく模倣品の取締強化に関し

て、全国統一的な法執行の確保、違法農薬の取

締強化を要請

④知財に関する司法保護強化に関して、「知的財

産権専門法廷」の早期設置、全国レベルでの裁

判官の能力向上等を要請

⑤インターネット上の違法アップロードに関する

対策の推進

また12月には第7回知的財産保護官民合同訪中

代表団の実務レベルミッションが派遣され、8政

府機関と意見交換をおこなった。特に①権利侵害

者及び間接関与者への罰則強化と②再度の模倣品

の製造・販売行為（再犯）に対する厳罰化を各機

関に要請している。

日系企業の多くは、商標権侵害の手口で自社

製品の模倣品被害を受けている。特に消費者を誤

認混同させるような類似商標による被害や香港等

で有名ブランドの商号を登記し、その商標の類似

製品を売るような被害事例が報告されている。製

造段階ではノーブランドで製造し、最後の販売に

なった際に、商標を付け販売する方法など、その

手口は年々巧妙化している。また模倣品のイン

ターネット上の売買が中国発の模倣品の輸出に拍

車をかけており、今後、製造元‐輸送‐輸出‐輸

入までの「サプライチェーン全体」に対し網羅的

な対策も必要となってくるだろう。またこれらに

対する関連法規の整備も進める必要がある。

取締の面では、実務上、模倣品拠点の調査と摘

発において調査会社に頼る側面が大きく、政府当
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＜建議＞
①-巧妙化する模倣品と有名ブランドただ乗

り行為の取締強化を要望したい。

②-模倣品のインターネット販売に対する取

締強化を要望したい。

③-刑事罰の強化と運用の透明化と再度の模

倣品の製造・販売行為(再犯)に対する厳

罰化を要望したい。

④-当局による自発的模倣品取締の強化を要

望したい。

⑤-地方保護主義の壁を無くした知財保護の

実現を要望したい。

⑥-「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）」に関

し、中国国家管理標準化委員会は、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

局による自主的摘発が非常に少ない。また行政罰

から刑事罰へ移管させる際のハードルが高く、そ

の際の基準となる価格算定方法が不透明のところ

が多く改善の余地が多い。

これらの手続きにおいても、中央と地方、大都

市と中小都市の間に法運用において対応の温度差

が存在する。2009年3月に実施した中国日本商会

IPG会員向けのアンケート調査によると、模倣品

製造地域のワーストワンは広東省で、次いで浙江

省、江蘇省という結果であった。各省での法執行

の透明性や効率性、均一性においても日系企業か

ら改善の要求が寄せられている。行政法執行機関

は、案件の処理の結果をタイムリーに権利者に知

らせるべきであり、関連法規に「管理部門が権利

者の通報により侵害行為摘発後、取締結果を権利

者に書面で通知すること」といった条項等を追加

するなど、各省均一となる対応を目指し、地方保

護主義の是正を目指してほしい。

慮するとともに、手続の簡素化、判断基

準の明確化を要望したい。また上位規定

である「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」が制定される

までは、「国家標準の特許に係る処置規

則」の検討は十分に企業の意見を聞いて

対応することを要望したい。
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省エネ・環境産業の現状
新たな経済成長分野

政府は、省エネ・環境産業の発展をますます
重視している。近年、政府が打ち出す循環経済、
低炭素経済関連の政策により、政府からの投資額
は拡大し、関連市場は急速に発展しており、省エ
ネ・環境産業は既に中国の新たな経済成長分野と
なっている。

市場規模の拡大

省エネ・環境産業の「第十一次五ヵ年計画」

（2006年―2010年）期間での発展は目覚しく、

市場の規模も急速に拡大している。正式に発表さ

れた統計データはまだないが、政府要人の発言か

らその規模を伺うことができる。「市場規模は、

環境保全分野だけでも2010年までに１兆元を突破

すると予測されている。」（呉暁青環境保護部副

部長の発言＜2009.9＞）。「省エネ・環境産業全

体の総生産額は、2012年に2.8兆元に達する見込

みである。」（第四回中日省エネ・環境フォーラ

ムでの解振華国家発展・改革委員会副主任の発言

＜2009.11＞）

政府による投資の増加

「第十一次五ヵ年計画」の「省能減排」（省エ

ネ・廃棄物排出の削減）策によって、中央・地方

政府による省エネ・環境関連産業分野への投資規

模が更に拡大している。「四兆元」の大型公的投

資のうち、「省能減排」と環境保護関連分野へは

2,100億元の投資を行う。2008年、全国環境汚染

対策として4,490.3億元の資金を投入し、同年国

民総生産GDPの1.49%まで拡大している。都市部

インフラ整備分野への投資も拡大し、下水分野に

第７章　
省エネ・環境産業・市場の現状と課題

496億元、ごみ処理関連分野に222.1億元を投入し

ている（出典：国家統計局）。更に、策定中の中

国「第十二次五カ年計画」（2011年―2015年）

期間中の環境保全関連投資額は3兆元に達すると

いう予測もあった（呉暁青環境保護部副部長の発

言＜2009.12＞）。

関連業界発展の加速

中国国内の省エネ・環境関連市場の発展に伴

い、設備、投資、技術に対する需要は拡大してお

り、関連企業の発展を促進している。近年、中国

では水処理、ごみ処理、風力発電、太陽発電等分

野において、数多くの有力企業が育成され、国有

大手企業だけではなく国内・海外で上場を果たす

ほど成長した民間大手企業の数も年々増えてい

る。本業が環境関連以外の大手企業も資本参加や

直接投資の形で省エネ・環境産業に積極的に参入

し、業界全体の発展に繋がっている。

主な有望分野の動向
水関連分野

下水処理

中国の生活下水処理事業は政府主導で展開して

きたが、近年、特に2002年の「市政公用事業市場

化」改革の実施以来、民間資本の参加が広く認め

られ、国内企業及び外資企業が積極的に当該分野

に進出している。推計ではあるが、2007年までに

既に1,600にのぼる水関連企業が中国の水市場で

事業を展開していると見られる。そのうち、設備

関連企業の数が最も多く、投資運営、コンサルタ

ント・サービス、設計サービス関連企業も多く存

在している。企業による市場参入は設備販売のほ



60

第
１
部
　
共
通
課
題
・
建
議

か、大手企業のBOT、TOT方式による事業全体の

建設、運営を担当するケースが多く見られ、2008

年だけで、民間資本による下水処理施設建設プロ

ジェクトの契約数は80件を超えていると見られ

るが、そのうち、外資企業の進出による建設プロ

ジェクトも多く見られる。2009年も引き続き民間

投資は積極的に行われているが、金融危機対策と

して行われた政府からの「四兆元」にものぼる大

型公的投資の実行が、水分野における民間運営企

業の投資活動に影響を及ぼしている。

汚泥処理

下水処理施設の整備拡大に伴い、中国の汚泥処

理問題も徐々に顕在化している。2009年、中国で

は一日に10万トン以上の汚泥が発生し、2010年

末までに年間6,000万トンの汚泥が発生すると予

測されている。汚泥処理は既に環境関連の重要分

野の一つになっている。近年、中国の汚泥処理関

連市場は発展しているが、2009年、政府は「都市

部下水処理場汚泥処理処置及び汚染防止技術政策

（試行）に関する通知」を発表し更なる発展を促

進している。

固体廃棄物分野

都市部ごみ処理

近年、民間資本によるごみ処理施設の建設が活

発になり、2008年だけで民間資本による新たに契

約しているごみ施設の建設プロジェクトは40件を

超え、-2008年末までに既に100以上の民間資本

によるごみ処理施設が稼動し、全国のごみ処理施

設の約20%を占めると見られる。特に、「焼却」

施設の建設・運営における民間資本の割合が大き

く、BOT、TOTを中心とする方式での投資が多く

見られる。近年、民間資本による「焼却」施設の

建設は、主に沿海部の浙江省、広東省、山東省等

の地域に展開していたが、2008年から2009年に

かけて、四川、湖北等の内陸部まで広がってい

る。

新エネルギー分野

2008年の中国における一次エネルギー生産能力

は28億トン標準石炭、生産量は26億トン標準石炭

に相当する。そのうち風力、太陽光、原子力等の

新エネルギーの生産量は9%を占める。近年、新エ

ネルギーのうち、風力発電、太陽光発電、バイオ

発電分野での市場は急速に拡大し、大きな市場に

なりつつある。2009年、政府は気候変動対策の一

環として、2020年までに、国内の非化石一次エネ

ルギー消費量の総エネルギー消費量の割合を15%

まで引き上げると発表した。これにより、今後、

政府は新エネルギーの発展に更に力を入れるもの

と予想される。

太陽電池

2009年に入ると、政府は「金太陽」「太陽光発

電屋根計画」等の具体的な補助策を打ち出し、中

国国内の太陽光利用の発展を促進している。これ

らにより数多くの太陽光利用関連の建設プロジェ

クトが実施され、太陽電池の需要拡大に繋がって

いる。---

無錫尚德社（サンテック)を始めとする太陽電池

生産国内大手企業の2009年の出荷量は2008年よ

り更に増加する見込みで、金融危機の影響による

危機的状況から脱しつつあると見られる。但し、

結晶シリコンの生産においては、近年国内生産の

過剰拡大、製品価格の暴落及び需要市場の伸び悩

みにより、関連生産企業間の競争は激しく、産業

全体はまだ調整時期にあると考えられる。

風力発電

2009年、中国の風力発電分野において更に急ス

ピードで発展し、総発電設備容量は2008年より倍

増し、2600万kWに達していると予測されている。

一方、既存の設備生産企業の生産力は増大して

おり、国内需要を大きく上回っている。現在、中

国国内の風力発電ユニットの生産企業は既に80社

を超え、外資企業の進出も多く見られ、市場競争

が更に激しくなると予測される。

リサイクル分野

中国では、既に廃棄金属、古紙、廃プラスチッ

ク等のリサイクル・システムが構築されており、

現在、中国の鉄鋼、非鉄金属、製紙用パルプの原
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料の三分の一以上はリサイクルにより賄ってい

る。2007年までに中国の各種資源のリサイクル量

は1.82億トンを超え、関連従業員は1,000万人に

達している。　　

廃棄電子・電気製品

2009年、政府は都市部における家電の「以旧

換新」（古い製品の新しい製品への買い替えに対

し補助を行う）策を打ち出した。これにより、

2010年には、中国都市部における年間電気・電

子製品の廃棄量は800万トンに達すると予想され

る。一方、現在、中国では廃棄電気・電子製品を

適切に処理できる企業が少なく処理能力も不足し

ている。同時に、廃棄電気・電子製品の有効な回

収ルートの構築が関連企業にとって大きな問題と

なっている。2009年の「以旧換新」により、一部

分ではあるが回収のインセンティブが導入された

が、まだまだ前途は厳しい。政府による抜本的な

回収システムの構築が不可欠である。国内家電大

手メーカーのハイアールグループ社、長虹電子グ

ループ、TCLグループ等の企業は、廃棄電気・電

子製品のリサイクル市場に参入するため、関連会

社を設立している。

省エネ分野

政府は「省エネ」を重要な国策の一つとして、

その発展を積極的に推進している。2008年までの

中国の単位GDP（一万元）当たりのエネルギー消

費量は1.102万トン標準石炭であり、政府が「第

十一次五ヵ年計画」で公表している「単位GDP

（一万元）のエネルギー消費量を1万トン以下」

とする2010年省エネ目標に近づいている。2009

年、政府は2008年に続いて建築物の省エネ、照明

の省エネ分野において、以下いくつかの推進策を

公布している。

建築省エネ

中国では近年、政府機関、公共施設を始めとす

る既存建築物の省エネ化が各地で行われているこ

とにより大きな建築省エネ市場が生まれ、その規

模は1兆元を超えていると見られている。2009年

に「再生可能エネルギーの建築物での応用モデル

都市の実施方案」、「農村地域の再生可能エネル

ギーの建築物での応用の実施方案」等新たな推進

策を打ち出している。

民生用製品の省エネ

照明の省エネ分野において、近年、政府は効率

照明の利用分野に力を入れており、2007年から関

連の補助制度を開始したが、2009年には「半導体

照明省エネ産業発展意見」を公布し、半導体照明

省エネ産業を2015年までに年間平均30%成長させ

ることを目標に揚げ、各地の「グリーン照明」関

連取組みの実施を促し、関連産業の発展を促進し

ている。

産業省エネ

中国の産業エネルギー消費量は、末端エネル

ギー消費の約70%を占めている。その中で、鉄

鋼、建材、化学、石油化学、非鉄金属等高エネル

ギー消費部門は産業エネルギー消費総量の69%を

占めており、省エネの重点業種となっている。近

年、中国は多額の資金を産業省エネ分野に投入

し、省エネ設備の生産、関連コンサルティングの

発展を支えている。

外資企業による中国市場参入に 
当たっての問題及び改善点
省エネ・環境関連市場の状況・将来展望の把握

中国の省エネ・環境関連市場は、近年の急速

な拡大に伴い、市場状況の把握が難しくなってい

る。また、そのビジネス展開は政府誘導によるも

のが多く、政府がどの分野の発展を優先している

のか、政府投資がどこに行われるのか等が市場の

拡大に大きく影響している。しかし、外資企業に

とってはそれらを見極めるのは簡単ではない。そ

のため、政府に対して環境面での計画・立法・政

策の策定における業界への情報公開の強化と解釈

の明確化が望まれている。

一方、進出した外資企業においては、自力での

情報収集に努力すると同時に、中国企業との協力
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関係づくり、現地の関連研究機関・専門家の活用

等が情報収集能力の向上や進出戦略の策定に有効

であると考えられる。

政策・法規の事前把握

中国の省エネ・環境関連市場を見極めるには、

政府の産業促進政策・法規を十分に把握すること

が重要である。特に、外資企業の特定市場への参

入条件、優遇政策の有無、適用範囲等情報の整理

は進出企業にとって不可欠である。

一方、政府による省エネ・環境関連政策は基本

的に公表されているが、外資企業に関する細則が

明記されていない場合が多く、特に、補助金、免

税措置等優遇制度で外資企業が優遇対象として認

められるかどうかについて進出した外資企業が惑

うケースが多い。また、地方には独自の規程が多

く存在する。政府には政策の内容をより分かりや

すく公開することが望まれる。

中国市場への参入を検討するための情報把握

中国の省エネ・環境関連プロジェクトには、多

様な形態が存在している。国有企業、民間企業、

合弁企業等のさまざまな競争主体があり、それら

をよく理解しないとビジネス展開に支障を出る恐

れがある。また、プロジェクトの公開入札関連情

報収集、入札参加資格獲得ルートの構築等も外資

企業にとって難しいところである。

政府は、入札関連情報の公開や入札制度等規程

の整備を更に進め、より平等な競争環境を作るこ

とが望ましい。但し、省エネ・環境産業でのビジ

ネス展開における関連情報収集等は外資企業に限

らず中国企業にとっても大きな課題である。外資

企業は自社の事情を踏まえ現地の関連研究機関と

連携し、戦略を練るべきである。

現地生産拠点・法人の設立

日本の先進技術を有する省エネ・環境製品やプ

ラント設備は、中国の現地市場において価格が比

較的に高く、外資企業は現地市場向けに現地生産

する等低コスト化が求められる。しかし、外資企

業が現地生産や法人設立を行うために必要となる

資格取得の審査は厳しく、現地法人の設立には時

間がかかる。

また、中国企業と連携する場合、知的財産権保

護の問題がよく取り上げられている。政府による政

策上の改善が望まれている。一方、進出企業におい

ては、ビジネスチャンスを逃さないように自らによ

る知的財産権保護対策の模索が必要である。

電子情報製品汚染制御管理弁法 
（中国版RoHS）について
2006年2月28日、情報産業部（現・工業と情報

化部）は、国家発展改革委員会、商務部、税関総

署、工商総局、質検総局、環境保護総局（現・環

境保護部）との連合で制定した「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。2007年3月1日から施行されている。同弁

法では、規制内容が以下の通り２段階に分かれて

いる。

（第１ステップ）

・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、分解しやすいも

の、回収処理のしやすいものを採用することな

どを規定。

・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、所在箇所、回収利

用できるか等を注記することを規定。

（第２ステップ）

・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

は制限することを規定。

・電子情報産品有毒有害物質制御を中国強制認証

制度（3C認証制度）の対象として管理すること

を規定。

2009年7月29日、電子情報製品汚染制御重点管

理目録専門化審議会にて、携帯電話、電話機、プ
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＜建議＞
①-政府は、計画・立法・政策の策定におけ

る業界への情報公開の強化と解釈の明確

化の推進を要望したい。

②-政府は、補助金、免税措置等優遇制度に

おける外資企業に関する細則を規定する

など、制度内容をより分かりやすく公開

することを要望したい。

③-政府は、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

策の改善を要望したい。

④-政府は、外資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

要望したい。

⑤-電子情報製品汚染制御管理弁法（中国版

ＲｏＨＳ）について

・中国政府は、本制度の検討（重点管理目

録の制定・対象製品の追加、３Ｃ認証実

施規則、国家統一推進自発的認証制度の

創設等）に際して、今後とも、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。

・-中国強制認証（CCC）実施規則の検討に

際しては、認証証書の有効期限の延長、

ISO取得工場の工場審査プロセスの省

略、シリーズ製品の一括承認など手続き

リンターの３製品を「一部部品及び材料の例外を

許可する」ことを前提に重点管理目録に入れても

よいとの意見が提出された。これを受けて、2010

年10月9日、工業と情報化部は、第１期電子情報

製品汚染制御重点管理目録（意見募集稿）を公布

した（コメント期限は11月9日）。日本からは電

機電子4団体(JEITA,CIAJ,JBMIA,JEMA)化学品規制

WGが意見書を提出している。

2009年11月18日には関係省庁が参加する中国

RoHSに関する協力会議で上記３製品を重点管理目

録に入れることを認可したが、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る見込みである。

廃棄電器電子製品回収処理管理条例
（中国版WEEE）について
2009年2月25日、環境保護部、国家発展改革委

員会、工業と情報化部、商務部、財政部など9省

庁が連合で制定した「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。

2011年1月1日から施行が予定されている。管理

条例の主な規制内容は以下のとおりである。

・生産者責任制を採用。

・国は廃棄電器電子製品処理基金を設立し、廃棄

電器電子製品処理費用の補助金として用いる。

電器電子製品生産者及び輸入者は、規定に基づ

き廃棄電器電子製品処理基金の納付義務を履行

しなければならない。

・電器電子製品の生産者及び輸入者が生産・輸入

した電器電子製品は、電子情報製品汚染制御の

関連規定に合致し、資源総合利用、無害化処

理に有利な設計案を採用しなければならず、無

毒、無害あるいは低毒、低害及び回収利用が便

利な材料を選択しなければならない。

・国は電器電子製品生産者が自らあるいは販売業

者、メンテナンス機構、アフターサービス機

構、廃棄電器電子製品回収業者に委託して廃棄

電器電子製品を回収することを奨励する。

制度の施行まで１年を切っているが、そのため

には、政府専用基金の管理や対象製品の目録作成

だけではなく、情報システムの構築やその管理、標

準技術規範、処理業者管理などの様々な実施細則を

策定する必要があるはずだが、こうした検討状況も

不透明となっている。
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の簡略化、時間の短縮、コストの低減化

を十分考慮していただきたい。

・-国家統一推進自発的認証制度の検討に際

しては産業界に過度な負担とならないよ

う、十分に考慮していただきたい。

⑥-廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中

国版ＷＥＥＥ）について

・中国版WEEEに関し、中国政府は検討状

況を開示し、より透明性、公正性が確保

された中での検討を要望したい。

・中国政府は本制度の検討に際して、手続

きの透明性、公正性を確保するととも

に、日本の産業界の意見に耳を傾けるこ

とを強く要望したい。

・-中国政府は本制度の検討に際して、中国

版ＲｏＨＳや以旧換新といった関連制度

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よう要望したい。
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技術標準・認証の現状　
基本的な方針

現在の中国の標準政策は、2006年に発表された
「中長期科学技術発展規画綱要」（以下、「中長
期計画」）が一つのベースとなっており、同綱要
においては、技術に関する標準の形成を国家科学
技術計画の重要な目標とすることが掲げられ、標
準体系の整備、関係機関間の協調、国際標準化へ
の積極的参与などに取り組むこととされている。
また、第11次標準発展計画においては、標準の市
場適用の強化、自主革新技術の採用、国際化によ
る競争力強化が原則とされるとともに、以下のよ
うな具体的な目標が設定されている。

・2010年までに年間6000項目制定・修正（うち

自主革新技術2000項目）

・2010年までに国際標準導入率を85％とする。

・2010年までに標準技術委員会を2600建設する。

・11-5期間中に50項目の国際標準新規提案を行う。

・11-5期間中に国際・地域標準化組織事務局の6%

の職(うち高級ポストを10名程度)を占有する。

現在の政策の方向性

09年11月に行われた第８回北東アジア標準化協

力フォーラムにおいて、現在の中国の標準政策に

ついて、３つの考え方、５つの方向、４つのアク

ションが示された。　　　

３つの考え方：

①サービス指向、②科学指向、③法制指向

５つの方向：

第８章　
技術認証・基準の現状と課題

①枠組みの発展、②品質の向上、③スピード化、

④標準化の利益向上、⑤管理の強化

４つのアクション：

①標準化法の改正、②国家標準化戦略綱要策定、

③国家標準化体系の構築、④サービスプラットフ

ォームの構築。

国家標準化システム建設事業

４つのアクションのうち、国家標準化体系の構

築は３年間かけて３段階で進められており、現在

は第２段階の途中に当たる。他方、標準化法の改

正は数年前から政府内部で議論が進められている

ようであるが、案を公に提示するには至っていな

い。

第１段階(09年１月→6月)

プロジェクガイドラインの策定

第２段階(09年７月→11年6月)

標準体系と保障体系(管理運営等)の構築

第３段階(11年7月→12月)

全体統合

10大産業振興計画の標準化への意見

2009年6月、国家標準化管理委員会、国家発

展・改革委員会、工業・情報化部は連名で、「十

大産業の調整と振興計画における標準化の強化に

関する意見」を発表した。同意見においては、産

業構造の調整、競争力の強化、製品の品質と安全

の確保に関し標準化が技術的サポートの役割を果

たすべきことが述べられている。また、今後３年

間、十大産業の標準化を優先させるべきこと、十

大産業の標準化を国家技術標準戦略発展綱要と国
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家標準化体系建設事業に組み込むこと、国際標準

化を積極的に推進することなどが指摘されてい

る。

日中協力関係

2007年4月に日本の経済産業省（甘利大臣：当

時）と中国国家品質監督検験検疫総局との間で日

中間の協力を推進する旨の覚書が交わされ、これ

に基づき、2008年4月、経済産業省産業技術環境

局／日本工業標準調査会(JISC)事務局と中国国家

標準化管理委員会の間で協力を推進するための手

順書が交わされている。同手順書においては、両

国の標準開発での相互理解を促進し、文献、資料

等の情報交換を行うことなどが合意されるととも

に、標準化活動に関する相互参加を奨励すること

とされている。

2009年11月、同手順書合意後初となる会合が

行われ、電気自動車、自動車、すべり軸受、筆記

具の４分野で専門家同士の協力を進めていくこと

が合意された。

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）

2009年11月2日、中国国家標準化管理委員会

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、用語の定義や手続きに曖昧な点があるなど多

くの問題を内包している。同年11月30日期限の意

見募集に対し、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

見書を提出した。

同管理規定案の改定案が提示されない中、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

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月から中国強制認証制度(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既に確立さ

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。

これに対し、日本政府及び産業界からは、国際

的な枠組みとは異なる独自の制度は貿易の阻害要

因になること、政府調達の範囲が不明確であるこ

となどを指摘し再考を求めるとともに、知的財産

の保護に関しても重大な懸念が表明されていた。

こうした我が国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の

調達が含まれないことを示す文書を日本政府に提

示している。
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＜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。中国の独自性を強めた

標準の採用は、外資系企業にとって非関

税障壁となるだけでなく、今後中国企業

がグローバルに展開していく上でも障害

となる。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

盟していくことを要望したい。

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。標準化は非競争領

域を作ることに他ならないため、そうし

た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標準の策定においては、理想を追求しす

ぎることなく、現実の技術の発展状況を

踏まえた対応が必要である。一部の標準

において、現実にはあり得ない試験条件

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。そのようなこ

とが起こらないようにするためにも、企

業との対話の機会を設けるよう要望した

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。また、例えば、消費品使用説明の

標準はその適用範囲が不明である。

⑤以上のような指摘を踏まえたより良い標

準を策定するためにも、標準化活動への

参加のハードルを低くするべきである。

標準化活動への参加においては、参加費

用が高い、標準の数が多すぎ現実的に対

応しきれないなどの問題が存在する。日

中間の政府レベルにおいても、標準化活

動への相互参加を奨励する旨の合意がな

されていると認識しており、より参加し

やすい環境整備に努めていただきたい。

⑥認証、試験等に係る費用低減の手続きの

透明化を図るべきである。標準の数が多

いこともあり、認証、試験等に係る企業

負担は膨大である。これは認証、試験ビ

ジネスの拡大となる一方で、中国で製造

する製品のコスト増となり、そのグロー

バルな展開の足かせとなる。このため、

手続簡素化、判断基準の明確化、標準の

統廃合などに努めていただきたい。

⑦国レベルと地方レベルで標準が異なるこ

とや、同一であってもその適用がまちま

ちであることにより混乱を来している。

また、推奨基準であるにも関わらず、現

実には市場抜き取り検査等の現場で強制

基準と同等に扱われているケースもあ

る。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を図ってもらいた

い。

⑧「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）」に関

し、中国国家標準化管理委員会は、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

準の明確化を要望したい。また、その実

施規定である「国家標準の特許に係る処

置規則」の検討についても、十分に日本

の産業界の意見を聞くとともに、その実

施までに産業界の懸念を払拭することを

要望したい。

⑨「中国強制認証(CCC)制度へのITセキュ
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リティ製品の追加」に関し、企業がソ

ースコードや関連の機密情報を国際的

な枠組みであるCCRA(Common-Criteria-

Recognition-Arrangement)に加盟してい

ない国の試験機関等に提出することは困

難である。中国政府は、このことを十分

に認識しCCRAに早期に加盟すべきであ

る。日本の産業界として、中国のCCRA加

盟のために可能な支援を行う用意がある

ので、今後とも継続的な対話を進めるべ

きである。
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技術・イノベーションの現状　
全体方針・計画

現在の中国のイノベーション政策は、2006年に
発表された「中長期科学技術発展規画綱要」（以
下、「中長期計画」）に基づき実施されている。
この実現のため、第11次5カ年計画（2006年）
の実施、科学技術進歩法の施行（2008年7月）な
ど、より具体的な政策が順次公表・実施されてい
る。2009年は、中長期計画の中核的理念となって
いる「企業主体のイノベーションへの転換」が実
行段階に入ってきた。

2009年前半、中国国務院は自動車、鉄鋼など

10大産業振興計画を次々と発表した。これらの計

画において、技術力の向上が重要事項として取り

上げられている。6月、中国科学院が「2050年科

技発展ロードマップ」を公表した。これは中国で

初めてと思われる中長期的な技術ロードマップで

ある。2050年にGDPで世界トップになることな

ど、明るい将来展望を掲げ、それに向けて「中国

の特徴のあるイノベーション」を遂げていくこと

とされている。

第12次5カ年計画策定への取り組み本格的に開

始された。2010年はより具体的な計画案を作りこ

んでいくこととなるが、これがどのような方向性

や具体策を打ち出し、次の5年間がどのような段

階に入っていくのか注目に値する。

イノベーション構造の改革

中長期計画においては、企業主体のイノベー

ション体系構築に向けて、企業の研究開発への投

入を奨励し、企業が研究開発部門を設立するこ

と、そのために大学等の力を借りて、国家エンジ

ニアリング実験室、業界エンジニアリングセン

ターを設立することとされている。これに加え、

国家の研究開発課題を企業が担当すること、技術

移転の促進のため、知財取引に関する制度の整備

を進めることとされている。

09年は、企業主体のイノベーション体系構築に

向けた動きが多くみられた。例えば、さまざまな

産業分野において産業技術創新戦略連盟が発足し

た。また、報道によれば、8月に北京に初めて公

的技術取引所が2億人民元の資金で開設されたほ

か、民間の技術取引会社の設立も続いており、技

術取引市場が活発化の兆しを見せている。

また、５月、国務院常務委員会が開催され、企

業の技術革新について検討が行われた。同委にお

いては、企業の技術革新強化のためには、産業構

造の調整、発展方式の転換、企業改革などを融合

して実施しなければならないことが強調され、利

子補給を行う200億元の技術革新のための専門資

金が用意されることとなった。

他方、2010年3月、政治協商会議において王志

珍副主席は、「現在、中国における科学技術成果

の転化率はおよそ25%であり、産業化の割合は5%

に満たない。先進国の転化率80%とは大きな開き

があり、科学技術成果転化促進条例を早期に制定

すべき」と述べており、技術移転の促進は引き続

き中国の課題となっている。

国家自主創新製品の認定に関する通知の公布

中長期計画においても、政府調達による自主創

新の促進が掲げられているところであるが、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10月30日付で「科学技

術部・国家発展改革委員会・財務部による2009年

の国家自主創新製品の認定に関する通知」を公布

第９章　
技術・イノベーションの現状と課題
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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、中国での知財権

や商標を有していること等を条件に「国家自主創新

製品」を認定し、政府調達の際に優遇を行うとして

いる。この通達が実施された場合、その条件の多く

を満たしえないと考えられる多くの外国製品は競争

上不利に立たされ、実質的に中国の政府調達から締

め出される可能性がある。なお、企業等からの製品

申請期限は2009年12月10日であった。

これに対し、日米欧などの34の団体は、2009

年12月10日、中国政府（科学技術部、国家発展改

革委員会、財政部）に対し、「当該規制を進めな

いよう強く求める」抗議書簡を発出した。中国日

本商会をはじめ日本の5団体もこれに加わった。

こうした産業界の声を背景に日米欧の政府は中国

政府に対し、今回の措置は内外差別的な措置とな

る可能性があり、貿易保護主義的である懸念を有

していることを表明している。

これに対し中国科学技術部は、今回の通知は

中国国内の外資企業を差別するものではなく、認

定手続きは公開で透明なものであり、一部外資企

業が誤解をしているに過ぎないと説明している。

その一方で、2009年の認定は既に開始されてい

るが、今後の認定作業中、今回の通知が誤解を生

んだ書き振りを改善し改めるとしている。なお、

2010年3月時点で2009年の対象製品リストは公表

されていない。

研究開発推進

中長期計画において、GDPに占める国全体の科

学技術投入の割合を2010年までに2.0%、2020年

までに2.5%以上に向上させることが目標として掲

げられている。この割合は、2008年は1.52%と

なっている。

5月、国務院常務委員会が開催され、半導体製

造技術、大型航空機、水処理など11の科学技術プ

ロジェクトの推進が確認された。このプロジェク

トの推進のため、300億円以上の予算が投入され

ることとなった。

09年、中央財政の科学技術関連支出は、国家科

技重大特別プロジェクトの実施が加速されたこと

などにより、1,512億元で前年比30%増となった。

中国の科学技術論文数は急増しており、

世界の重要な工学・技術文献を収蔵するE i-

Compendex(2007)では、世界1位になったほか、

他の同様のデータベースにおいてもトップに近い

論文数を誇っている。他方、いわゆるゴミ論文や

論文ねつ造などの問題も指摘されている。

科学技術力を支える基盤の整備も進んできてい

る。国家重点実験室は2008年末で220を数える。

また、2009年、北京郊外に中国計量標準研究院の

新キャンパスがオープンした。

人材育成、人材誘致

2009年、さまざまな海外人材誘致策が公表・

実施された。以前は、いわゆる海亀派と呼ばれる

ように海外留学者の呼び戻しが中心であったが、

その後外国籍の中華系人材に広がり、現在はあら

ゆる海外の優秀人材を誘致しようという動きに広

がっている。

代表例は、2008年12月に公表された「千人計

画」であり、海外のハイレベル人材を誘致し、こ

れら人材を中国国内での技術革新や起業に携わら

せることにより、中国の関連技術、研究分野のレ

ベルを引き上げるものである。その実施に当た

り、誘致した人材に一時金100万元を支給するほ

か、誘致の拠点となる「海外ハイレベル人材技術

革新企業拠点」が設置される。2009年末までに、

67か所の拠点が整備され、326人のハイレベル

人材が誘致された。このほか、中国科学院、教育

部、国家自然科学基金なども、これまでの人材誘

致策の統合・強化を進めている。

国際連携

研究機関や大学間での協力プロジェクト等の

ニュースを見ない日がないほど、様々なレベルで
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国際連携が進められている。目を引くところで

は、オバマ米国大統領訪中時のエネルギー分野で

の協力のほか、英国との間で最先端分野での協力

が進められている。

日本企業の研究拠点としての中国への関心の高

まりがみられる。ジェトロが実施した2009年度

「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」

によれば、14%の企業が設計・研究開発機能／企

画機能の強化を今後の事業拡大の方針として掲げ

ており、中国に限れば23.5%に達している。こう

した点での中国の環境整備が今後求められてくる

と思われる。

＜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、

大きな違和感を感じざるを得ない。省エ

ネ・環境技術を始めとする日本の技術の

中国への移転は極めて重要と考えるが、

仮にそれが単なる中国のプロパガンダに

利用されるだけであるとすれば、移転の

意欲を大きく減じさせることになる。

②-知的財産保護のための法制面、実施面での

インフラ整備あるいは企業のモラル向上が

必要である。中国の研究レベルの向上に伴

い、日本において中国関係機関との研究協

力や中国に研究拠点を構えることへの関心

は高まっている一方で、それが具体的なア

クションに結びつかないのは、知的財産保

護面での懸念があるためである。例えば、

官公庁への各種許認可申請時に、企業から

見れば過剰ではないかと思われる詳細な技

術資料の提出を求められることがあるが、

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。

③-「2009年の国家自主創新製品の認定に関

する通知」について、中国がイノベーシ

ョンを促進し自国でより多くの知的財産

を生み出そうとすることは望ましいが、

内外差別的措置となる可能性があり、保

護貿易主義的であると懸念されるだけで

なく、このような形で競争を阻害するこ

とは、かえって中国のイノベーション能

力の向上を阻害することから、このよう

な規定の一刻も早い撤廃を要望したい。

④-「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は海外にあ

る本社に帰属するのではなく、中国内の

現地法人に帰属することが求められてい

る。しかし、グローバルな戦略の中で知

的財産管理を行う外資系企業にとって当

該規定は現実的ではなく、同規定は、競

争阻害的になるものと懸念される。

⑤-現在、中国に設立・登録された外資系企

業のＲ＆Ｄ部門は、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・申請ができていないが、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。

⑥-信頼できる公的試験・検査機関の充実に

努められたい。日本企業が中国で生産活

動をしていく上で、品質の確保は至上命

題である。これを支えるインフラを整備

することは、日本企業にとってもメリッ

トがあるだけでなく、中国製品の品質レ

ベルを高める上でもなくてはならないも

のだと考える。

⑦-転職率が高く、コアとなる技術者がなか

なか育たないことが、企業における設計

の現地化が進まない要因となっている。
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『中華人民共和国政府調達法実施条例
（意見聴取稿）』の内容紹介及び問題点

中国国務院法制弁公室は2010年1月11日に『中華
人民共和国政府調達法実施条例（意見聴取稿）』
（以下「意見聴取稿」という。）を社会に向けて公
布し、パブリックコメントを募集した。意見聴取稿
の関連内容について、以下に紹介する。

意見聴取稿の主な内容
意見聴取稿は計9章116条から構成されている。

『政府調達法』に比べ、意見聴取稿において以下

の内容がよりいっそう明確にされた。

政府調達の範囲について

実務操作をし易くするため、意見聴取稿では

『政府調達法』に規定された適用範囲に関する規

定をよりいっそう明確にした。具体的には以下の

とおりである。

（ⅰ）財政性資金の範疇を明確にした。財政性資

金の範囲を拡大し、財政予算資金及び財政

管理に納入される資金を含むほか、財政性

資金を以って返済リソースとする貸借資金

及び国有資産を担保とする貸借資金も含む

とした。財政性資金を使用する一部の項目

についても、財政性資金の調達範囲内に含

めるとした（第2条）。

（ⅱ）貨物、工事及びサービスの定義を明確に

し、知的財産権を貨物と見なすことを明確

にした（第4条）。また、自国貨物を「中

国国内にて生産し国内の生産コストが一定

の比率を超えた最終製品」と定義し、輸入

第10章　
政府調達の現状と課題

貨物を「中国の税関にて通関手続きをした

結果、中国国内への輸入を許可され、なお

且つ税関境界外にて生産された製品」と定

義した（第10条、第11条）。

（ⅲ）政府調達工事を政府調達プロセスに組入れ

て管理し、入札募集・入札を除き、政府調

達工事の前期及び後期の関連活動につい

て、政府調達のプロセス管理を適用すると

した（第5条）。

政府調達の当事者について

（ⅰ）集中調達機構の性質（政府により設立し政

府より資格を認定する）、主な職責及び

具備すべき条件（第16条、第18条、第19

条、第20条）ならびにその他政府調達代理

機構の性質及び資格認定制度（第17条、第

21条）をよりいっそう明確にした。

（ⅱ）政府調達項目の実際の必要性に応じて、部

門集中調達専門機構を設立することができ

るとした（第22条）。

（ⅲ）供給者が資格審査において提出する証明資

料について規定され、調達者又は調達代理

機構も供給者に対し資格予備審査制度を実

施することができると規定した（第23条、

第25条）。

（ⅳ）供給者は連合体の形式にて政府調達に参加

することができるとしたほか、連合体の

条件及び資質の認定基準を示した（第29

条）。

政府調達方式について

（ⅰ）意見聴取稿では、非公開入札募集・入札に
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よる調達方式を採用することのできる3通

りのケースを規定した（第31条）。

（ⅱ）集中調達目録にある小額零細な調達項目に

ついては、協議による貨物供給調達方式又

は固定地点サービス調達方式を採用するこ

とができ、いずれの調達方式も電子化政府

調達方式を採用することができる（第32

条、第33条）。

（ⅲ）調達者が公開入札募集金額の基準を下回る

貨物、工事又はサービス項目を調達する場

合、非公開入札募集方式を採用することが

できる（第35条）。

政府調達のプロセスについて

（ⅰ）政府調達にあたり、政府調達実施計画を作

成し、同級人民政府に報告してその承認を

受けなければならない（第38条）。

（ⅱ）入札書が入札募集文書に規定される実質的

条項を完全には満たしていない場合、当該

入札は無効とする（第42条）。

（ⅲ）実務において存在する政府調達保証金の管

理が比較的混乱しているという問題につい

て、入札保証金の収受基準（調達項目予算

の1%を超えてはならず、なお且つ最高で人

民幣10万元を超えない。）及び返還時期を

具体的に規定した（第43条）。

（ⅳ）政府調達評価審査専門家バンク制度を規定

し、専門家の評価審査にかかる原則、権

利及び義務を明確にした（第51条、第52

条）等。

政府調達契約について

（ⅰ）政府調達契約の実質的内容は、調達文書と

一致しなければならず（第55条）、政府調

達契約には景品及びリベートを含んではな

らない（第59条）。

（ⅱ）政府調達にかかる優遇政策を適用する調達

項目について、請負方式を採用して契約を

履行してはならない（第58条）。

（ⅲ）供給者が調達者との間の契約締結を拒否し

た場合、入札保証金を没収して国庫に納入

する。調達者に損失をもたらした場合、損

失を賠償しなければならず、調達者は供給

者との間の契約締結を拒否した場合、規定

に基づいて相応する法的責任を負わなけれ

ばならない等の内容を定めた（第60条）。

このほか、意見聴取稿ではさらに、供給者より

の質疑及び苦情申立、監督管理部門による監督検

査ならびに調達者、調達代理機構又は供給者によ

る違法行為があった場合に負うべき法的責任など

について規定した。

意見聴取稿の主な問題点
中国国内企業と国外企業を平等に扱っていないこと

意見聴取稿の条文の多くは、国外企業又は外資

企業の製品の政府調達に非常に不利な内容となっ

ている。例えば、第9条には、「優先又は強制調

達などの措置により、省エネルギー・エコ及び独

自開発製品をサポート・保護する」との規定があ

り、第11条には、「調達者が輸入製品を調達する

場合、調達活動の開始前において県級以上の同級

人民政府の財政部門に報告してその審査承認を受

けなければならない」と規定され、第112条には

「財政部門に報告してその審査承認を受けて機電

製品を調達する場合、その入札募集・入札につい

ては、国の関連規定に基づいて執行しなければな

らない」と規定されているなど、以上の条項は中

国国内企業又は中国企業の生産する製品を優先的

に調達することを要求したものであり、実質的に

輸入製品に対して制限を設けたものであると言え

る。これは、WTO加盟時における中国の承諾と相

反するものである。

曖昧な規定が多く、 
実務上の操作に影響が予想されること

『政府調達法』にて明確に規定されていないも

のの実務において解決を要する問題について、意

見聴取稿には曖昧な規定も多く、具体的且つ明確
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な規定が行われていない。以下はその例である。

（ⅰ）第5条第1項には、「政府調達工事にて入札

募集・入札を行う場合、『入札募集・入札

法』を適用する。但し、『入札募集・入札

法』に規定がない場合、政府調達法を適用

しなければならない」と規定されている。

但し、これら2つの法律のいずれにも規定

があり、なお且つそれぞれの規定が相互

に抵触する状況が存在している。例えば、

『入札募集・入札法』第7条には「工事に

かかる入札募集・入札の監督管理部門は入

札募集者の行政所轄部門である」と規定さ

れているのに対し、『政府調達法』第13

条には、「各級人民政府の財政部門は、各

級政府調達の管理監督部門である」と規定

され、2つの法律規定は完全には一致して

いない。この場合に如何に適用するかにつ

いて、意見聴取稿において明確な規定がな

い。

（ⅱ）第6条第1項には、「調達者又は調達代理機

構が調達文書を作成するときには非合理的

な制限条件を含んではならない」と規定さ

れているが、「非合理的な制限条件」との

表現は曖昧であるため、どのような場合を

「非合理的」と見なすのかについて明確な

規定がない。

（ⅲ）-第10条では、「自国貨物」の定義として

「一定の比率を超える最終製品」と規定し

ているが、この「一定の比率」がどのよう

な比率であるのか明確に示されておらず、

無形資産を計算する際に「一定の比率」を

如何に確定するかについての規定もないた

め、当該規定は操作性に欠けると言える。

（ⅳ）--『政府調達法』第 22 条には、供給者が政府

調達活動に参加するための必要条件が明確

に規定されているが、その一部は操作性に

乏しい。例えば、「良好な商業的信用・名

誉」や「政府調達活動に参加する前 3 年

以内において経営活動に重大な違法記録が

ない」等の規定は、外国企業又は外地の企

業にとって見れば、上記の内容を証明する

文書をいずれの部門より発行してもらうの

か、何ら規定されていないため、これらを

証明することが難しく、証明書を提供でき

ないために外国企業や外地企業が供給者の

範囲外に締め出される可能性も否定できな

い。

（ⅴ）第100条（3）には、「調達価格が市場の平

均価格を明らかに上回る場合」とあるが、

市場平均価格を如何にして確定するかにつ

いて明確な規定がなく、解釈の違いが発生

する可能性もあり、操作性に欠けていると

言える。

政府調達における供給者に関する情報の公開 
及び享有が不十分であること

企業（外国企業又は外資企業）が供給者デー

タベースに入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もある。したがって、公

平・公正に供給者を選ぶため、供給者リストを公

開し、条件に合致する供給者が自ら供給者データ

ベースへの加入を申請できるシステムを整えるべ

きである。意見聴取稿第27条では、省以上の人民

政府の財政部門は政府供給者データベースを作成

しなければならないと規定されているものの、供

給者データベースに入ることのできる具体的な基

準及びプロセスが明確にされていない。このよう

な具体性に欠ける規定では、条件に合致する供給

者が公平に政府調達供給者データベースに入るこ

とを保証することはできない。このほか、政府調

達の資源の一つとして、各省級人民政府が確立し

た政府調達供給者データベースを全国範囲内で享

有してこそ、行政効率アップの原則に合致させる

ことができると言える。

入札書の提出期限を短縮した意見聴取稿の 
規定は、政府調達法に規定される内容を 
拡大する嫌疑があること

『政府調達法』第35条には「貨物及びサービ

ス項目につき入札募集方式による調達を実行する

場合には、入札募集文書の発送開始の日から応札
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者が入札書を提出する締切日までは、20日を下

回ってはならない」と規定されている。以上の規

定は、入札に参加する供給者が入札書を作成する

時間を十分に確保することを保証するためのもの

であり、例外規定はない。これに対して意見聴取

稿第39条では、4つの状況について入札書の作成

期間を10日に短縮することができると規定してい

る。意見聴取稿第45条の「入札書の公開発売期

間は5業務日を下回ってはならない」との規定を

照らし合わせると、供給者が入札書を作成し、入

札に参加するまでの期間が5日に満たないという

ケースもあり得るため、外地企業、特に外国企業

にとって非常に不利であると言える。

2009年における中国政府による調達 
制度の整備状況及び2010年の展望
2009年4月10日、中国国務院弁公庁は、『政府

調達管理活動をよりいっそう強化することに関す

る意見』を公布したが、その後、中国財政部から

も『中央機構が政府調達方式を変更することにつ

いての審査認可管理暫定弁法』及び『中央機関の

政府集中調達活動をよりよく行うことに関する問

題に関する通知』がそれぞれ5月と8月に公布され

た。政府調達により省エネ・エコ製品の生産を奨

励し、当該業界の発展を図るため、これまで年に

1回とされていた『環境標識製品にかかる政府調

達リスト』及び『省エネ製品にかかる政府調達リ

スト』の公布について、年に2回へと変更した。

さらに11月には、中国財政部、科学技術部及び発

展改革委員会が『2009年における国家自主技術革

新新製品の認定活動の展開に関する通知』を共同

公布し、国家自主技術改革新製品の認定にかかる

具体的な基準及びプロセスを明確にした。

現在のところ、意見聴取稿は既に国務院に報

告・送付されており、意見聴取稿に関連するその

他政府調達文書についても既に起草、改正又は制

定の過程にある。例えば『政府調達代理機構資格

認定弁法』（改正予定）、『政府調達における違

法行為処罰処分弁法』（起草）、『政府調達供給

者監督管理弁法』（起草）、『政府調達供給者苦

情申立処理弁法』（改正）、『非入札方式による

政府調達管理弁法』（起草）、『政府調達貨物及

びサービスにかかる入札募集・入札管理弁法』

（改正）及び政府調達による中小企業サポートに

関する弁法などが挙げられる。

外国投資者又は外資企業は、以上の政府調達に

関する法律整備の動向に注目するほか、更に、財

政部門など関連部門より制定される調達基準（調達

文書の作成にかかる規範、情報公告、調達契約の

フォーム及び製品の検収などステップにおける具体

的な基準及びプロセス等）に注意すべきである。

＜建議＞
①-外国投資者は、中国での政府調達の実施

において、中国国内企業又は中国企業と

同等の内国民待遇を享受することを要望

したい。

②-『政府調達法』には具体性に欠ける規定

が多く存在するため、意見聴取稿にて明

確に規定する必要がある。例えば、『政

府調達法』第10条（1）にある「合理的

商業条件で取得するすべのないとき」と

の規定について、具体的に解釈する必要

があり、今後において最終的に公布され

る実施条例が充実したものになるよう要

望したい。

③-ハイテク技術を使用して中国にて投資・

生産する外国投資者、特にエネルギー節

約及び資源の有効利用を可能とする技術

を使用したり、生産後大量の輸出をして

中国に外貨、税収など実際の利益をもた

らしている企業についても、政府調達に

関して支援・保護を受けられる優遇政

策を受けられるようにすることが望まれ

る。
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④-すべての輸入製品・設備について、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、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。

⑤-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。

⑥-意見聴取稿には、「供給者からの質疑、

苦情は実名制を実施する」と規定してい

るが、もし、苦情申立をした供給者に対

する保護措置が規定されていなければ、

当該供給者が利害関係者からの攻撃や報

復を受け易くなり、苦情申立制度の実施

に不利となるのではないかと思われる。

したがって、苦情申立人に対する保護制

度及び苦情申立人に対して攻撃・報復を

した者の法的責任を明確に規定しておく

ことを要望したい。

⑦-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

く求められている。こうした観点から中

国がWTO政府調達協定に早期に加盟する

ことを強く期待する。

⑧-「2009年の国家自主創新製品の認定に関

する通知」について、中国がイノベーシ

ョンを促進し自国でより多くの知的財産

を生み出そうとすることは望ましいが、

内外差別的措置となる可能性があり、

保護貿易主義的であると懸念されるだ

けではなく、このような形で競争を阻

害することは、かえって中国のイノベ

ーション能力の向上を阻害することか

ら、このような規定の一刻も早い撤廃

を要望したい。
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中国における日系企業の 
社会貢献活動の現況と課題

国際交流基金は、中国に進出した日本企業（日
系企業）の社会貢献活動の実態を把握するため
に、2009年9月～11月にかけて、「中国における
日系企業の社会貢献活動の課題に関するご意見伺
い」と題しアンケート調査を行った。

これまでに日系企業の社会貢献活動の実態調査

は、2004年に中国各地で反日デモや日本製品の不

買運動などが繰り広げられた後、日系企業がビジ

ネスだけでなく社会貢献活動にも力を入れている

ことを明らかにしたいという狙いから、2005年に

中国日本商会に所属する日系企業を対象に、そし

て2007年度には、今回と同様の中国全国に進出し

ている日系企業を対象に実施してきた。

今回の調査は、四川大地震、金融不況、中国に

おけるCSR（企業の社会的責任）への関心の高ま

り等を経て、日系企業の社会貢献活動に生じた変

化をとらえることを主たる目的としていた。回答

事業所数は388社、寄せられた事例情報は414件

と、2007年調査の同353社、237件を上回った。

回答企業の概況

回答事業所388社の属性は進出の時期、事業内

容、従業員規模のいずれでみても、2007年調査の

時と大きな変化はなかった。

進出時期は、「01～04年」が30.2%と最も多

く、次いで「91年～95年」の23.5%であった。

2000年以前に進出した企業と2000年以降に進出

した企業が半々という傾向は、2007年調査回答

企業の傾向と変わっていない。事業内容では「製

造業（製造販売を含む）」が236社、60.8%を占

第11章　
CSRの現状

め、「サービス業」が152社、39.2%（同144社、

40.8%）だった。従業員規模は「101～500人」

がもっとも多く32.0%、次いで「11～50人」が

21.4%であった。

図１：回答事業所の従業員規模

 
CSR（企業の社会的責任）で特に配慮していること

現地における企業市民として特に配慮している

ことについては、「企業倫理の確立や法令遵守」

がもっとも多く66.5%、次いで「顧客対応の充実」

が44.8%、「省資源や省エネ、環境保護への取り組

み」が41.8%となり、上位3位の回答傾向は前回と

同様であった。この他、「省資源や省エネ、環境保

護への取り組み」「適切な納税」「雇用の維持、創

出」などの回答が前回より増加した。

現地で独自に策定しているCSR方針としては、

「環境に関する方針」が最も多く29.9%、次いで

「雇用に関する方針」が19.1%、「地域社会に関

する方針」が17.8%、「特にない」が半数を超え

る52.8%であった。具体的な項目としては、「採

用や人材育成における差別撤廃」「リサイクル」

「有害物質規制」が配慮の対象として挙がってい

る。
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図2：CSR特に配慮していること
-

注：「現地経済への貢献」「メセナ活動への取り組み」
は今回調査より新たに加えられた選択肢

社会貢献活動の実施状況の変化

現在の社会貢献活動の実施情況は2007年調査時

点と実施率に大きな変化はなかった。

2008年前後の変化について尋ねたところ、9

割近くの企業においては大きな変化は起きていな

い。また社会貢献活動の予算については、「予算

はない」が47.4%と最も多く、次いで「予算に変

化はない」が25.8%だった。「予算が増えた」は

9.3%であるのに対し「予算が減った」は5.2%にと

どまった。

図3：社会貢献活動の予算の変化
-

社会貢献事例

概況

社会貢献事例は414件が寄せられた。そのうち

約4分の1の24.4%が四川大地震関連の災害支援で

あった。そのほか、教育・スポーツ（25.8%）、

地域社会活動（17.9%）、環境（11.8%）の順で

あった。

資金の提供が主流であることは変わらないも

のの、前回調査からの変化としては、実施率の低

かった自主企画による事業の実施率が9.3%から

27.1%と増加して、物品寄贈等や社員ボランティ

アと同程度の実施率となったことが挙げられる。

また活動主体も、引き続き現地法人が中心ではあ

るものの、財団やNPO／NGO等の外部機関との連

携が増加するという傾向がみられた。

図4：社会貢献事例の分野別内訳
社会貢献事例の内訳　全体：414件（％）

災害支援

2008年5月に発生した四川大地震には多くの日

系企業が義援金や物資援助を行った。現地法人に

とどまらず、日系企業グループ総体として大規模

の支援金を供出する企業もみられた。また現地採

用従業員による自発的な募金活動も活発だった。

四川地域に拠点を置かない企業でも被災した同胞

を支援する動きがみられ、日系企業側でも従業員

意識を尊重し積極的にバックアップしていたこと

がうかがわれる。

教育

教育に関する支援には3つの類型がある。第一

に小中学校の建設支援や学費援助、学習に必要な

物品の提供など、子供の教育に関する活動が数多

くみられる。第二に次世代リーダー層や技術者の

育成支援も活発で、奨学金提供や日本での研修な

どを実施している。第三に日中の青年交流の場の

提供がある。大学での特別講座の実施や学生交流
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セミナーを通じて若者世代の相互理解を深めるイ

ベントなどが、企業単体で、あるいは関係団体と

の連携をもとに開催されている。

地域社会活動

周辺の清掃や植樹などの環境・美化活動や周

辺施設への資金・物資援助など引き続き活発であ

る。従業員の住む地域への貢献を中心に、地域社

会とのコミュニケーションが進められている。

環境

砂漠化が進行している地域や緑化を必要とする

地域への植林活動が継続しているのに加え、動物

保護活動なども立ち上がっている。教育現場での

環境教育にも積極的で、急速に進む環境への関心

や環境に関する法制化の動きに敏感に対応してい

ることがうかがえる。

社会貢献活動促進のために

現在社会貢献活動を行っていない企業に対し、

未実施の理由をたずねたところ、「人的余裕が

ない」54.3%、「何をしてよいかわからない」

47.4%、「予算がない」31.8%という結果になっ

た。しかし未実施企業の今後の社会貢献活動につ

いては、39.3%は「検討中」で、「行う計画があ

る」も5.8%あり、未実施企業の4割以上の企業が

社会貢献活動を開始する可能性がある。

今後社会貢献活動をより効果的に展開する上で

は、「少ない予算で参加活用できるプログラム情

報」や「日系企業間での情報・ノウハウの共有」

が必要とされている。

-
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表１：社会貢献事例一覧

活動分野 項目 活動事例項目

災害支援-
（122件）-

うち四川大地震関連-
（101件）
　

募金・寄付・義援金・物資提供
（102件）

被災地への資金援助が120件中102件

資金の集め方は、社内での募金活動、本社を含めたグループ会社での支援資金の収集が主な手段

支援資金／物資提供は、各地の赤十字や自社基金、中国の中央政府／地方行政などの
ほか、NPOやNGOを通じての活動

物資提供には車両、発電機や照明器具など被災地に必要な自社製品も含まれる

1000本の映画上映や、50の図書館への図書寄贈など、被災者の心のケアを目的とする活動も

学校・子供支援（17件）
学校再建資金の提供や、被災孤児や貧困層の子供たちへ寄付など、義援金の用途を子供向けに指定

被災地の大学など高等教育機関への奨学金提供も

本業による支援（2件）
被災地の状況把握のために通信衛星データを関係機関に提供

自来水から飲料水を生産するユニット寄贈

文化遺産保護（1件） 被災地の貴重なな文化遺産を保護するための長期プロジェクトの設立

活動分野 項目 活動事例項目

地域社会活動-
（74件）

環境・美化活動（35件） 事業所周辺の清掃活動、植樹活動、公共の場所の清掃活動、およびエコバック配布や
アースアワーの消灯イベントへの参加など

資金・物資支援（20件） 事業所周辺の団体、公共施設や福祉施設への資金および社内で収集したものを福田物資提供、募金活動参加

地域イベント（6件） 工場や職場見学会の実施、地域の文化催事への参加など

交通安全（4件） 地域の安全教育、交通整理や横断歩道整備などへの資金援助

社員ボランティア（3件） 社員による環境、福祉ボランティア活動

地域子供支援（3件） 地域の子供を対象とした学費支援

雇用（3件） 地域従業員に対する福利厚生や障害者雇用、募金と抱き合わせたビジネスカジュアル出勤デーの設置など

活動分野 項目 活動事例項目

環境-
（49件）

植林（24件） モンゴルや各地域での植林活動、砂漠化防止と緑化が目的であることが多い

環境教育（13件） 小中学校での環境教育の実施、環境に関する技術やノウハウを伝授する講座やセミナ
ーの開催、環境に関する表彰やコンテスト支援など

環境プロジェクト（9件） 緑化活動や動物保護を目的としたプロジェクトの実施、自社廃棄物の環境影響度を測定する設備導入も

基金・資金物資援助など（3件） 緑化や自然保護の基金への支援や緑化推進のための土地提供など

活動分野 項目 活動事例項目

教育スポーツ-
（107件）

小中学校支援（40件）

学校建設支援

農村部での学校建設と教育物資の提供

恵まれない子供たちへの教育支援

事業と関連する分野についてボランティア授業

奨学金（25件）

経済的に困難な学生への奨学金提供

成績優秀な学生援助

事業に関連する特定分野を学ぶ学生を援助

日本（語）学習支援（9件）

日本語講座の開設

日本語図書、資料の提供

学生交流会

日本語職業訓練の実施

日本語弁論大会

スポーツ（11件）
地域スポーツ活動の支援

ハイレベルな障害者スポーツ支援も

教育イベント（8件）

特別講義の実施

大学の交流プログラム支援

各種コンテストの実施

日本人学校支援（4件） 事業に関連する分野の課外授業ボランティア

インターン（4件） インターン生の受け入れ

基金設立（5件） 奨学金提供などを目的とした基金の設立
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2009年の回顧
食品安全法の施行　

2009年に食品業界を大きく賑わせたのは、何と
いっても食品安全法の施行である。

6月1日に施行された食品安全法は、これまでの

食品安全法規・制度を大幅に改正することより、

全面的に食品安全を強化し、食品製造・経営活動

や食品安全監督管理を規範化するとともに、科学

性を強化し、市民の健康と生命を守ることを目的

としている。すなわち、「耕地からテーブルへ」

への食品安全プロセスを管理する制度であり、こ

れらの規程に応じて、企業自身が食品安全の検査

を強化すると同時に、質量監督局の各検査を受け

ることとなった。　

その後、食品安全法をより円滑に実施するた

め、7月20日に「食品安全法実施条例」が公布・

施行され、この中では、企業の食品安全第一責任

者としての責任の更なる明確化、企業の事前予防

と生産状況把握の強化、地方政府と各管理監督部

門の責任強化、食品安全リスク評価作業・リコー

ル制度などが具体的に規定された。

しかし実施条例施行後においても、依然とし

て詳細な規定や具体的な手続きが明確でない、ま

たは追って整備される項目があることから、メー

カーや流通部門では多くの混乱が生じた。

特に、監督管理が強化された食品添加剤に関し

ては、食品添加剤を使用する加工食品の包装ラベ

ルにどこまで詳細に（分解して）記載するか、輸

入食品添加物のラベルにはどこまでの情報を記載

するか等で、政府当局より不備を指摘される企業

が出たが、その後、関連通知が出たことにより、

第１章　
農林水産業・食品

混乱は一応収まっている。

なお、食品安全法が施行後、メーカー責任が

強化されたことから、並行輸入品や模造品は日本

企業にとって更に頭の痛い問題となった。違法な

並行輸入品がインターネット上で多く出回ってお

り、正規ルートで輸入した商品よりも安価で販売

されている。また、正規品の容器包装を巧妙にコ

ピーし、劣悪な品質の中身を入れた模造品は依然

として存在する。いずれも万が一中毒事件が起

こったとしても正規メーカーは対応のしようがな

い。この方面における政府当局の取締りの強化が

必要とされる。

食品業界における重大な事件等

以下は、中国食品交易網「2009年中国食品業界

重大新聞事件」を参考にした。

2008年に中国そして世界に大きな影響を与え

た三鹿粉ミルク事件（メラニン混入事件）につい

て、2009年1月、判決が言い渡された。被告の

田文華氏は無期懲役にされ、他の事件責任者も懲

役刑となった。その後田文華氏は再訴訟したが敗

訴した。これによりこの事件は一段落したが、そ

れ以降も、メラニン混入事件は再発している。4

月、上海市質量管理局は上海熊猫乳品有限公司の

粉ミルク及び練乳にメラミンを検出した。管理局

は当企業の生産を全面停止し、問題のある全ての

完成品と原料を封じ、問題品の市場流通を追究に

かけた。この事件は、中国の食品安全の根深い問

題を明らかにした。

なお、事件からの時間の経過とともに、乳製品

の需要は回復傾向にある。9月以来、国内牛乳原

材料の買取価格は引き続き上昇し、11月第1週の
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＜建議＞
①	貿易・通関上の問題点・要望

・輸入食品の場合、「輸入食品衛生証書」

を取得しないと中国国内で販売出来ない

ルールとなっている。衛生証書は申請か

ら3～4週間で通常発行されるが、2ヶ月

を要する事例も出ており、その間の企業

負担（保管料の増大、販売機会のロス）

につながるほか、賞味期限の短い食品の

輸入を事実上困難にしている。CIQに対

して、衛生証書発行までの期間の短縮を

要望したい。

・違法な並行輸入品がネット上等で多く出

回っており、正規ルートで輸入した商品

よりも安価で販売されている。政府当局

による取締りの強化を要望する。

②	知的財産権保護に関する問題点・要望

・食品は人の口に直接入るものであり、偽

物・模倣品が市場に出まわると大変危険

である。消費者の安心安全を保証するた

めにも厳しく管理する必要があり、地方

の工商管理局等における摘発の強化を要

望したい。

生鮮乳の平均買取価格は約2.48元/キロ前後とな

り、最近は3.00元/キロ上回った。

また、7月には、中国最大手の食糧・食品企業

である中糧集団有限公司は厚朴ファンドと連携し

て17.6香港ドル/株の株価で蒙牛グループ20％の株

券を購入し、合計61億香港ドルの投資を行った。

中糧集団の董事長は、「蒙牛株を購入することは

乳製品業界に進出する最良なきっかけで、中糧集

団の全生産ラインの優位性の発揮、ブランド知名

度の向上、企業のより大きい成長を実現すること

ができた」と述べた。今回のことは近年の国家企

業と民営企業が提携する潮流の典型例となった。

一方、独占禁止法に基づきコカコーラが中国飲

料メーカー（漚源）の買収を禁止されたのも大き

な話題となった。2008年9月、コカコーラは約

179.2億香港ドルで漚源の転換債やオプション株

を買収する計画を発表したが、2009年3月、中

国商務部は独占禁止法に基づきその買収を禁止し

た。これは2008年8月に独占禁止法が施行されて

以来、初めて適用された事例となった。

2010年の展望
引き続き食品安全法の関連規定に注視する必要

まだ未整備であった食品安全法の関連規定が、

五月雨式に公布されていく見込みである。例え

ば、食品添加物の生産許可証の申請条件などを規

定した「食品添加物生産監督管理規定（意見聴取

稿）」が2010年1月29日にパブリックコメントの

期日を迎えた。これに先立つ1月22日に開催され

た立法公聴会では、依然として不透明な生産許可

証申請における安全基準の明確化を求める意見や

複合食品添加物の成分調合および含有量の公開義

務に反対する意見が多数出された。同規定は公聴

会などで提出された意見を検討し、必要な改訂を

加え、年内には制定される予定である。

上海万博はビジネスチャンスを生むが、 
貿易・物流面では悪影響も

5月からの上海万博の開幕により、中国全土及

び世界各国からの観光客をターゲットとして、会

場内レストランや市内百貨店において食品業界に

大きなビジネスチャンスが生まれる。ただし、貿

易・物流面では大きな混乱が予想される。平時で

ある現在においても、輸入食品に係る衛生証書の

発行は申請から3～4週間かかり、その間の企業

負担（保管料の増大、販売機会のロス）に繋がっ

ている。万博開催時は北京オリンピックの時と同

様、輸入検疫検査に時間がかかるようになり、安

全性が少しでも疑われる食品の輸入は大変厳しく

なると予想されている。上海市内の食品物流も、

万博会場周辺の進入禁止区域の設定等により、配

送の遅延等の悪影響が生じることが予想される。
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③	認証・基準に関する問題点・要望

・国レベル、省レベル、市レベルで、それ

ぞれで認証基準が異なるケースがある。

また最終的に国レベルの判断を仰いだ結

果、従来とは全く異なった解釈がなされ

ることもある。行政単位間での連携を密

にとってほしい。（例：食品安全法施行

後、加工食品に含まれる食品添加物の表

示に関して、工商局と技術監督局で見解

が異なる事態が生じ、企業によっては罰

金を要求されるなど大きな問題が生じ

た）
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第２章
鉱業・エネルギー

１．石炭
中国石炭状況

中国の一次エネルギー消費に占める石炭の比率
は2008年68.7%。1995年の74.6%と比較すると、
5.9ポイント低下しているものの、日本の2008年
25.4%（BP統計）と比較し、格段に高い比率を維
持している。

2008年後半からの世界的な経済危機の影響によ

りGDPは4年ぶりに一桁台へ減少したとはいえ、

引き続き底堅い経済成長に伴うエネルギー消費量

は増加を続けており、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い。

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 其他

億トン ％ ％ ％ ％

1995 	9.3	 13.1	 74.6	 17.5	 1.8	 6.1	
2000 	8.6	 13.9	 67.8	 23.2	 2.4	 6.7	
2005 10.4	 22.5	 69.1	 21.0	 2.8	 7.1	
2006 11.6	 24.6	 69.4	 20.4	 3.0	 7.2	
2007 13.0	 26.6 69.5 19.7 3.5 7.3
2008 9.6 28.5 68.7 18.7 3.7 8.9
出所：中国統計局	

①中国の石炭生産
石炭生産量推移（単位：億トン）　　　　　　　　

年 2004 2005 2006 2007 2008 2009

石炭生産量 19.56 21.51 23.25 25.23 26.91 30.50

出所：中国煤炭網

中国の生産量内訳（単位：億トン）

年 重点炭鉱 地方炭鉱 郷鎮炭鉱 合計

2007 12.40	 3.24	 9.59	 25.23	

2008 14.07	 3.96	 8.88	 26.91	

2009 15.25 3.66 11.59 30.50

出所：中国煤炭網

②石炭生産の概要

2009年の中国の石炭生産量は30.50億トン（前

年比＋3.59億トン）で、世界最大の石炭生産国で

ある。中国の石炭生産は1996年をピークに過剰生

産に陥り、1998年以降構造調整に入った。小規模

炭鉱・違法炭鉱・不採算炭鉱の閉鎖を実施し、生

産調整したことにより、2000年には9.5億トンま

で減少した。その後、中国国内の電力・鉄鋼・セ

メント等の需要の大幅な増加に伴い、年々石炭生

産量は伸び続けている。

2009年の石炭政策と実績
①生産量:26.91億トン（08年）→  30.50億トン（09年）

②輸出量:4,543万トン（08年）→  2,240万トン（09年）

③輸入量:4,040万トン（08年）→ 12,583万トン（09年）

④2009年の概況

2月の山西省大規模炭鉱の事故により、省内の

中小炭鉱の安全生産管理が強化され生産量が減

少。その影響で国内市況がタイトとなり価格も堅

調に推移した。このため、国内の電力・鉄鋼等の

需要家は、経済停滞の影響で低迷していた国際市

況からの輸入量を急増させた。この流れは年間を

通じて変わらず、2009年の輸入量は前年比大幅

増加となった。逆に国際市況で競争力を失った中
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国炭の輸出量は大幅に減少。その結果、中国は初

めて石炭純輸入国となった。石炭に関する政策

としては2008年8月から一般炭にも課税される

こととなった輸出関税（一般炭0→10%、原料炭

5%→10%）が継続されている。

⑤中国の石炭需給推移表（単位：百万トン）

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
生産 2,151 2,325 2,523 2,691 3,050
需要 2,044 2,209 2,398 2,583 3,020
輸出 72 63 53 45 22
輸入 28 38 51 40 126
在庫 140 105 149 188 172

出所：中国煤炭網

2010年の石炭需給予測
①生産量：32.8億トン、需要量：32.6億トン
②輸出量：2,000万トン（09年比10%減）
③輸入量：15,000万トン（09年比20%増）
④2010年の見通し

石炭の需要は国内の旺盛な内需の伸びも年央に

は鈍化すると見られ、4億トンを超える大幅な増加

となった2009年と比較すると小幅となる見通し。

供給面では大型炭鉱への集約、小規模炭鉱の閉

鎖、安全管理強化の流れは変わらないが、新規炭

鉱の開発・既存炭鉱の能力拡大により生産能力は

十分であり、全体的な需給は概ねバランスする見

通し。世界的な経済回復に伴い国際市況は上昇に

転じるものの、国内市況との価格差は解消しない

とみられ、引き続き輸出量減少、輸入量増加傾向

が続くと予想する。

日本との貿易の現状と今後
①日本の国別石炭輸入量（単位：百万トン、％）

豪州 カナダ インド	
ネシア 中国 ロシア アメリカ 他 合計

2006 103.2 8.8 31.6 20.7 9.2 0.4 3.3 177.2

2007 113.4 10.6 32.7 15.2 11.5 0.0 3.1 186.5

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

2009	
シェア 63.6% 5.7% 19.3% 3.9% 5.5% 0.5% 1.5% 100%

出所：財務省貿易統計

②中国の石炭輸出状況

中国側の輸出公司として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社が輸出を行っ

ている。

2003年には1億トンに達した石炭輸出量は

2009年には22百万トンまで減少している。

③日中石炭貿易の現状

中国炭の輸入は第一次石油ショック後の石炭見

直し機運のなか、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。

昨年は陳健・商務部副部長・中日長期貿易協議

委員会主任一行が日本に招聘され、30周年記念行

事が開催された。会談では、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いた安定

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。なお、2010年は第6次日中長期貿易

取り決め（2006～2010年）の最終年にあたる。

日本の中国炭輸入量は、2003年の31百万トン

をピークに年々減少しているが、最近の石炭輸出

関税の課税強化の動きや、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、上述の市

況要因に加え日中間石炭貿易量減少を助長する要

因と考えられる。

＜建議＞
　2011年以降のポスト第6次日中長期貿易取り決
めに向け、各種貿易障壁の是正を要望したい。
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２．石油
中国の石油に関して言えば、「アジア最大の

消費国」（もちろん一次エネルギー合計でも第一
位、また2030年には米国を抜き第一位という予
測）であり、「アジア最大の精製能力」を擁し、
「中東を除くアジア最大の産油国」、「日本に次
ぐ第二の原油輸入国（世界第三位）」である。

石油・石油化学業については、軍需産業や国

防、電力と並んで、「基本的に外資の参入が制限

される業種」である。国家の承認を得ることがで

きても50％以下のマイナーシェアでの参入が許さ

れるのみである。石油外とされている「潤滑油や

アスファルト、またエチレン以降の化学品加工」

は参入可能。さらに2007年から法制上明文化さ

れたが、石油流通の末端に近い石油のターミナル

及び30以下のガソリンスタンド経営」は、条件上

の参入ハードルが高いものの外資独資での参入も

可能となっている。現在日本の石油会社の中国で

の事業は、自動車向け潤滑油の製造販売が主体と

なっている。

2009年の業界概要と今後の展望
中国の2009年原油及び主要石油製品の需給状況

は、【図表１】に示される通りであった。

石油製品合計の需要は400百万トン。前年比約

4％程度の伸長となっている。バレル換算では8.3

百万B/Dとなり、日本の需要の1.8倍程度、それに

由来する2009年の中国石油情勢についての注目点

を以下に３つ挙げる。

※表の4品合計との差は、ナフサ、LPG、アス

ファルト、コークスとなっている。

図表１：中国の 2009 年原油及び主要石油製品の
需給状況（09 年 1 ～ 12 月累計）（単位：百万MT）

　
　

生産 輸入 輸出 需要
(生産+輸入-輸出)

実績
前年
比
増減

実績
前年
比
増減

実績
前年
比
増減

実績
前年比

増減 (%)

原油 189.5 +0.7 198.6 +24.8 5.1 +1.5 383.0 +24.0 +6.7

ガソ
リン 71.9 +8.3 0.0 -1.9 4.9 +2.9 67.0 +3.5 +5.5

JET 14.7 +3.1 6.1 -0.3 5.9 +0.6 14.9 +2.1 +17.0

軽油 141.2 +8.0 1.8 -4.4 4.5 +3.8 138.6 -0.2 -0.2

重油 18.5 -4.3 24.0 +2.4 8.6 +1.3 33.9 -3.3 -9.0

4品計 246.3 +15.1 31.9 -4.2 23.9 +8.6 254.4 2.1 +0.8

出所：新華社・世華財訊&税関総署速報、ともに数字は
速報ベース

原油の海外依存度が50％を超えることとなった

これは歴史的にも大きな意義を持つ。安全保障

の面から危険水域であるとする見方もあり、海外

原油ソースの確保について、特にカントリーリス

クの高い国への石油上流投資がさらに加速される

ものと思われる。同時に大半の輸入原油が通過す

る、インド洋とマラッカ海峡というオイルロード

への地政学的なリスクも解決すべき課題として認

識されている。

GDP成長に関しては、成長を年初から唱え続

け、結果として8.7％を達成したことからは、GDP

に対するエネルギー弾性値の向上という面では大

きな前進が示された一年であった。但し、一次エ

ネルギー上の大半70％を石炭が占める消費構造で

は、その評価は難しいところである。

国内石油製品価格の決定方式改定

年初より「8年来の石油製品の国際市場価格

ベースで決めていたもの」を、1月1日から原油国

際市場価格ベースに改めた。同時に車検時に徴収

していた養路税を廃止し、石油税の税額増税（ガ

ソリン１L当たり0.2元→1元、軽油１L当たり0.1

元→0.8元）を実施した。一昨年の「ＷＴＩ原油で

145.29ドル/バレルという最高値をつけた超高値

時代」に、およそ2年間、原則を無視して、国内

価格値上げを極力抑制した。経済への影響を減じ

るため精製業者にコストを負担させ、政府補助金

で彼らを支援した、結果的には評価が出来る「善

政」は別として、「政治の恣意性」を修正し、よ

り市場機能を活用した経済育成と価格に応じた
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「省エネルギー志向」といった方向へ向かわせる

等の模索の段階でもある。　

製油所新増設による 
精製能力の充実化と輸出ポジション

「消費地精製主義」は、日本と同じ中国の石

油政策の基本である。高度成長に伴う石油製品需

要の飛躍的な伸長に不安を払拭するため、向こ

う3年間での精製設備新増設計画は目白押しであ

り、2012年の精製能力は現在の約4百万B/D増の

13百万B/Dとも言われている。精製能力過剰であ

る日本からの石油製品輸出が、特に軽油を中心に

行われていた。石油製品は連産品であるため、中

国の製品輸出入は、「ガソリン余剰の軽油不足」

が基本であったが、昨年後半は、世界の金融危機

に伴う需要伸長の伸び悩みと新増設精製装置の立

ち上がりがあって、軽油の輸出も中国南部の製油

所から価格低迷する国内市場を嫌っての輸出が目

立った。但し各方面の発言も決して「輸出志向製

油所」を肯定するものではなく、この面では、し

ばらくは国内需給と新設設備の動向を見定めてい

かなければならない。

今後の石油需要の予測については、【図表2】

のように経済成長に伴って、2030年には現在の

2.5倍程度へと大きな増大が見込まれている。

図表2：今後の石油需要の予測（単位：千BD）
2009 2020 2030

需要 8,300 13,250 18,390
生産 3,800 5,000 4,030
輸入 4,500 8,250 14,380

出所：北京3E社（コンサルタント）

2010年の着目点としては、既述の国内価格決定

システムの扱いであるが、すでに1月末に、温家

宝首相をトップとする「国家エネルギー委員会」

の創設が決定、ますます中央行政に近い部分での

石油関係の行政意思決定がなされて行くものと考

えられ、より一層の統制色が強まるものと予測す

る。鳩山民主党内閣も取り組もうとしている、周

辺東アジア経済圏を一体化させ、石油の価格や備

蓄を含めた協力構想も期待されるところである。

流通の概要
下記のフロー図は、1999年に実施された国営

企業改革直後のものをアップデートしている。

2大国営石油会社である中国天然気石油総公司

（CNPC、ペトロチャイナ）と中国石油化工総公

司（シノペック）が行政部分までも含む大半を押

さえている構図となっている。

図表3：中国原油石油製品流通フロー 
（1998年7月石油組織改革以降）

専項供応部分は別　・軍隊（解放軍）・鉄道	・航空
出所：（財）石油産業活性化センター1998年「中国の
石油産業改革」より

【図表4】は、2大国営石油会社の流通における

シェアを表している。

中国国内で活動する日系企業として絡むのは、

・社有車両の燃料購入（主にガソリン）

・工場動力・熱源の燃料購入（主に軽油、時に

は重油）
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図表4：2大国営石油会社の流通におけるシェア
（単位：千B/P、ケ所）

CNPC Sinopec その他 合　計 ウチ	
外資系

09年末
能力 3,508 4,648 1,918 10,074 （500）

09年	
ガソリ
ンスタ
ンド数

17,000 28,000 40,000 85,000 （3,000）

出所：CNPC年報

価格的にはある程度保護された石油製品の流通

構造であり、日本の国内価格と比べ安価。問題は

商品タイトの折に闇価格が異常な高騰をして、供

給途絶といった事態である。

日系企業としての石油製品購買
品質・価格双方で、沿海部また大都会周辺で

は、かなりの程度の信頼が置ける。特に2大国営

石油会社の看板を掲げるガソリンスタンドであれ

ば、供給の安定面でも可、ということができる。

ボイラー用燃料の軽油については、2大国営石油

会社以外からの安値売り込が多いため、難しい面

がある。国内華北以北では、春に、農業・建設・

禁漁期明けの漁業需要が同時に激増するため、価

格の超高騰や供給途絶を避けるため在庫の工夫な

どが重要となる。

＜建議＞
　進出日系企業の燃料購入において、引き

続き安定した各地での石油製品供給体制

の維持を要望したい。
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３．電力
中国の電力需給状況

中国の電力需要は、2008年の金融危機の影響を
受け伸び率は鈍化し、2008年、2009年にはそれ
ぞれ5.6%、6.0%とそれまでの2桁成長から1桁成
長となったが、内需拡大政策の効果もあり諸外国
に比べて回復は早い（図1参照）。

供給面については、着実に電源整備を実施し、

2009年末現在の総発電設備容量は約8.7億kWと

なっており、7割弱を火力が占め、そのほとんど

が石炭である（図2、表1参照）。2006年施行の

再生可能エネルギー法の後押しにより非化石燃料

電源の伸び率は高くなっている。2004年頃深刻化

した発電設備容量不足による電力不足は解消され

ているが、2008年から2009年には地震や冬季の

激寒・雪害による電力不足が発生している。

図1：電力消費量の推移　　　　　　　

出所：中国統計年鑑

図2：発電設備容量と最大電力の推移

出所：中国電力年鑑

電力事業の政策方向
中国のエネルギー・電力を巡る方向性として

は、「第11次5カ年計画」（2006年）、「エネル

ギー発展11次5カ年計画」（2007年）等で示され

ているとおり、「省エネルギーの推進」、「石炭

代替エネルギー導入の推進」が大きな柱であり、

次の様な取組が行われている。

石炭火力電源の効率化

2010年までに5,000万kWの小規模火力を閉鎖

し、徐々に大規模ユニット中心の電源構成にシフ

ト（上大圧小）するとしている。2009年時点の閉

鎖設備容量は累計6,000万ｋW超と目標を前倒し

で達成したが、主に資金力のある5大発電会社に

よるもので、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。

表1：電源別による発電設備容量（万kW）
2000 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

水力 7,935 8,300 8,607 9,490 10,524 11,556 13,029 14,823 17,260 19,679
火力 23,754 25,314 26,555 28,977 32,949 37,357 48,382 55,607 60,286 65,205
原子力 210 210 447 619 684 685 685 885 885 908
風力 126 207 420 839 1,613
その他 33 25 48 54 82 1,994 67 87 3 2
発電合計 31,932 33,849 35,657 39,140 44,239 51,718 62,370 71,822 79,273 87,407
出所：中国電力年鑑、2009年は国家能源局HP・中電連HP
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汚染物排出削減

「省エネ・汚染物排出削減活動方案」等では、

2010年までにトータル4億kW以上の石炭火力発電所

で脱硫装置を稼動させる目標が設定されている。

これまでの実績では、2006年から年間約1億kW

の脱硫装置が設置され、2009年9月末時点で4.05

億kWが稼動しており、2010年目標を前倒しで達

成済みである。

また、米国の制度に類似した「二酸化硫黄排出

権交易弁法」の施行を検討しており、重慶市、黒

龍江省、山東省、江蘇省、陝西省ではモデル事業

取引が試行され始めている。

再生可能エネルギーの発展目標

再生可能エネルギー中長期発展計画(2007年9月

発表)等では、2020年までの再生可能エネルギー

の発展目標を示している。さらに、実績動向およ

び今後の重点施策を踏まえ、風力および太陽光に

ついては目標値が大幅に上方修正され、2009年の

新エネルギー産業振興計画（素案）として発表さ

れる予定である。（表2）

表2：分野別の主な再生可能エネルギー発展目標

	 2008年	
（実績）

2010
年

2020
年

2020年	
(産業計
画素案)

エネルギー消費
全体に占める	
再生可能エネル
ギー比率

－ 10% 15% －

総発電電力量に
占める再生可能	
エネルギー発電
量の比率	

（水力を除く）

－ 1% 3% －

再生可能	
エネルギー保有
義務比率	

（水力を除く）
－ 3% 8% －

水力発電	
設備容量			

1.73億
kW

1.9億
kW 3億kW 3億kW

風力発電	
設備容量

839万
kW

1,000
万kW

3,000
万kW

1～1.5億
kW

バイオマス	
発電設備容量

300万
kW

550万
kW

3,000
万kW

3,000万
kW

太陽光発電	
設備容量 14万kW 30万

kW
180万
kW

2,000万
kW

出所：再生可能エネルギー中長期発展計画、再生可能エ
ネルギー発展第11次5カ年計画

特に風力発電は毎年倍増しており、2009年末時

点で1,613万kW程度である。政府は、更に1,000

万kW級の風力発電所7箇所を計画しており、その

内の酒泉風力（甘粛省）は着工した。一方で、電

力消費地への送電設備の建設の遅れや系統併入に

関する技術的問題が課題として提起されている。

原子力発電の推進

2007年11月に国務院が認可した「原子力発電

中長期発展計画(2005年～2020年)」では、2020

年までに原子力発電の設備容量を4,000万kWと

し、2020年時点での建設中発電容量を1,800万

kWとするとしている。2009年時点では設備容量

は908万kWであるが、三門、台山および海陽の

各サイトで建設工事が開始され、建設中設備容量

は既に20基、2,192万kW余り（能源局HP）であ

る。2010年以降も多数のサイトが着工予定であ

り、目標値は上方修正される模様である。

スマートグリッドの推進

電力会社は、「安全電・安心電」を提供できる

送電サービスを目指し、スマートグリッドの開発

に取組んでおり、実証試験も開始された。天津市

では、通信技術と配電自動化技術を用いた配電網

レベルでの実証試験を始めている。

流通設備の強化

一方、再生可能エネルギーの急増に対応した電

力系統の安定化を目的とした広域電力網レベルで

のスマート化も進められている。2009年1月に

は、山西省から湖北省の間に中国初の1,000kV交

流送電線がモデルプロジェクトとして運転を開始

しており、直流送電線についても四川省、雲南省

で運転間近である。2009年には初めて流通設備へ

の投資が発電設備投資を上回った。

2010年の展望、重点施策
2009年に引き続き、「原子力の開発」、「省

エネルギー」、「石炭代替エネルギー」を柱とし

て、発電、送配電分野での取組みが継続的に実施
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＜建議＞
①	流通設備への投資強化：送電網整備投資

を確実に実施し、新設電源設置と並行し

た電網整備を確実に推進することを要望

したい。

②	スマートグリッドの推進：配電レベル、

送電網レベルにおける標準化へ向けた活

動の継続を要望したい。

③	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

経営安定化を図ることを要望したい。

④	高効率火力発電設備の稼働率向上：高効

率火力の優先的給電運用。また、先導

入国のUSC設備の保全ノウハウ活用によ

り、効率・環境負荷改善、安全・安定運

転を実現することを要望したい。

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

構築が必要と考える。

される。特に、原子力案件は計画の承認と建設が

加速されており、また「再生可能エネルギー」で

は、風力を中心に推進されており、再生可能エネ

ルギーの発展目標が上方修正される見込みであ

る。これら石炭以外のエネルギーの系統併入時の

系統安定化と効率運用に向けて、引き続きスマー

トグリッドの開発・検証が進められる。

中国電力事業における問題点・改善要望
送配電設備

・流通設備の強化：再生可能エネルギーや、大規

模原子力発電設備の発展、さらには自然災害時

の安定供給に対応するためには、超高圧送電設

備を中心にした効率的な送電網の整備を加速さ

せる必要がある。2010年の送電設備整備投資計

画は、堅調ではあるものの、電網会社の財務状

況を理由に再び発電設備投資を下回っている。

・スマートグリッドの推進：広域電力網の効率的

運用のために、配電レベルおよび広域送電網レ

ベルでのスマートグリッドを引き続き推進させ

る必要がある。

・送電設備の強度向上：2008年の雪害、地震時

に、送電設備損傷により大規模停電に波及した

ことを踏まえ、設備設計面で耐震、雪害を考慮

した設計が必要である。

火力発電

・小規模事業者の小容量火力設備廃止：全国に多

数ある資金力に乏しい小規模発電会社設備の廃

止までは進んでいない。高効率石炭火力設備の

優先的な運用の確実な実施が求められる。

・超々臨界圧(USC)火力の保全：導入間もない技術で

あり、運用面、保全面での対応強化が必要である。

・石炭価格連動電気料金制度の確実な実施：2008

年の石炭価格高騰時に発電会社はコスト上昇分

を電気料金に転嫁できず、経営を圧迫した。タ

イムリーかつ確実に電気料金に連動させること

で、電力会社の経営を安定させる必要がある。

風力・太陽光など再生可能エネルギー

・流通設備の強化（「送配電設備」再掲）

・許認可の強化：風力設備と流通設備のミスマッ

チが懸念されており、電網会社と十分な調整を

実施した上での許認可を徹底する必要がある。

原子力

・運転員の安全教育や発電所トラブルの増加に対

する対応：急増する原子力発電所を安全・安定

して運用するために必要な人材育成を強化する

必要がある。

・原子力安全情報に関する透明性の継続的な確

保：運転・保全情報の共有により安全運転を実

施する。原子力発電所の増加に伴い情報共有化

が一層重要となる。
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第３章 
建設業

１．建設
2009年建設市場動向

1-10月期までの統計資料によると、都市部の固
定資産投資額は150,710億元（注1）で、前年同期比
で33.1%増加している。その内、第一次産業の投
資総額2,669億元で、前年同期比で54.1%増、第二
次産業への投資総額は64,370億元で、26.8%増、
第三次産業投資83,671億元、37.8%増となってい
る。ただし、10月期の、都市部の固定資産投資は
前年同期比で31.6%増となっているが、9月期比
3.4％減少した結果となっている。

不動産開発投資のスピードは減速傾向にあり、

10月期までの不動産開発投資28,440億元で、前

年同期比べ18.9%増、その内10月期の増長率は

28.6%、9月期比で8.5％を減少した。その前5ヶ月

連続の回復傾向から、やや陰りが見え始めた兆し

を呈している。

設備投資は小幅ながら減少傾向にある。1-10月

期までの設備投資額は62,796億元、前年同期比で

26.4%増。その内製造業の設備投資は46,546億元

で、前年同期比で27.5%増。1-10月期の設備投資

の増長率は24.9%で、9月期比で1.5％減少した。

原材料工業の投資は、引き続き減少傾向のまま

で状況である。ただし、建材業の1-10月期までの

投資は47.4%増長した。ただし、第3半期と比べ

0.4％減少している。

化学工業は、安定しており、その内化学原料及

び製品は27.1%増、ただし、第3四半期比で1.5％

を減少した。ゴム製品業は31.3%増。鉄鋼業の投

資はゆるやかながら伸びを見せ、前年同期比で、

3.8%増。非鉄鋼業の投資は前年同期比で19.4%を

増加したが、設備投資の全体としては後退傾向に

ある。また、一般消費材の設備投資は、全体的安

定している。タバコ業界の投資は、1-10月期ま

でで70.6%を増長したが、第3四半期と比べると

4.6％を減少している。軽型工業の設備投資は、比

較的安定傾向を維持している。その内、食品加工

と食品製造業の第3四半期においては、それぞれ

の成長率は36.2%増と34.3%増となっている。紡

織業界の設備投資も安定しているが、その内紡織

業と紡織服装、靴、帽子製造業は、それぞれの成

長率は10.3%増と13.2%増となっている。しかし

ながら、化学繊維製造業の投設備資は17.9%減少

した。また、交通運輸設備、電気機械及び機器等

の製造業においては35%-50.3%増加した。

（注1）文書中の数値は、国家統計局により発表

された資料による。

四兆人民元投資の実施一年目の中国経済への影響

4兆元の投資計画を実施された1年が経過する

が、中国の経済回復スピードが減速傾向にある。

主に下記の方面で表した。

・消費者物価指数（CPI）同期比で0.5%減少した

が、現時点ではインフレ圧力は依然抑制されて

いる

・一般消費は大幅に増長し、全年度8％成長率を

維持している

国家統計局が発表した数値によれば、1-10月期

における都市部の固定資産の投資の内、国有及び

国有持ち株企業の投資額は65,418億元で、39.0%

を増加した。これは年初政府の4兆人民元の基本

施設の建設投資重点と方針に一致する結果となっ
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ている。

ただし、一つ非常に興味深いことは、最新数字

の中で、不動産開発投資は28,440億元で、18.9%

増加しているが、固定資産全体の投資額の増加率

より14.2%少なく、投不動産開発資に陰りが見え

始めた結果と言えるのではないだろうか。

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。

因みに、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、60万元の預託

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、佛山市）

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。

→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、まちまちである点にある。

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資格は新たに

「建造師」試験を受けるしかその取得方法がしか

ない。会社の登録要件にもこの「建造師」の人数

等が係わってくるところから、この制度の在り方

は、重要な問題の一つであると言える。

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言えよう。

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。
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＜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。

最近その様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

と言うことである。

また、国務院令第５４０号の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、上海市内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、地区毎・業種毎に必要投

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。
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２．不動産
中国不動産マーケット市場
2009年の動向

2008年9月のリーマンショックを契機とする世
界金融危機の影響を受け、2008年第4四半期から
一部の都市及び不動産カテゴリーを除き、全体的
に下降傾向を示し始めた中国不動産マーケットは
2009年第1四半期も継続して全体的な下降傾向を
示した。オフィスマーケットにおいては2009年第
1四半期の弊社データによると主要オフィスマー
ケット賃料は北京、上海、広州ともそれぞれ前期
比－4.9%、－6.8%、－5.5%の下降を示した。こ
の要因としてはそれまで旺盛なオフィス需要を背
景にマーケットを牽引してきた外資系（欧米系）
企業において、オフィス拡張計画の中止・延期・
縮小・予算見直し等の動きが出始め、需要に停滞
感が生じたことが挙げられる。それまではどちら
かと言えば貸し手市場であったが、需要に停滞感
が出始めると新規竣工物件、もしくは比較的空室
のあるオフィス物件のオーナーの間で特に新規大
型テナントや優良企業テナントに対して有利な賃
貸条件を提示するオーナーが出始め、時間の経過
と共に各オーナー間でよりフレキシブルな姿勢が
目立つようになり、その結果全体的にマーケット
の下降が継続した。高級住宅マーケットにおいて
も弊社データによれば第1四半期は北京、上海、
広州ともそれぞれ前期比－2.3％、－1.7％、－
1.3%の下降を示した。因みに2009年第１四半期
の弊社データではオフィスマーケット及び高級販
売住宅マーケット共に主要15都市ほぼ全てにおい
て下降を示す結果となった。

2009年第2四半期に入ると、オフィスマーケッ

トは第１四半期同様、主要15都市ほぼ全てにお

いて引き続き下降傾向を示したが、高級販売住宅

マーケットにおいては早くも回復の傾向を示し始

めた。北京、上海、広州でそれぞれ前期比1.9%、

1.4%、9.4%の上昇に転じている。その要因とし

ては政府による景気刺激策、中国経済全体の景気

回復基調、また消費者による不動産マーケットへ

の楽観的な期待感や潜在的な購買意欲が高級販売

住宅マーケットの全体的な回復傾向に繋がったと

思われる。また北京オフィスマーケットもこの時

期から企業のオフィスニーズに再び回復傾向が見

え始め、以前とは逆に特に中国企業のオフィス需

要が顕著となり、それが牽引役となって全体的な

オフィス需要を刺激した。またこのタイミングを

コストメリットの観点からオフィス移転の絶好の

機会と捉えた企業も出始め、マーケット全体に底

打ち感が表れ、2009年第3四半期では前期比0.1%

の上昇に転じた。一方、上海のオフィスマーケッ

トは北京と比較して回復傾向が遅れ、１年を通じ

て下降傾向が継続したが第4四半期では前期比－

1.1%の下降と金融危機以降最小の下降率となり、

マーケットにおいて底打ち感が出始めた。全体的

に言って2009年中にほとんどの主要都市において

オフィスマーケットは回復傾向に入ったと認める

ことが出来る。

特筆すべきこととして、2009年第3四半期以降

の高級販売住宅マーケットがある。第3四半期以

降、主要都市のほとんどで高級賃貸住宅マーケッ

トは横ばいもしくは北京に代表されるような下降

傾向を示したにも関わらず、高級販売住宅マー

ケットは顕著な上昇が認められた。一部の都市に

おいては急減に販売価格・販売戸数共に上昇し、

その結果住宅価格の過熱及びバブル懸念が囁かれ

る様になった。中国不動産マーケットのバブル懸

念はこの販売住宅マーケットのみに起因するもの

である。他方、オフィス、商業（リテイル）、物

流・工場マーケットにおいてそのような現象は認

められず、販売住宅マーケットだけが特異な状況

を示すこととなった。そのような販売住宅価格の

上昇に関して政府も警戒・懸念し、2008年以降は

マーケットを刺激するため規制緩和の方向であっ

たものを2009年12月に一転、国務院は個人住宅

の譲渡益に対する営業税免除条件を購入後2年以

上から5年以上に変更、また“市場期待の安定化と

一部都市の不動産価格の急上昇を抑制する4つの

措置”（国4条）を公表した。不動産業界では2010

年第1四半期あたりに規制強化になるのではと囁

かれていたが、予想より早い段階での決定とな
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り、政府の関心・懸念度の高さが垣間見えた。

北京、上海、広州の 
オフィス及び住宅市場インデックス

北京優良オフィス市場

北京高級住宅市場

上海優良オフィス市場

上海高級住宅市場

広州優良オフィス市場

広州高級住宅市場

出所：CB	Richard	Ellis	リサーチ

2010年の展望

オフィスマーケット全体としては本年以降急

激な回復及び上昇を示すことは考えられにくく、

少しずつなだらかに上昇していく可能性が高いと

いうのが現実的な見方である。オフィス需要ニー
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＜建議＞
①	商業不動産登記（移転）申請方法が複雑

で時間がかかる。改善を要望したい。

②	登記簿の移転登録手続きなどをはじめと

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。

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。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

しい方法か分からない。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ため、

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	管轄区税務局と現在の事務所所在地が異

なる場合、これは問題にならないのか不

明である。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。

ズでは金融、製薬、エネルギー、自動車等の外資

系企業、中国企業のオフィス需要ニーズが継続す

ると思われる。但し、特に北京や上海においては

リーマンショック以前のような貸し手市場になる

にはまだ時間がかかると思われ、それらのオフィ

スビルオーナー、特に新規竣工オフィスビルオー

ナーによってはまた安心のできない状況が継続す

るであろう。商業（リテイル）、物流・工場マー

ケットも同様で、全体的に言ってこれまでのよう

になだらかに推移していくものと思われる。問題

の販売住宅マーケットであるが、暫くは上昇傾向

が継続すると思われるが、長期的には09年後半

と同様の上昇率が継続するとは考えられにくい。

前述した昨年12月の“国4条”に続き、国務院は年

始早々の2010年1月1日に“不動産市場の平穏かつ

健全な発展を促進することに関する通知”（国11

条）を発表し、更なるマクロコントロールを強化

する姿勢を示した。販売住宅の急激な上昇は政府

の懸念する問題である一方、不動産マーケットは

中国経済成長の主要な根幹の一つでもあるため、

政府は動向を注視しつつ、過去同様に適時マクロ

コントロール（規制、緩和）を小出しに行い、成

長急激な上昇や急激な下降を回避すべく適度な成

長を促進していくことになるであろう。前述した

ように販売住宅マーケット以外のカテゴリーにお

いては比較的安定した傾向を示しており、販売住

宅マーケットに関して今後引き続き注視していく

必要があろう。

下記のように、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となり、尚且つそれは具体的

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、下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。
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第４章 
製造業 

１. 繊維・アパレル
中国の繊維産業状況

ここ数年来右肩上がりの成長を続けてきた中国
の繊維輸出産業であるが、2009年の繊維製品・ア
パレル輸出総額は1,713億ドルと、2008年比9.6％
減となった。中国の全輸出総額に占める割合は
14.4％とほぼ2008年並であった。一方で繊維製品
の国内市場は引き続き成長しており、2009年は昨
年対比で14.69％の増加を示した。2010年の中国
における繊維産業の見通しであるが、厳しい世相
を反映してか輸出額は4％増程度にとどまると見
られているが、内需の拡大が順調に進むことが予
想されているので、生産高は11％程度増加するも
のと見込まれている。

上述の厳しい環境下で輸出額の増加を促す為の

振興策として、商務部では2010年以降も輸出時

の増値税還付などの政策を維持する考えを示して

いる。また米国との貿易は今後伸び悩むと見られ

ているのに対し、ASEANとの貿易額は中国を含む

自由貿易地域が1月1日に成立したことで2010年

にはASEAN諸国との貿易が大幅に増加する見込み

である。中国の繊維産業にとってASEAN諸国との

貿易が今後かなり重要になってくると見られる。

他方、順調な国内販売の成長を一層促す為の振興

策として工業信息化部は、農村部住民の所得を引

き上げて購買力を高め、内需拡大を図ることを骨

子としている。繊維産業関連対策では、綿花や生

糸の生産農家の所得向上、環境保護や品質管理体

制、情報化の整備に向けた投資に対する金融支

援、産業集積の促進などが盛り込まれている。順

調な国内販売の中でも特に今後好調であろうと予

想されているのが下着市場とホームファブリック

市場である。下着市場に関しては今後5年で市場

規模が5,000億人民元規模になると予測されてい

る。ホームファブリック製品市場に関しても今後

5～10年の間、高成長が続くと予想されている。

一般的にホームファブリック製品の購入時期と住

宅購入時期には約3ヶ月の時差があるといわれて

おり、2009年末頃から住宅販売数が上昇に転じて

いることも、2010年のホームファブリック製品市

場の好調を裏付けるものである。

繊維産業の具体的な問題点
ATAカルネを利用した輸入の規制

現状中国ではATAカルネを利用した輸入は展示

会用途に限られており、社内協議用のサンプル等

は認められていない。カルネを利用して輸入した

商品は用途外使用が認められていないことから展

示会での販売も禁止ということになる。現在一つ

の展示会に対して国からの批准書のオリジナル

が3部発行されるが、カルネ輸入通関の際にこの

批准書のオリジナルが必要となっている。批准書

は、輸出者及び展示会主催者に1部ずつ渡る為、

残りの1部が展示会主催者の指定の通関業者へと

渡ることになる。これは上述のようにカルネ輸入

の際に批准書のオリジナルが必要になるからであ

るが、このルールの為に結果として展示会に出展

するすべての出展者がこの指定通関業者を利用せ

ざるを得ず、使用実績のない通関業者の場合はコ

ミュニケーションミス、デリバリーミスが散見さ

れ、結果として展示会への悪影響を及ぼすことと

なっている。
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改善事項として、カルネ輸入の際に現在必要と

されている批准書が不必要となること、もしくは

批准書のコピーにて要件を満たすものと変更されれ

ば、今後各種さまざまな展示会に積極的に参加でき

る企業やブランドが増えてくると予想される。

外貨取引に関する規制

2007年10月8日交付の「保税监管区域外汇管

理办法操作规程」の第14条によると中国では外貨

で決済を行う際は、売り先からの入金確認無しに

は仕入れ先に対して外貨で決済することを禁じて

いる。これは即ち外貨で決済する際の売り先との

決済条件が前払いになることを意味する。なぜな

ら、売り先からの前払いがないと仕入先からのB/

Lを受け取れない為である。中国での生産背景を

使って海外の客先と取引をする際、前払い条件を

承諾する客先はほとんどなく、中国は繊維製品の

輸出を奨励しているが、この規定がゆえに商売拡

大の制約を受けていると感じる。

改善事項としては、人民元同様に外貨決済の際

も売り先からの入金確認がなくとも仕入先に決済

をすることが認められれば、今後通常トレードの

拡大を積極的に行えるようになる。

商標の冒認出願および模倣品対策

日本市場が一層冷え込んできている中、消費地

としての中国を意識し始めている日系企業が増え

ているが中国進出に際して一番の障壁となってい

るのが商標権に関する問題である。自社のブラン

ドで商標を登録しようと申請しても既に登録され

ていることが多く、往々にしてその登録者は農村

部などの地方に住んでおり、登録している商標の

分類にしてもおおよそその商標を使って生業とし

ているようには思えないケースが多い。つまり、

商標登録の申請の際の審査が甘いのではないかと

考えられる。商標の正当性を訴えて取り消し申請

をしたところで多くの労力と時間を要し、結果と

して中国への進出に時間が掛かってしまうことに

なっている。早急に解決するには、商標権者から

買い取るしかないのだろうがその買い取りに要す

る金額もそもそもは想定外の支出となるゆえ、こ

れも広い意味で参入障壁といえる。また、類似の

商標の登録の審査も甘いように思われ、とある商

標をいかにも模倣しましたといった類の商標が

堂々と登録されたりしていることも、中国市場へ

の参入後の事業拡大の足かせとなっている。

改善事項としては、商標登録の際の審査の厳格

化と商標取り消し申請時の機敏な対応。加えて、

模倣品に関する罰則・罰金の金額の明確化とその

取締りの強化を希望する。中国は知的財産に対し

て厳格な対応をするというイメージは内需拡大に

も大きく寄与するものと考える。

品質表示法に関すること

商品の下げ札に記載する品質表示の基準が明

確に定められていない為、各省によって違った

ルールが運用されている。ある省によっては新た

な検査が必要な時もあり、同じ商品を何度も検査

することによる費用の増大が経営を圧迫している

ケースが多い。また、品質表示に関することで言

うと、混率や組成の書き方にこだわり過ぎでいっ

たいここまで記すことが消費者にとってどういう

意味があるのか？と思われることもある。（例：

ダウンの種類について、ガチョウの羽毛か鴨の羽

毛かも明記の義務あり）加えて、商品品質の分類

の仕方、執行基準が何番であるか、A/B/C品、一

等品、ニ等品、合格品など呼び名も色々と細かく

あり、その分けている基準も明確ではない。この

ように商品品質の分類法が細かすぎるがゆえに、

現実的にはきっちり守れるルールにはなっておら

ず、また品質表示法が頻繁に変更される為に運用

が非常に難しい。これは、下げ札の付け替えなど

の直接的な経費の増加のみならず、法律変更に伴

う社内教育等の間接的な経費の増加にもつながっ

ている。

品質検査で不合格とされた際、もしくは品質

表示法に則していないと判断された際に、違うと

いわれても、何がどう違うか確認する術もなくそ

の労力よりは素直に罰金を払うしかないような状

況。品質責任者に関しても、中国では製造者が商

品の品質責任者となっている為、衣類のタグ項目
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＜建議＞
①	ATAカルネを利用した輸入の適用に、社

内協議用のサンプル等輸入も含めていた

だきたい。また、カルネ輸入に必要とさ

れている批准書が不要となること、もし

くは批准書のコピーで対応可能にしてい

ただきたい。

②	今後通常トレードの拡大を積極的に行え

るよう、外貨決済に関しても人民元同様

に売り先からの入金確認がなくとも、仕

入先に決済できるよう改善を要望した

い。

③	商標登録の際の審査の厳格化と商標取り

消し申請時の機敏な対応を要望する。加

えて、模倣品に関する罰則・罰金の金額

の明確化とその取締りの強化を希望した

い。

④	品質表示法に関して中国全土統一のもの

を明確に定めていただきたい。品質表示

をより簡略化して遵守可能な法律の運用

を要望したい。また、品質表示で記載し

なければいけないものの明確化・明文化

を要望したい。

⑤	生産型企業以外にも自社基準を企業基準

として登録できるよう、ルール改正を望

む。また、品質検査機関への認定・認証

はCNASとCMAの両方ではなく、どちら

か片方で済むように改正いただきたい。

には販売商情報ではなく製造商の会社情報を記載

すべきと検査局の資料にも記載がある。しかし実

際には生産商を記載していても販売商を記載して

いないという理由から工商局からの指令を受け、

仕方なく罰金を払っているケースもある。

改善事項としては、品質表示法に関して中国全

土統一のものを明確に定めて欲しいことと、品質

表示をより簡略化してルール遵守可能な法律の運

用をして欲しいこと。品質表示で記載しなければ

いけないものを明確化・明文化し、誰もがわかり

やすく運用できるような法律にして欲しい。

品質管理基準、検査機関の観点から

中国では品質管理基準として、国が定めるGB

基準、業界団体が作る業界基準等のほかに、各社

が独自に定める企業基準があるが、この企業基準

の登録は現状において生産型企業でなければ出来

ないことになっている。この企業基準が登録でき

てしまえば品質基準は曖昧な国家基準に合わせな

くて済むことになり、登録どおりの自社基準を守

ればよくなる為大きなメリットがある。ところが

多くの日系繊維企業はまだ中国に自社工場を持っ

ておらず、そもそも企業基準を登録申請できる企

業が限られてしまっているのでこのメリットに

享受できていないのが現状。また、品質検査機関

にとっては政府機関の監査も大きな悩みの種と

なっている。中国では国内販売する商品の品質

検査を行う機関は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）の2

つから認定・認証を受ける必要があるがこの両

機関から毎年監査が入る為、監査の受け入れ準

備を2回しないといけない。監査の内容が両機関

で差がほとんどないので全くの二度手間となっ

てしまっている。

改善事項としては、生産型企業以外にも自社基

準を企業基準として登録できるようなルールの改

正を望むことと、品質検査機関への認定・認証は

CNASとCMAの両方ではなく、どちらか片方で済

むようにルール改正を望むことである。
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２．化学工業
概況

2009年の化学産業は、前年の金融危機による失
速で流通在庫が高水準で滞留した状態でスタートし
た。中央政府による迅速なる経済対策が打ち出さ
れたが、化学産業では直接関係する施策が少なかっ
た。結果的には、政策の後押しを受けた自動車、家
電、更には鉄道・道路、住宅などのインフラ投資な
どに牽引されて化学産業も勢いを取り戻した。

2009年8月以降は、主な石油・石化製品62品

目のうち58品目の生産量が回復増加となった。特

に、石油製品（ガソリン、灯油、ディーゼル油）

は前年比9.4%増、化学肥料(同16.3%増)、合成樹

脂(同11.8%増)、合成繊維単体・ポリマー(同10.3%

増)、タイヤゴム(同18.1%増)、農薬(同12.3%増)の

回復が速く顕著であった。

基礎原料となるエチレンの生産量は、2008年

は前年実績を下回ったが、2009年は8月以降回復

傾向となり、前年比8.3%増(10.4ポイント上昇)の

1,070万トンとなった。エチレンの生産量と輸出

入量を合算した総需要量は、1,166万トン(前年比

10.1%増)となった。

一方、原油輸入依存度は、経済成長と共に年々

高まっており、2009年の原油輸入量は、2億379

万トン（前年比13.9%増）、石油製品輸入量は、

3,696.5万トン(同5.4%減)で、石油輸入依存度は

52.6%(同1.76%増)となった。

石化基礎製品や汎用樹脂では、中東で進めら

れてきた大型石化計画がいよいよ稼動期に入り、

中国市場への参入が既に始まっている。中国国内

でも同時に化学品の生産能力は更に拡大基調にあ

り、今後中国市場をターゲットにした競争が益々

過熱する見込みである。

産業政策
第11次5ヵ年規画（2006～2010年）では、エ

チレン石化産業の中長期発展計画等が盛り込まれ

ており、石油精製とエチレン石化産業を一体化し

て発展させるとともに、大型化が基本理念となっ

ている。現在のエチレン新規建設計画は、全て80

万トン～100万トンである。

世界的な金融危機を受け、中国政府は景気対策

の一環として主要10大産業の振興政策を立て、石

油化学産業振興3ヵ年計画（2009～2011年）細則

が国務院より発表された（2009年5月18日）。特

に石油精製、エチレン計画に重点が置かれ、現在

建設中のプロジェクトを含め20以上の計画が加速

される。具体的な計画目標として、①生産能力の

段階的な拡大（原油精製量：4億500万トン、石油

精製品：2億4,750万トン、エチレン：1,550万ト

ン）、②肥料など農業用資材の供給能力増強（化

学肥料生産量：6,250万トン、カリ肥料生産量：

400万トン、高濃度化学肥料の比率を80%まで向

上）、③産業分布の再調整（長江デルタ、珠海デ

ルタ、環勃海地区に、2,000万トン原油精製拠点

および200万トンエチレン生産拠点を3～4箇所建

設）、④製品構造の高度化（高級石化製品の自給

率向上、ガソリン・ディーゼルの品質向上等）、

⑤技術革新の加速（石油精製、エチレン、アンモ

ニア技術の国産化等）、⑥省エネ・廃棄物削減の

促進（石化産業において、エネルギー消費量を

12%以上削減、汚染物排出量を6%以上減少）、そ

の他、化学肥料や石油製品の備蓄強化、金融面で

の業界てこ入れ、石油製品の価格決定メカニズム

の改善、国外資源の開発支援、企業再編の推進な

どが盛り込まれた。

エチレン生産
石 油 化 学 業 界 は 、 中 国 石 油 化 工 集 団

（S I N O P E C）と、中国石油天然ガス集団

（CNPC）の2グループが主導しており、石油化

学の基礎原料であるエチレンの生産は、この2グ

ループで全国の95%を占めている。

2009年の中国のエチレン生産量は、上昇基調で

あった金融危機前の2007年生産量も上回り、過去
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最高の1,070万トンとなった。

2010年は、福建省泉州プロジェクト（80万ト

ン）、天津プロジェクト（100万トン）などが本

格稼動し、昨年実績を上回る見込み。大型のエチ

レンプラント建設は今後も続く見通しで、2011年

には生産能力が全体で約1,550万トンに達すると

見込まれている（表１）。

表１：新稼動／建設中のエチレンプロジェクト
グループ 所在地 能力 稼動(見込み) 備考

中国石油
化工集団
(SINOPEC)	
系

福建省泉州 80万トン 	2009年11月 新設

天津 120万トン 	2010年1月 新設(100万トン)

浙江省鎮海 100万トン 	2010年3月 新設

湖北省武漢 80万トン 	(2011年) 新設

中国石油
天然ガス
集団

(CNPC)系

新疆独山子 120万トン 	2009年9月 新設(100万トン)

遼寧省撫順 100万トン (2012年6月) 新設(100万トン)

四川省彭州 80万トン (2012年5月) 新設

黒龍江省大慶 120万トン (2013年) 増設(60万トン)

表２：エチレン生産量推移（単位：万トン）
年 2005 2006* 2007* 2008* 2009*

エチレン	
生産 755.5 941.2 1,047.7 1,025.6 1,069.7

対前年比	
伸率(%) 20.4 22.2 12.6 -2.1	 8.3

参考：2009年日本のエチレン生産は691万トン(前年比
0.4%増)（石油化学工業協会）
*「中国石油和化工経済分析」より

合成樹脂の需給
2009年の合成樹脂生産量は3,603万トン(前年比

11.8%増)、輸出入量を合算した需要量は6,296万

トン(同19.2%増)となった。

合成樹脂などのエチレン誘導品全体の需要は、

依然としてエチレン国内生産量を大きく上回って

いる。ポリプロピレンやポリ塩化ビニルは、自給

率が改善しつつも、ポリエチレンでみれば自給率

は2005年50.4%,	2006年55.3%、2007年および

2008年は約60%となったが、2009年は内需拡大

により輸入が増加して52%まで低下した。　

ポリオレフィン輸入は、2009年は各製品とも5

割以上の伸びを示し、全体で1,187万トンに達し

た（表３）。自動車の樹脂使用量は更に増加する

見込みで、ポリオレフィンの輸入量は一段の増加

が見込まれる。

需要面では、昨年初めから相次いで実施されて

きた自動車や家電をはじめとする消費刺激策が今

年も継続されるのに加え、新たに建材も消費促進

策が打ち出されており、需要増が期待される。

一方で、中国国内でのポリオレフィン新増設設備

の本格稼動とともに、中東諸国での石化計画が稼動

を始めており、供給過剰が懸念材料ともなる。

表３：合成樹脂類の生産と輸出入統計
（単位：万トン／年）

製品名
2009年

生産 (前年比) 輸入 (前年比) 輸出 (前年比)

ポリエチレン 812.9 (7.1%) 756.1 (64.8%) 17.8 (1.3%)

ポリプロピレン 820.5 (10.5%) 430.8 (51.8%) 4.6 (6.1%)

ポリ塩化ビニル 915.5 (11.1%) 195.5 (73.5%) 27.5 (-57.4%)

ポリスチレン 111.1 (15.6%) 118.5 (2.9%) 27.5 (-15.1%)

ABS樹脂 28.1 (4.7%) 216.8 (11.1%) 5.0 (15.2%)

合成樹脂 3,603.2 (11.8%) 2,911.8 (25.0%) 218.8 (-18.3%)

(参考)	エチレン 1,069.7 (8.3%) 97.5 (35.1%) 1.5 (8.2%)

「中国石油和化工経済分析」より

日中貿易
2009年の対中輸出は、化学製品全体では、前年

比1.5%減の153億4,079万ドルであったが、うち

有機化合物は前年比6.0%増の58億8,167万ドルと

増加に転じた。これは、中国国内の石油精製能力

の増大により、軽油など鉱物性燃料の輸出が減少

し、一方で中国の旺盛な自動車、家電、インフラ

建設需要により、有機化合物（プロピレン、エチ

レン等）が年後半に激増したため。

一方2009年の中国からの化学品輸入は、前年

比33.6%減の56億4,115万ドルと大幅減となった。

うち有機化合物は、前年比17.8%減の15億6,916

万ドルとなった。これは、日本経済の落ち込み、

工業生産の減少が影響し、工業品の基礎原料であ

る化学製品は、有機化合物、無機化合物、プラス

チックなど、幅広い品目で大幅に減少したことに

よる。
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2010年の見通しは、中国の内需拡大が対中輸出

を牽引し、2009年を上回り日本経済の回復を後押

しする見込み。輸入は、前年は上回るものの伸び

悩みが予想される。

（「JETRO日中貿易09年動向と10年展望」より）

アンチダンピング（以下AD）
　WTO加盟後の2002年1月「アンチダンピング

条例」が新たに公布され、これによりAD手続きが

明確となった。現在AD措置有効中の対日AD案件

は24品目あり、その内化学品は20品目を占める。

2009年以降の対日AD案件で化学品関係の主な動

きは、5品目（無水フタル酸、SBR、ポリ塩化ビニ

ル、TDI、フェノール）がサンセット見直しでク

ロとなり、5年間のAD措置が継続された。また１

品目（エタノールアミン）がサンセット見直し中

となった。

	

化学品管理関連の規制動向
2009年～2010年初の主な化学品管理制度の動

向概要は以下の通り。

「中国で輸出入が厳しく規制される有毒化学品 
リスト」改訂（2010年1月1日施行）：

規制対象となる有毒化学品を輸出入する場合、

環境保護部への登記申請、通関許可証申請等の手

続きが必要となる。今回、対象品目は2009年版

より2項目減少して154品目となった。新たに2品

目（トリブチルスズ化合物7種）が追加され、ス

トックホルム条約にて規定されている残留性有機

汚染物質(POPs)4品目が昨年5月より製造・流通・

使用・輸出入すべて禁止となったことから、対象

品目リストから削除された。

改正「新規物質環境管理弁法」 
（2010年1月19日公表、同年10月15日施行）：

日本の改正化審法と同様に、リスクベースの管

理を導入。現行法と異なり、新規申請資格は中国

現地法人のみとなり、保税区・輸出加工区の物質

も申請対象となる。また欧州REACHと同様に、意

図的に放出する物品（article）中の物質も申請対

象となる。新規申請ガイダンスが間もなく公表さ

れる見込み。

「危険化学品安全管理条例」改正中

2002年に公布・施行された当該条例（国務院

令第344号）の改訂作業が、2007年より国家安

全生産監督管理総局、衛生部、公安等の関係当

局共同で進められている。現在規制対象の危険

化学品は約4,000物質あるが、化学品の分類・

表示に関する国際調和システム(GHS:	 Globally	

Harmonized	System	for	Classification	and	Labeling	

of	Chemicals)を一部導入し、規制対象が増加す

る見込み。生産許可証管理実施細則などの改訂、

GHS分類によるラベル表示やMSDS作成が要求され

る。GHS導入については、既に化学品分類のため

の試験方法、危険・有害性化学品の分類・表示、

MSDS作成方法などの国家標準(GB)が公布されてお

り、2010年5月1日より1年間の猶予期間付きで実

施される。

化学工業の具体的な問題点
知的財産権保護に関する問題点・要望

知的財産権の保護については、専利法も改正さ

れ、それに伴う改正実施細則も施行されるなど、漸

く法的環境が整って来たが、運用が隅々まで行き渡

るまでには、まだ暫く時間が掛かると思われる。

化学製品の模倣商品、商標違反品については、

未だに市場に流入しており、また流用技術と思わ

れる製品も未だに見受けられる。

省エネ・環境保護に関する問題点・要望

十一五計画にて、環境汚染物（SO2、COD）排

出削減目標が設定され、当初の2年間は、その目

標達成が危ぶまれていた。2008年より排出削減

を各地方へ厳しく要求して管理を徹底したことか

ら、早くも五ヵ年計画の目標達成の目処が立っ

た。環境保護部では、更なる削減量の上乗せ目標
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値を設定する意向のようである。このような中央

政府からの汚染物排出に対する厳しい削減目標量

は、これまで地方へ割り振られ、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

強要されているケースがある。汚染物を大量に排

出している法令違反企業と、法令順守企業に対し

て一律に削減目標を対前年比○○％として設定す

るなど、ノルマ達成が優先してしまい、汚染の実

態が見過ごされ、本質的な改善となっていないよ

うである。

特にここ数年の間に新規に建設した工場は、排

気、排水からの汚染物排出を極力削減するように

設計されており、環境影響評価、同検収における

厳格な審査を受けた後に操業している。このよう

な環境基準値を順守している工場にとっては、更

に一律に削減を求められることは、技術的にも困

難な目標となる。

産業の持続可能な発展のためには、汚染物排出

の実態と、法定基準の順守実績も考慮し、科学的

発展観に基づいた目標の設定と、濃淡をつけた対

策が必要である。

認証・基準に関する問題点・要望

最近は、非常に多くの化学製品に関する国家

標準が改訂、新規制定されつつあるが、全体を把

握することは非常に困難である。一部の分野、例

えば食品容器包装材料関係では、改訂計画が公表

されており、どのような標準が、どの部署によっ

て起草され、どのようなスケジュールで改訂、制

定されるかが、概略ではあるが把握できている。

メーカー側としては、前もって準備もできるし、

標準制定に協力することもできる。しかしなが

ら、このようなケースは少なく、突然意見募集草

稿が公表されて初めて知り得るケースも多い。

新たに制定または改訂される国家標準につい

て、最近は公布前に意見募集がなされるようにな

り、大変好ましい方向である。しかしながら、意

見募集期間が1～2週間程度と非常に短い場合も

あり、実際に意見を取り纏めて提出する余裕は殆

どない。外資系企業にとっては、中文にて公表さ

れた文書を翻訳してから検討をする企業も多いの

で、少なくとも1ヶ月程度は意見募集期間を設定

すべきである。

また、標準の制定、改訂の際には、海外の状況

を十分検討し、グローバルスタンダードに準拠す

るような標準を制定すべきである。そのために必

要な海外の情報提供については、出来る限り協力

をして行きたい。

法規制関係における問題点・要望

危険化学品管理条例等の改正作業が進み、間も

なく公布施行され、ＧＨＳ(化学品分类及标记全球
协调制度)導入等、化学品の取り扱い規定が大きく

変わろうとしている。

非常に複雑で多大な作業が必要とされるので、

規制当局としては、全国的に十分な説明指導をす

ることが必要であると共に、対応につき相談でき

る窓口を設置することが肝要である。化学製品の

ラベル表示、管理変更等は、化学企業にとっては

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、十分な移行対応期間の設定が必要で

ある。

その他の問題点・要望

海外の化学業界では、国際的にResponsible	

Care（责任关怀）を掲げ、持続可能な発展と、社

会的責任を果たすための自主管理を推進する活動

を進めている。環境汚染、安全、品質問題等の過

去の経験より、法規制のみに頼らず、企業の社会

的責任として自主管理を強化することが、社会の

持続可能な発展に繋がるとの考えによるものであ

る。中国においても、Responsible	Careの活動を

支援し、企業の社会的責任を果たすための自主管

理を育成するような対策も必要と思われる。

＜建議＞
①	化学製品における模倣商品、流用技術と

思われる製品も未だに見受けられるの
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で、罰則を強化するとともに、地方の工

商行政管理局等における摘発の強化、公

開を要望したい。　

②	環境汚染物排出企業に対する汚染物削減

目標値設定において、大量に排出してい

る法令違反企業と、法令順守企業に対し

て、一律に削減目標を対前年比％等で設

定することは不合理であり、汚染の実態

に応じた対応となるよう改善を要望した

い。

③	最近、多くの国家標準等が新たに制定ま

たは改訂されているが、化学製品に関係

する標準の制定計画、体系、スケジュー

ルを公表するとともに、進捗状況および

問い合わせ先を明示することを要望した

い。

④	新たに制定または改訂される国家標準等

について、意見募集期間が１～２週間程

度と大変短い場合がある。募集期間は少

なくとも１ヶ月程度を要望したい。　　

⑤	新たに標準を制定または改訂する際に

は、海外の状況を十分検討し、グローバ

ルスタンダードに準拠するような標準の

制定を要望したい。　

⑥	ＧＨＳ(化学品分类及标记全球协调制度)

導入等、化学品の取り扱い規定を大きく

変更し、企業にとって膨大で複雑な対応

作業が必要とされる場合には、全国的に

説明指導を徹底するとともに、十分な移

行猶予期間の設定を要望したい。

⑦	海外の化学業界が国際的に取り組んで

いるResponsible	Care（责任关怀）活動

を、中国においても普及・推進するよう

支援していただくととともに、企業の自

主管理を尊重した政策を要望したい。
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３．医薬品
2009年中国医薬業界の経済運行状況
医薬経済運行状況

2009年中国医薬業界の成長幅は縮小したが、
医薬工業は依然として安定成長を続け、2009年の
年間医薬工業総生産額は初めて1兆元を突破、約
18%増加して、中国医薬品市場総額は約6200億元
に達した。

（1）医薬工業総生産額は増加を保っている

が、増加速度は緩やかである。2008年の医薬工業

総生産額は8,666億8000万元、前年比25.7%増で

ある。2009年1‐8月の医薬工業総生産額は6158

億7700万元、前年比17.39%増、増加幅は2008年

同期に比べ11.09%減少した。

そのうち、化学原料薬業界の工業総生産額の増

加幅（2009年1‐8月）は7.42%、全国平均水準の

17.39％より明らかに低く、増加幅は昨年同期に

比べ23.88%減少している。原料薬のうち、化学製

剤総生産額の増加幅は2008年同期に比べ6.48%減

少、生物製剤は8.44%減少している。

2009年1‐8月の医薬工業全体の生産販売率は

94.67%で、昨年末より、月間ベースで減少している。

（2）販売収入は着実に上昇したが、増加幅は

縮小している。2008年医薬工業販売収入は7787

億9200万元、前年比24.02％増、下半期の増加幅

は鈍ってきた。

2009年1‐8月の医薬工業販売収入は5776億

7500万元、前年同比17.57%増、2008年同期に比

べ11.49%減少し、月間ベースの増加幅はさらに下

げ戻している。

世界的金融危機の影響で、原料薬の輸出は明ら

かに阻まれ、国内販売のプレッシャーが増大し、

2009年1‐8月の化学原料薬工業販売収入の増加

幅は8.51％、全国医薬工業全体の水準9.06%を下

回り、この増加幅は2008年同期に比べ22.09%減

少した。

（3）工業利潤は増加し続けているが、増加幅

は縮小している。2008年中国医薬工業累積総利潤

額は708億9000万元、前年同比28.4％増、増加幅

は2007年年間成長（54.1％）の高いレベルから絶

えず下落している。2009年1‐8月の医薬工業利

潤総額は568億300万元、前年同比16.02％増、月

間ベースで増加幅は縮小しており、2008年同期に

比べ22.68％減少した。

2009年1‐8月の化学原料薬業界の利潤額は

-5.32％、マイナス成長である。中国原料薬産業に

対する金融危機の打撃が大きいことを同様に説明

している。

（4）医薬工業販売利潤率はやや低下した。

2009年1‐8月の全国医薬工業販売利潤率は9.83

％、前年同比0.13％減となっている。

（5）医薬商業の購入販売は着実に増加してい

る。2009年上半期の医薬品販売総額は　2137億

元、前年同期比11.66％増、純販売額は1210億

元、前年同期比7.41％増である。

販売額が大きい地域順に上海、北京、浙江、広

東、江蘇、安徽となり、6つの省市の販売総額は

全国販売の62％を占め、その割合は2％上昇して

いる。

（6）薬品販売末端市場の状況分析

	病院への販売は安定成長している。22大都市

のモデル病院の統計データによると、2004-2008

年の病院の医薬品使用総額の平均増加率は22.69

％、2008年病院市場は2007年の回復的成長の傾

向を持続している。2009年上半期、モデル病院の

医薬品使用額は前年比18.65％増、増加幅は昨年

に比べ縮小しているが、年間では22％増加する見

込みだ。

薬品小売市場の規模は拡大しているが、成長速

度は緩やかである。2009年薬品小売市場の規模は

1487億元に達し、前年比14.83％増であるが、薬

品小売市場の増加幅は縮小気味である。薬店の末

端小売は、地域社会の病院と「新農合（新型農村

合作医療制度）」の打撃を受け、今年の増加幅は
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昨年に比べ明らかに縮小し、15％を超えないと予

想される。これに反して、地域社会の病院を主と

する第三末端の発展は良好で、販売額増加幅は32

％が見込まれる。

医薬品の対外貿易状況は厳しい。2009年、中国

の主要輸出先のアメリカ、ヨーロッパ、日本等の

地域は金融危機の重大な被害地域となり、医薬品

の輸出入状況は厳しく、1-8月の輸出入総額は2.3

％増加、輸出額は3.85％減少した。

以上は中国2009年の医薬経済運行の特徴をまと

めたもので、医薬業界の今年の成長が緩慢である

主な原因は金融危機影響下の中国医薬品輸出の停

滞にあり、業界の対外販売停滞のプレッシャーは

国内販売により緩和される。中国政府は2009年4

月6日、新医療改革法案を正式に発表し、医療保険

適用範囲拡大、政府の医療衛生補助増加等の市場

に有利な情報を有する医薬品の需要がさらに高ま

り、これは根本的に医薬業界の安定成長を促進し

ている。中国SFDA南方経済研究所長林建寧氏は、

医薬品の変わらぬ需要と医療保険の拡大は医薬経

済成長をもたらす主な要素である、と指摘する。

2010年中国医薬業界の展望
中国医薬業界の展望を以下の医薬経済に 
関連する影響の要素から分析する。

（1）国際的に著名な研究機関IMSは各モニタ

ー地域の経済状況に基づき、2008年10月に発表

した2009年世界医薬品市場の発展予測データを

調整し、2009年世界医薬品市場の成長予測をも

との4.5％-5.5％から2.5％-3.5％に、市場販売額を

「8200億米ドルを超える」から「7500億米ドル

を超える」に調整した。IMSは、2011年-2012年

は「ブロックバスター」級の大量の医薬品の特許

期限が満了することにより、医薬品販売の成長は

ある程度制限されると考えている。中国は現在世

界第6位の医薬品市場であり、2011年までに世界

第三の医薬品市場となり、その時には中国の医薬

品市場の規模は現在の245億米ドルから2013年に

は680-780億米ドルに急激に拡大し、アメリカ、

日本に次ぐと見られる。2020年にはアメリカに次

ぐ第二の医薬品市場になる見込みだ。これらのデ

ータから、中国が重要な医薬品市場になることは

明らかである。

（2）マクロ経済要素は中国医薬経済運行に有

利である。

マクロ環境からみると、金融危機の影響は弱ま

ってきており、世界経済は復興の兆しが見られ、

中国経済のGDP成長「保8（年間経済成長率を8％

以上とすること）」の目標実現には懸念がない。

中国マクロ経済全体の状況からみて、6月17日

に開かれた国務院常務会議は、現在の経済運行は

積極的な変化が現れ、有利な条件と積極的な要素

が増加し、全体的に安定している、と指摘した。

9月温家宝総理は世界経済フォーラム夏季ダボス

会議の講演で次のように語った。「我々は不適切

な条件の下で政策の方向を変えることはできない

し、そうすることはない。経済の安定したかつ速

い発展を第一の任務とし、積極的な財政政策と適

度な通貨緩和政策を確固として実施し、包括計画

を全面的に着実に行うとともに、絶えず豊かで十

分なものにしなければならない。」

国民経済予算報告によると、2009年中央財政は

医療衛生支出を1180億5600万元とし、38.2％増

加している。

対外貿易全体から医薬品の輸出入をみると、状

況は輸出全体より良い。中国政府は輸出を奨励す

る一連の政策を発表した。たとえば一部製品の輸

出税還付率引上げ、人民元建サプライヤーズクレ

ジットの優遇率、サプライヤーズクレジット適用

範囲を自主知的財産権、自主ブランド及び高付加

価値の輸出医薬製品まで拡大することである。

（3）中国の医薬品需要増大は医薬経済を積極

的に推進する。

中国の人口及び人口の高齢化は厳しく、予測に

よると、2020年までに、中国の高齢者人口は2億

4800万人に達し、高齢化率は17.17％に達する。

2050年には、中国の高齢者人口総数は4億人を超
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え、高齢化率は30％以上を超える。

高齢者人口の平均薬品使用率は消費全体の50％以

上を占め、社会の高齢化が加速するにつれ、高齢者

の疾病用医薬品及び医療保険の需要は高まる。

中国人の平均医薬品使用率は絶えず上昇し、ミ

ドルクラスの先進国の平均医薬品使用水準（約50

米ドル）に近づいている。

疾患スペクトルと生活様式は医薬品消費の需

要を変え、モデル病院の薬品使用構造を分析す

ると、全身用抗感染薬の割合が最も高い（23.47

％）。中国衛生部の報告によれば、現在慢性病は

45.9％の世界疾病負担を引き起こし、中国はす

でに60％以上に達している。WHOの予想では、

2015年までに、中国の慢性病による直接医療費用

は5000億米ドル以上に達する見込みである。

新医療改革政策が医薬消費需要を刺激したこと

は、主に国民皆保険が医薬品消費需要増大をもた

らしたことに表われている。2008年中国の衛生費

用投入はGDPの4.52％を占めているが、WHOの基

準5％を下回っている。そのため衛生費用の投入

は年々増加が見込まれる。

今後三年間に、中国政府の医薬品を医療改革に

用いる各レベルの政府は8500億元を投入しなけれ

ばならず、そのうち三分の二は需要側、主に医療

保険、三分の一は供給側、主に各種医療機関に用

いられる。医療保険適用範囲が拡大され、2009年

新農合への加入者数は8.3億人に増加し、2009年

の医療保険適用人口は12億人に達し、2011年に

は都市と農村全体に範囲拡大を実現することにな

っている。医療保険給付水準の向上は2009年下半

期から始まり、新農合保障最高給付限度額は現地

農民平均純収入の6倍以上に達する。都市部の労

働者の医療保険、都市部の住民医療保険の統一基

金最高給付限度額は原則としてそれぞれ現地の労

働者の年収、住民の可処分所得の約6倍まで引き

上げられる。都市部の収入水準に基づく場合、都

市部の住民の今後の医療補償費の上限は約10万元

に達する。医療保険目録を拡大し、国家が医療保

険の目録を再調整する、という点もまた医薬市場

を促進する役割を果たすだろう。

2009年8月18日、中国政府は「国家基本薬物制

度実施に関する意見」を発表したが、現在の構造

に対する基本薬物制度の影響は限られている。し

かし医薬商業への影響はかなり明らかである。現

在中国には医薬流通企業が1万3000社あり、基本

薬物は政府により配送業者が指定されていること

から、多数の中小の配送会社が競争によって淘汰

したり、業界の再編が行われるだろう。

（4）供給関係は医薬経済に重要な影響を与

える。

国産医薬品の登録、輸入医薬品の登録に限ら

ず、許可書件数は増加の傾向にあり、2007年の特

別プロジェクト整備後、各分類別の新規許可書件

数は大幅に減少したが、2008年医薬品の許可書件

数は上げ戻し、2009年1-8月の新規許可件数合計

は143％増加した。輸入医薬品の許可書件数につ

いて、今年1-9月の登録件数は前年比33.2％増で

ある。これは2010年の医薬市場成長の推進力とな

るだろう。

「薬品技術移転登録管理規定」は、技術の有

償共有という概念を明確にし、研究開発部門の研

究開発の積極性を保護すると同時に、各企業間に

おける生産技術の合理的流動、科学的利用を導入

し、模造薬品の申請を減少させる。研究開発資源

を整理再編し新技術産業化を促進するのに有益で

ある。

GMP（製造管理及び品質管理規則）が改定さ

れ、最大の変化は無菌医薬品のハード条件が向上

したことである。全国の70％の大容量注射剤の生

産現場と一部の凍結乾燥注射剤企業はハードのバ

ージョンアップをしなければならない。長期的に

みれば、優勝劣敗につながる。

第二次医薬品安全特別プロジェクト整備がスタ

ートした。この活動は衛生部、公安部、工業及び

情報化部、国家工商行政管理総局、国家食品薬品

監督管理局、国家中国医薬管理局が共同で展開す

るもので、約二年間続けられる。
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2009年1月17日、衛生部など六部門が共同で

「医療機関の医薬品集中購入業務の更なる規範化

に関する意見」を発表したが、これは主に以下の

二つの改革に関連する。一つ目は、オンライン医

薬品集中購入を、省を単位とする、政府主導を全

面的に実施することである。二つ目は、医薬品集

中購入を卸売企業の入札から薬品生産企業の直接

入札に変更し、医薬品流通のプロセスを少なくす

ることである。オンライン集中入札は2010年医薬

品購入の主導的モデルであり、医薬品流通の秩序

はさらに規範化が期待され、商業の集中度アップ

が見込まれる。

資本産業は医薬業界を重視し、新規増加資本は

2010年の医薬経済運行にとって有利である。

（5）価格要素の影響

2009年10月2日、国家発展改革委員会（発改

委）は国家基本薬物の小売指導価格を公表した。

2010年の医薬経済運行は薬品価格水準の影響を受

ける。原則的に、医薬品価格は二年に一度調整さ

れ、2009年医療保険目録の範囲拡大後、中国発改

委は新しく医薬品の価格調整を始めているであろ

うが、基本薬物の価格調整からみて、来年の薬品

価格の低下幅は大きくないはずである。

注目すべきは、模索中の医療保険給付方法の改

革が将来の市場競争の構造に影響するということ

である。現在、医療保険給付方法改革を試験的に

行っており、従来の項目別に徴収する方法から、

病気の種類に応じた支払い、人数に応じた支払い

と総額前払制度を組み合わせた方法に改め、病院

がコストを抑え、安定した診察を行うために、

「大量検査、大量処方、高額請求」を抑制するこ

とを促す。このほか、輸入の高価な薬品と同等の

治療効果があり、価格が相対的に廉価な国産の代

替品を使用することも促進している。

2010年医薬経済の急速な成長の勢いは変わって

いないが、新しい競争秩序が構築されつつあり、

業界の買収合併・再編が加速することは避けられ

ず、産業集中度は上昇している。

日本企業が直面する問題点及び中国政
府へ要望する改善点
以上に述べたところを総合すると、2009年の中

国医薬経済発展は成長であり、以上の分析からみ

て、2010年は医薬品市場全体が成長傾向を保つ。

同時に、2009年は中国医療制度改革年であり、数

年来の医薬業界の政策発表が最も集中した年であ

った。これらの政策発表は中国医薬市場に新たな

構造と変化をもたらした。日本企業は中国医薬分

野でどのような問題があるのか、以下では政策方

面について明らかにしていく。

（1）2009年は中国医療制度改革年であり、新

医療改革と付属政策が相次いで発表された。1月

21日、国務院で「医薬衛生体制改革の深化に関す

る意見」と「2009－2011年医薬衛生体制改革の

深化に関する実施方案」が審議され、原則通過し

た。4月6日、国務院は「医薬衛生体制改革の深化

に関する意見」を発表し、「すべての国民が基本

医療衛生サービスを受けられるよう段階的に実現

する」ことを提起し、「受診難、高額医療費」と

いう問題を緩和する。4月7日、国務院「医薬衛生

体制改革近期重点実施法案（2009-2011年）印刷

配布に関する通知」。8月18日「国家基本薬物制

度実施に関する意見」と「国家基本薬物目録（末

端の医療衛生機関に配置・使用される部分）」

（2009年版）を公布し、基本薬物目録を2009年

9月21日から実施することを明確にした。10月2

日、国家発展改革委員会は国家基本薬物の小売指

導価格を公表し、45％の薬品価格が低下し、平均

値下げ幅は12％であるが、49％の価格が未調整

で、6％の品薄薬品の価格は上昇している。11月

23日、国家発展改革委員会、衛生部、人力資源社

会保障部（人保部）は共同で「医薬品・医療サー

ビス価格形成構造の改革に関する意見」を発表し

た。医薬品価格改革の目標を明らかにし、流通プ

ロセスにおける価格差率を厳格にし、診療価格を

適正に引き上げる。11月30日、人保部は2009年

版「国家基本医療保険、工傷保険及び生育保険に

関する薬品目録」を公布し、新版目録中の中西薬

品種は10.6％増加、中成薬品種は20％増加、民族
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薬は二種類減少した。新医療改革法案は中国医薬

業界に大規模な拡大のチャンスをもたらし、特に

基本制度の確定は都市と農村の住民をカバーする

基本医療衛生制度を構築し、医療サービス市場を

拡大し、とりわけ地域社会と新農合は、ハイエン

ド市場を重視する多国籍企業にとっても、実は好

ましいチャンスである。中国市場参入の歩みを速

めるため、多国籍企業は高額の利潤を得る特許医

薬品を放棄し、利潤の比較的小さい非特許医薬品

市場への転換を選択するとともに、二線、三線都

市さらには農村市場を開拓する可能性がある。

（2）新医療改革は医薬分野の投資を増加し、

医療衛生サービスを普及し、製品に対する中国の

需要を絶えず増大させる。多国籍企業は疾病予

防、ワクチン研究開発生産等の面で世界のトップ

レベルに立っているが、新医療改革の実施により

多国籍医薬集団も参入することができる。また、

中国市場において研究開発センターと生産拠点を

設立することで、コストを節約し、現地企業とパ

ートナー関係を築くことができる。医療改革の市

場ニーズへと進んでいくのである。

（3）新医療改革は多国籍企業の製品のモデル

チェンジを促進し、中国の主要な疾患スペクトル

と薬品消費の特徴に基づく、投入の増大、医薬製

品の研究開発・組合せは、主に市場の前途が有望

な癌や心臓血管病の医薬品に対するものであると

ともに、特許医薬品、一般用医薬品、非処方箋医

薬品もカバーする。

（4）1月17日、中国衛生部は「医療機関の医薬

品集中購入業務の更なる規範化に関する意見」を

発表し、薬品流通プロセスを減らして医療機関の

薬品集中購入を規範化する。集中購入の際、価格

の低下を購入の第一要素とし、長期にわたって、

いかに薬品の品質を保証するかは重要な課題とな

っている。単独価格設定製品を各省の入札に参加

させないように政府に要望する。入札単位が省の

場合もまた、実際の操作過程における地方保護主

義を少なくするよう要望する。

（5）国家発改委は「薬品と医療サービス価格

形成構造の改革に関する意見」を起草した。科学

的合理的な薬品価格形成構造を促進するために、

本「意見」は、薬物開発の奨励と支援を行い、新

薬の価格設定前の薬物経済学評価を行い、価格レ

バレッジを利用して基本薬物の生産経営を奨励す

る一方、単独価格設定薬品と統一価格設定薬品の

価格差を段階的に縮小する。価格設定の方法は、

コストによる価格設定と効果による価格設定を結

合する原則を堅持し、品質基準をさらに強調す

る。このため、元来差別化価格設定（単独設定）

を実施していた特許薬品と先発医薬品に対して、

価格設定上は区別があっても、その後は差別化価

格設定薬品と統一価格設定薬品の両者の価格差は

次第に縮小しなければならない。

（6）2009年1月7日「新薬登録特殊審査許可

管理規定」が正式に公布・実施された。これは新

薬の研究開発を奨励し、リスクを効果的にコント

ロールすることを目的とする。本「規定」はエイ

ズ、悪性腫瘍、稀少病等の疾病を治療するととも

に、臨床治療効果が優れた新薬等の四種類の状況

は特殊審査を受けることができると示している。

（7）2009年6月11日、中国SFDAは「国家薬品

コード管理に関する通知」を発表し、上市許可す

る薬品をコード管理するよう要求する。そうする

ことにより薬品監督管理部門が偽造・劣悪医薬品

を取締りやすくなる。

（8）2009年6月2日、中国SFDAは「医薬品購

入・販売活動における伝票管理関連問題に関する

通知」を発表し、新規に「共犯は処罰する」こと

を掲げ、偽薬、劣悪医薬品を他人に生産、販売す

るよう指導し、または他人が生産、販売すること

を知りながら、伝票を提供する場合、「両高（最

高人民法院、最高人民检察院）司法解釈」関連規

定により、司法部門に移譲し法に基づき処理す

る。

（9）2009年8月19日、中国SFDAは「薬品技

術移転登録管理規定」を印刷配布し、技術を一種

の製品として、市場で秩序ある流通を行い、一部

の技術には条件付きで外部譲渡することを奨励す
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る。国外の先進技術を中国に定着させる。

上記のこれらの法規は中国政府が医薬市場を

規範化するための措置であり、規範化の過程で外

資医薬品の利益を保護する同時に、外資の製品構

造、価格政策、薬品管理及び技術に対し新しい方

向と要求を提案する。そのため、日本の製薬企業

は中国において同様にさらに広範囲な市場とさら

に大きな試練に直面するのである。

＜建議＞
①	「Import	Drug	License	輸入許可証」を利

用した輸入通関の簡素化を要望したい。

　医薬品メーカーの原薬を購入した顧客が

輸入通関を行う際、その場に「輸入許可

証」のオリジナルを持参する必要があ

る。本許可証の再発行は認められず、

更新において旧証が必要となっているた

め、紛失・破損の可能性が高い本証の

移動は可能な限り避けたい。しかし、現

状、輸入通関の度に各地へ持参してい

る。偽物対策として制定された制度であ

ることは理解するが、「優良通関社」制

度などの方法で、手続きの簡素化を要望

したい。

②	RDP（Regulatory	data	protection）の監

督管理を徹底し、開発者の知的所有権を

保護することを要望したい。

③	特許薬品の模造品防止を要望する。

④	さらに多くの方が最新薬品での治療が受

けられるよう、RDL(Reimbursement	drug	

list)を少なくとも２年に一度は見直すこ

とを要望したい。

⑤	臨床試験における申請手続きの簡素化を

要望したい。

⑥	従前のように、分公司での登録申請を可

能にすることを要望したい。

⑦	地域により登録・認証の基準や手続き、

検査方法などが異なる。早急に統一的対

応を要望したい。
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４．化粧品
2009年の化粧品産業回顧

2001年末の中国WTO加盟以降、中国化粧品市
場は、中国政府が発表する国全体のGDP成長率を
上回る伸びで毎年推移しており、現在、その小売
規模額は、アジアでは日本に次ぎ第2位、世界で
は第4位まで上昇している。【図1】

図1： 化粧品分野でのグローバル小売市場 
規模額と中国の位置づけ （年次推移）

	

（国順位08年）

国別成長率の年次推移
2005
年

2006
年

2007
年

2008
年

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

出所：ユーロモニター、国別順位は市場規模額ベース

企業・ブランド別には、現在、日系を含む多く

の化粧品メーカー（企業）が中国市場を最重点市

場に位置づけ、本国優先のマーケティング投資を

大きく中国市場へシフトしていることにより、全

チャネルで新たな企業・新規ブランドの進出が盛

んであるにもかかわらず、一方で、上位20化粧

品メーカーによる売上シェアは、2001年38%	⇒	

2008年62%と拡大しており、LOREALや資生堂な

どの既存上位企業による寡占化も進行している。

また、90年代後半より「ドラッグストア」や

「ハイパー・スーパー」などの新興小売業の新規

進出・全土への出店拡大にともなって、化粧品も

購買チャネルの多様化が進んでいたが、主要な化

粧品総合メーカーは、「デパート」を市場全体に

おける「ブランド（プレゼンス）を光り輝かせる

象徴」として位置づけていることに変わりはな

く、当チャネルでのシェアやブランド間の売り場

獲得競争は益々激化、ここ2～3年における「デ

パート」売上の売上構成比は、市場全体の伸びと

同程度となっている。【図2】

図2：中国化粧品市場の 
チャネル別売上構成比（年次推移）　　

1998 2000 2002 2004 2006 2008
デパート 62% 50% 39% 32% 33% 33%
ハイパー - - - 5% 7% 9%
スーパー	
マーケット 19% 23% 26% 22% 24% 23%

化粧品	
専門店 11% 9% 7% 6% 6% 6%

薬局 0% 0% 1% 1% 1% 1%
ドラッグ 2% 3% 4% 5% 6% 7%
CVS - 1% 3% 4% 4% 4%

ダイレクト	
ビジネス他 6% 15% 21% 24% 18% 17%

合計 100% 100% 100% 100% 100% 100%
出所：	ユーロモニター

輸出面では、今日、中国で生産された化粧品

は、世界150カ国以上に輸出されているが、09年度

は、08年度に引き続いてグローバルレベルでの景

気低迷が影響し、重量ベースで前年比▲13％、金
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額ベースで前年同程度（▲0%）と、やや後退した。

一方、輸入面では、重量ベースで▲6％となっ

たものの、金額ベースでは前年比＋7％増となる

など、引き続き増加の傾向にあり、中国顧客の輸

入品嗜好が依然続いていることを読み取ることが

できる。【図3,	4】

図3：中国の化粧品輸出入総額 （年次推移）

税目

2009年輸出 2009年輸入

重量	
（万トン）

金額	
（億米ドル）

重量	
（万トン）

金額	
（億米ドル）前年比（%） 前年比（%） 前年比（%） 前年比（%）

2004年 20.71 +26% 6.15 +18% 1.64 +59% 1.81 +72%

2005年 26.40 +27% 8.40 +37% 1.96 +20% 2.55 +41%

2006年 32.17 +22% 10.45 +24% 2.45 +25% 3.28 +29%

2007年 36.20 +13% 12.40 +19% 3.30 +35% 4.70 +43%

2008年 32.64 ▲10% 12.59 +1% 3.79 +14% 7.01 +49%

2009年 28.36 ▲13% 12.54 ▲0% 3.56 ▲6% 7.48 +7%

出所：中国香料香精化粧品工業協会

図4：中国の化粧品輸出入実績 （項目別）

税目

2009年輸出 2009年輸入

重量	
（トン）

金額	
（万米ドル）

重量	
（トン）

金額	
（万米ドル）前年比

（%）
前年比
（%）

前年比
（%）

前年比
（%）

香水及びコロン 10,305 114% 6,378 107% 1,018 77% 5,531 109%

唇用化粧品 8,773 84% 11,879 95% 574 85% 2,466 96%

眼用化粧品 9,335 99% 12,315 97% 877 94% 3,829 104%

爪用化粧品 5,842 115% 3,404 115% 1,128 85% 821 105%

パウダー類化粧品（成型したか問わず） 10,034	 79% 7,066 81% 408 79% 2,873 103%

その他のメーキャップ、スキンケア化粧品 58,511 96% 42,139 109% 14,652 100% 50,361 107%

洗髪料(シャンプー) 37,652 104% 7,450 109% 4,356 121% 1,796 147%

パーマー剤 657 154%	 306 128% 346 72% 139 83%

整髪料 2,481 91% 764 112% 362 120% 488 230%

その他のヘアケア製品 16,990						 94% 5,402 99% 4,072 111% 2,439	 134%

髭剃り用製品 3,713 150% 685 80% 404 75% 391 75%

身体用消臭剤及び制汗剤 5,346 64% 1,992 82% 471 69% 386 65%

バスソルト及びその他のバス用製剤 76,411 63% 14,330 74% 3,998 65% 1,490 71%

脱毛剤及び上記記述に無い芳香製品、化粧品、入浴製品 37,542 131% 11,300 130% 2,958 99%	 1,796 108%

計 283,591 87% 125,411 100% 35,624 94% 74,806 107%

出所：中国香料香精化粧品工業協会
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2009年の化粧品関連法規の動向
2009年3月には、活性剤中の1,4ジオキサンの

含有、4月にはタルク中のアスベストの含有など

の問題発生以来、中国政府は化粧品原料に関する

管理強化を進めている。

後者の問題では、国家食品薬品監督管理局は、

2009年4月に《关于加强以滑石粉为原料的化妆品

卫生许可和备案管理工作的紧急通知》を発布、タ

ルク配合の化粧品に関するアスベストの測定を義

務付けている。

薬事申請方法も厳格化され、09年12月に国家

食品薬品監督管理局は《化妆品行政许可申报受理规

定》を公布、新原料に関する不純物や安全性に対す

る管理を強化したが、事前に周知徹底がなされてい

なかったこともあり、現在、各化粧品メーカーは新

製品の発売に遅延が生じている状況である。

環境面では、09年末に国家環境保護局から《新

化学物质环境管理办法》が出され、化粧品に配合

される原料は事前に登録申請が必要となり、原料

の環境に対しての影響評価確認が新たに必要と

なった。

2010年以降の業界動向
2010年度の中国の化粧品市場動向は、

（１）中国経済が、08年後半のリーマンショック

後の世界同時低迷から回復が早く、内陸部

を中心に一人当りの可処分所得が引き続き

上昇傾向にあること。

（２）上海万博の開催や、地方を重点にした政府の

景気刺激策などが消費を牽引、2009年度と

同様に小売市場が力強く発展する見込みであ

り、加えて、その消費の主役が、かつての富

裕層から80后世代を中心とした中間所得者層

に移行していること。

（３）地方・内陸部における美容・化粧の普及と

裾野拡大が進み、化粧人口の増加が予測さ

れること

以上などにより、中国の化粧品市場は、政府が

目標とするGDP成長率を上回る2桁近い成長が（小

売ベースにて）引き続き予測されている。

一方、業界では、これまでよりも一層、原料

レベルでの厳しい管理や規制が要求されることが

想定され、特に、新規原料の使用がますます厳し

くなると推測される。これに関連し、10年4月に

《化妆品行政许可申报受理规定》が施行される予

定だが、内容面で新規原料の定義や、原料安全性

の保障などに曖昧な点が多く、現時点ではどのレ

ベルまでメーカー側へ要求されるのか全く不明確

である。

このため、輸入化粧品、中国国産特殊用途化粧

品に関しては、製品毎の薬事許可取得が今までよ

り困難となることが想定され、新製品発売時期に

混乱が予想される。

結果、企業側としても新規原料配合の取り止め

や、新たな原料安全性保証試験の実施などの対応

が必要となるであろう。

また、既に公布済みの《新化学物质环境管理办

法》が10年10月に施行されるだけでなく、容器

包装リサイクル法、清潔生産標準などの省エネル

ギー、環境保護を目的とした法規も公布される予

定となっており、企業側の負担がこれまで以上に

増大していくことが想定される。

＜建議＞
①	現在、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。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。多部門管理体制を改革し、両

者を一本化するなど市場投入前における

審査認可の緩和を要望したい。
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②	現在の衛生部と国家品質監督検査検疫総

局が採用している2種類の異なる強制的

化粧品衛生基準の統一を要望したい。

③	省レベルの生産企業の国産特殊用途化粧

品に対する衛生審査を廃止し、国産特殊

用途化粧品の審査許可手順の簡潔化を要

望したい。

④	防腐剤、色素、UV材などに使用すること

が制限されている新原料に対し、化粧品

衛生管理部門は厳格な審査を実施するこ

とを要望したい。その一方で、一般的な

新原料については基本的な安全性資料の

提出のみとすることを要望したい。

⑤	登録後に配合にわずかな変化が発生した

としても、製品の安全性および主な効果

に影響がない場合は、再検査・再登録手

順を簡潔化していただきたい。また、衛

生安全に影響を及ぼさないその他の変更

事項の審査についての簡潔化も要望した

い。

⑥	強制的国家基準「消費財使用説明―化粧

品汎用ラベル」の規定に基づき、2010年

6月17日から、企業はその生産または輸

入した製品について、すべての使用成分

を中国語で表記しなければならない。そ

の際、関連規定によれば、衛生部が2007

年に発布した「国際化粧品原料基準中国

語名称目録」（以下「目録」と略称）に

記載されている成分名称を使用しなけれ

ばならないこととされている。しかし、

目録は現状を反映したものにはなってお

らず、企業が自主命名した場合、同一原

料に異なる名称が使用されるなどの問題

がある。早急な目録の更新を要望した

い。

⑦	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。早急な整備を要望したい。

⑧	現在、国内化粧品産業の広告関連法に

は、主として「広告法」（1995年）、

「化粧品広告管理弁法」（1993年）、

「印刷品広告管理弁法」（2005年）、

「反不当競争法」（1993年）の四つの法

規および弁法が適用されている。これら

の法規の中には、同一広告行為に対応す

る一部の条項、特に罰則に重複または食

い違う部分がある。さらに条項の表現が

曖昧で解釈の自由度が大きいという問題

がある。従って、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。早急に改善をしていただ

きたい。
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５．セメント
2009年の回顧
概況

2009年、中央・地方各政府による内需拡大策の
恩恵をいち早く受け、基礎資材であるセメントの
生産量は16.3億ｔと史上最多を更新した。1985年
にセメント生産量世界1位となって以来、25年間
連続首位であり、全世界生産量の過半数(約54％)
を占めている。

生産量の伸び率は、西北部を中心に急速に発展

したことから前年比18％となり、2008年中盤か

らの減速傾向に歯止めがかかった。地区別の生産

量伸び率ベスト3は、内蒙古48％、四川46％、青

海34％。2009年に増加した生産量約2.5億ｔは、

世界2位のインド、世界3位のアメリカの生産量を

合わせた量に匹敵する。

最新生産方式である新型乾式回転窯での生産比

率については、176基もの新規生産ライン稼動や

旧式生産方式（竪窯、湿式回転窯等）の淘汰政策

により70％に達し、第11次5カ年計画の2010年到

達目標を1年繰り上げてクリアした模様である。

表1：2002年以降の中国セメント生産量の推移
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

生産量	
(百万ｔ) 725 862 970 1,064 1,235 1,354 1,388 1,629

伸び率
（％） 9.2 18.9 12.5 9.7 16.1 13.5 5.2 17.9

出所：数字水泥網　
※一部伸び率の計算が違っているが、公表値をそのまま
使用。　
※日本の2009年国内セメント販売量は43.5百万ｔ。前
年比△13.8％で41年前(1968年)の低水準に。

2009年トピックス

2009年9月、国務院は「一部業界の生産能力過

剰と重複建設を抑制し健康的発展へ導く若干意見

に関する通知」を公布。セメントは鉄鋼、板ガラ

ス等と共に生産能力過剰業種に指定され、対策を

迫られることとなった。これを受けて11月には工

業和信息化部が「生産能力過剰と重複建設を抑制

しセメント産業を健康的発展へ導くことに関する

意見」を公布。同意見における業界の主な問題点

と対策は以下の通り。

生産能力過剰

2008年末ですでに約5億ｔもの生産能力過剰で

ある上に、2009年に入り更に6億ｔの能力が新増

設される計画が判明。生産能力の極度の過剰はセ

メント産業の健康的発展を損なう可能性がある。

→2009年9月末までに未着工の新増設プロジェク

トは、一律停止。

旧式窯の淘汰

エネルギー効率が悪く粉塵汚染をもたらす旧式

窯による生産能力がまだ全国に約5億ｔ存在し、

全生産能力の27％を占めている。

→2012年までに淘汰完了するよう、各地方工業主

管部門に淘汰企業リスト、タイムスケジュール

を公告することを義務付け。

構造調整・産業集中度アップ

国有大型企業主導による業界再編・生産集約化

が引き続き実施されてはいるが、2010年末までに

生産量ベスト10企業により30％のシェアを目指

す。（現状シェア22％　表2参照）

表2：2009年セメント企業生産量ベスト10

企業集団名 生産量	
(万ｔ)

伸び率	
(%)

シェア
(%) 主要拠点

1 安徽海螺水泥 10,085 27.5 6.19 安徽､江蘇､広西

2 南方水泥(中国建材） 6,657 12.5 4.09 浙江､湖南､江西

3 中聯水泥(中国建材) 3,427 9.9 2.10 山東､江蘇､河南

4 唐山冀東水泥 3,050 37.8 1.87 河北､陝西､内蒙古

5 山東山水水泥 2,977 0.4 1.83 山東､遼寧､河北

6 湖北華新水泥 2,669 8.6 1.64 湖北､江蘇､河南

7 吉林亜泰水泥 2,247 36.2 1.38 吉林､黒龍江

8 ラファージュ瑞安 2,142 20.9 1.31 四川､雲南､重慶

9 中材集団 1,826 26.7 1.12 寧夏､新疆､江蘇

10 河南天瑞水泥 1,798 31.0 1.10 河南､遼寧

出所：数字水泥網
※日本勢の中国におけるセメント生産量は、太平洋セメ
ントの合弁会社(大連､秦皇島､南京)480万ｔ、三菱マテ
リアルの合弁会社(煙台)130万ｔ、住友大阪セメントの
間接出資する雲南省の昆鋼嘉華水泥建材が325万ｔとい
う規模である。

2010年の展望
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概述

セメントの需要の伸びは、成熟期に入った沿海

部から急速発展段階にある西北部へ移っている。

政府による内需拡大策も引き続き安定的に実行さ

れることが見込まれ、2010年の需要量は19億ｔ

と予想されている。（伸び率17％）

一方、工場の新増設認可が厳格化されているこ

とから、2010年はシェア拡大を狙う国有大型企

業を中心としたM&Aが進むものと考えられる。

2010年に新たに操業開始するセメント生産能力は

1.6億～2億ｔと予測され、供給過剰状態は更に深

刻化する。特に華東、華南地区では価格競争の悪

弊が広がる可能性がある。　　

激増する生産能力に対し、旧式窯の淘汰を促す

ことが、環境・省エネ問題、生産過剰、悪性価格

競争を解決する現実的な近道である。

2010年重点施策

総量規制

2009年末時点での生産能力過剰は6億ｔに到

達。セメント業界に対する投資の統制が取れてお

らず、結果、地域ごとに供給能力の不均衡が出現

し、悪性競争をもたらしている。2010年内に「セ

メント業界投資・参入基準」「企業再編指導意

見」の公布が予定されている。

旧式窯淘汰の推進

2010年には、推定1億ｔもの旧式窯による生産

設備を淘汰する必要がある。地方政府の抵抗や労

働者の再配置というハードルへの対処が大きな課

題である。

環境・省エネへの対処

廃熱発電等の省エネ、セメント焼成窯を利用し

ての都市ごみ・産業廃棄物等の無害化処理拡大、

二酸化炭素排出削減、循環経済の促進を図る。

都市ごみや下水汚泥の無害化処理については、

まだ研究段階であり、早期実用化が迫られてい

る。世界最先端で実績のある日本企業の技術協力

が求められている。

企業再編・集約化の加速

大企業への集中、強大化が加速する。特に地域

のリーダー企業や技術先進企業を受け皿として、

困難企業、環境汚染企業の吸収・救済が奨励・促

進される。

“建材下郷”

新農村建設の促進とセメント総需要量の1/3強

を占める農村需要を喚起するため、自動車・家電

に続き、農村での家屋・インフラ建設等に必要な

建材を購入する農民に補助金を一定割合で支給す

る。生産能力過剰対策としても、その効果が期待

される。

＜建議＞
①生産能力過剰・重複建設対策の実行：資

源・エネルギー浪費と環境汚染改善、業

界の適正利益追求のため、政策で公布さ

れている通り、生産能力過剰の抑制、旧

式窯淘汰の例外なき実行を要望したい。

②	廃棄物処理費の適正化・明確化：セメン

ト焼成窯を利用しての都市ごみ・産業廃

棄物等の無害化処理について、日本では

成熟した技術と実績がある。企業が適正

な処理費を得て積極的に産業廃棄物を処

理できるよう、処理費に対する補助標準

適正化、優遇政策の明確化を要望する。

適正な政策支持及び財政補助が得られな

いことで事業採算が合わず、断念せざる

を得ない事例も出ている。

③	ごみ分別の徹底：セメント焼成窯を利用

して都市ごみ、或いは都市ごみ焼却灰を

無害化処理することは、ごみ埋立場の延

命や、最近社会問題となっているごみ処

理場建設予定地近辺住民による建設反対

運動への対策として一定の効果がある。

セメント企業が積極的にこれに参画し、

かつ熱量原単位を抑制するためには、ご

みが分別されていることが不可欠であ
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る。日本と中国の都市ごみを比較する

と、中国のごみは水分が多いことと不燃

物の混入が特徴である。まずは大都市か

ら適正なごみの分別と厳格な実施を要望

したい。

④	廃棄物利用の技術標準の確立と徹底：セ

メント焼成窯利用による廃棄物処理に際

し、技術的スタンダードが未整備であ

る。セメントの品質を維持し、また二次

汚染を防止するために、資格認定・技術

標準の早期確立を要望したい。
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６．鉄鋼
中国政府は、08年の国際的な金融・経済危機の

発生を受け、いち早く4兆元規模の内需拡大策及
び一連の景気テコ入れ策を打ちだし、09年におい
ては、鉄道・道路・基礎インフラ設備建設を中心
とした投資拡大策や自動車・家電製品など消費刺
激促進等により、中国国内の鉄鋼需要は大幅に喚
起され、粗鋼生産も年央以降急激に拡大、通年で
約5.7億トンに達した。

一方、中国鉄鋼業が長きに亘り抱えている能

力過剰、産業集中度の向上、企業再編・統合の加

速、鉄鉱石の過剰輸入と貿易秩序の混乱などの問

題について、中国政府は09年3月、「鉄鋼産業調

整・振興規劃（2009-2011）」（国発〔2009〕

6号）を正式公布し、企業再編の加速、競争力の

強化と鉄鋼大国から鉄鋼強国への転換推進の指針

を示し、「立ち遅れた老朽設備の淘汰並びに能力

削減目標、淘汰促進」に関する政府方針の通知及

び若干の意見を発表したのに続き、業界を通じ≪

輸入鉄鉱石の秩序と自律に関する公約≫を発表し

た。　

2010年には更に、≪鉄鋼業界再編・統合指導意

見≫、≪立ち遅れた生産設備の淘汰管理弁法≫の

公布にも着手、併せて05年7月に公布した≪鉄鋼

産業発展政策≫の改訂作業を進めていると伝えら

れている。

しかし、旧式設備能力の淘汰の進捗状況にはか

ばかしい進展がみられない上、企業再編の加速や

産業集中度の向上も政府方針とは離れた水準にと

どまっている。そうした状況を踏まえ、09年の回

顧と10年の展望を簡単に取り纏めた。

2009年の回顧
中国政府は「鉄鋼産業調整・振興規劃（2009～

2011年）」において、「09年の粗鋼生産量は、

前年下期に急激に縮小した鉄鋼需要に対応するた

め、前年比8％減の4.6億トン程度とする」との指

針を示した。

しかしながら、中央政府による内需拡大に向け

た一連の経済対策により、固定資産投資の急増を

受け、条鋼類を中心とした建築用鋼材の生産が拡

大し、家電下郷、自動車下郷などの政策効果も鋼

板類に対し、需要喚起をもたらした。また、鋼材

輸出も年後半より徐々に持ち直したことから、粗

鋼生産は、月毎に回復の趨勢を強め、09年の生産

量は前年比12.9％増の5億6,803万トン（国家統計

局2010年2月25日修正発表値）と年初の政府目標

を1億トン上回った。

中国の粗鋼生産と世界に占めるシェア

出所：国家統計局他

出所：WSA

世界鉄鋼協会（WSA）によると、2009年の世

界の粗鋼生産実績（主要100カ国・地域）は前年
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比8.0％減、1億674万トン減の12.2億トンと、2

年連続で前年割れとなった。うち、中国が占める

シェアは、47％（08年：38％）と前年から9ポイ

ント上昇し、96年以降、14年連続で世界最大の粗

鋼生産大国の地位を占めている。

国内メーカー上位5社の全国粗鋼生産に占める

シェアをみると、2009年は29.1％と、08年（当

時28.6％）に比べ僅か0.5ポイントの上昇にとどま

り、≪鉄鋼産業調整・振興規劃（2009-2011）≫

における「2011年末までに上位5社の粗鋼シェア

45％以上」の目標には依然大きな開きがある。

一方、生産量1億トンを超える小規模・零細

メーカーグループ（統計補足不可）は、固定資産

投資の急激な拡大を背景に高水準の生産を維持

し、なおも全国粗鋼生産に占めるシェアは2割弱

を占めている。再編・統合による産業集中度の向

上と併せて、これら小規模企業を中心とした立ち

遅れた旧式生産能力の淘汰の進展が注目される。

09年粗鋼生産トップ10企業及び企業シェア

順位 企業名 08年	
累計

09年	
累計

前年比
（％）

1	

河北鉄鋼集団 3,457.8	 4,023.9 16.4%
唐山鋼鉄 1,608.8 1,703.9 5.9%
邯鋼集団 608.6 956.4 57.1%
宣化鋼鉄 560.1 557.0	 ▲0.6%
承徳鋼鉄 557.0 246.5 ▲55.7%
舞陽鋼鉄 246.5 560.1 127.2%

2	

宝鋼集団 3,544.3 3,886.5 9.7%
八一鋼鉄 484.0 540.4 11.7%
広東韶鋼 407.1 422.7 3.8%
広州鋼鉄 323.1 250.4 ▲22.5%
寧波鋼鉄 280.9 287.4 2.3%

3	

武鋼集団 2,773.4 3,034.5 9.4%
武漢鋼鉄 1,396.2 1,369.4 ▲1.9%
昆明鋼鉄 502.8 573.4 14.0%
鄂城鋼鉄 243.0 256.8 5.7%
柳州鋼鉄 609.3 818.4 34.3%

4	
鞍本集団 2,343.9 2,918.3 24.5%
鞍山鋼鉄 1,603.8 2,012.7 25.5%
本渓鋼鉄 740.2 905.6 22.3%

5	

江蘇沙鋼集団 2,467.2 2,638.6 6.9%
沙鋼集団 1,461.4 1,571.4 7.5%
淮鋼特殊鋼 331.2 379.9 14.7%
永鋼集団 412.3 443.0 7.4%
鑫瑞特殊鋼 125.5 103.5 ▲17.5%
江蘇錫興 136.9 140.8 2.8%

上位5社計（2千万トン規模）
（全国に占めるウェイト）

14,586.6
(29.0%)

16,501.8
(29.1%)

13.1%
(+0.1P)

6

山東鉄鋼集団 2,184.1	 2,131.0 ▲2.4%
済南鋼鉄 1,121.3	 1,050.1 ▲6.3%
莱蕪鋼鉄 1,062.8	 1,038.3 ▲2.3%
張店鋼鉄 n.a. 42.7 n.a.

7

首鋼集団 1,787.2 1,728.9 ▲3.3%
首都鋼鉄 1,219.3 1,188.0 ▲2.6%
水城鋼鉄 307.0 319.0 3.9%
貴陽特殊鋼 29.6 14.7 ▲50.3%
長治鋼鉄 231.4 207.2 ▲10.5%

8

新武安集団 1,306.9 1,671.1 27.9%
東山冶金 63.9 78.0 22.1%
文豊鋼鉄 300.9 304.1 1.1%
新金鋼鉄 241.3 263.1 9.0%
文安鋼鉄 101.4 148.9 46.8%

9	 馬鞍山鋼鉄 1,503.9 1,482.6 ▲1.4%

10

華菱集団 1,125.7 1,181.1 4.9%
湘潭鋼鉄 555.4 580.8 4.6%
漣源鋼鉄 401.8 447.0 11.2%
衡陽鋼管 112.3 109.3 ▲2.7%
江蘇錫鋼 56.2	 44.0 ▲21.7%

上位10社計（1千万トン規模）
（全国に占めるウェイト)

22,494.4
(44.7%)

24,696.5
(43.5%)

9.8%
(▲1.2P	)

上位60社計
（全国に占めるウェイト）

39,076.6
(77.7%)

46,243.4
(81.4%)

18.3%
(+3.7P)

その他（不詳分）
（全国に占めるウェイト）

11,236.3
(22.3%)

10,559.9
(18.6%)

▲6.0%
(▲3.7P	)

全国粗鋼生産　　合計 50,312.9 56,803.3 12.9%

出所：My	Steel	Com、国家統計局
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粗鋼生産シェア

注：順位は09年実績に基づく。企業（集団）区分は09
年の再編統合結果に基づくものであり、表中にある08
年累計の各企業（集団）の構成、規模別の生産実績、ウ
ェイトは必ずしも当時の実態を反映しているものではな
い。（08年当時の上位10社シェアは42.6%）

2009年の鋼材需給をみると、半製品を除く輸

出は前年比58.5％、3,465万トン減の2,460万トン

と、05年（2,052万トン）以来の低水準となり、2

年連続で前年を下回った。

一方、半製品を除く輸入は前年比14.3％、220

万トン増の1,763万トンとなり、6年振りに前年

を上回った。内需（生産+輸入-輸出＝見掛消費）

は、条鋼類（前年比29.8％増の約3.3億トン）、鋼

板類（同23.0％増の約3億トン）が数量で全体を

牽引、鋼管類（同26.6％増の約5千万トン）も高

い伸びを維持したことから、全鋼材見掛消費は、

前年比23.0％増の6億8,929万トンと大幅に増加し

た。また、鋼管類の国産化率が08年（97％）より

2ポイント上昇し、国産材による輸入代替の動き

に進展がみられた。

中国の鋼材輸出入推移（半製品除く）

出所：国家統計局

中国の鉄鋼内需構成

これまで世界最大の純輸出国であった中国の鉄

鋼輸出は、外需の著しい萎縮により空前の厳しい

落ち込みを示したが、世界的な保護貿易主義の兆

しから、一部鉄鋼製品については、欧米のほか、

アジア・中米等からも中国鉄鋼製品に対するAD/

CVD提訴・決定が相次いだ。一方、中国も米国・

ロシア製方向性電磁鋼板に対し、AD/CVD提訴を

行った。

世界経済の減速により08年央以降鋼材輸出が急

激に減少したことを受け、09年には一連の輸出奨

励策（一部鉄鋼製品に対する輸出増値税還付率の

引上げ及び輸出関税引き下げ、フェロアロイを除

く鉄鋼製品に対する輸出許可証管理を撤廃）を実

施した。中国の鉄鋼輸出は、年央以降は回復傾向
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を辿っており、中国の鉄鋼輸出を巡る今後の動向

が注目される。

世界粗鋼シェアの5割弱を占める中国にとっ

て、鉄鋼原料の安定的確保が重要な課題となって

いる。スクラップの不足や電力価格の上昇等によ

り、中国の鉄鋼業界は鉄鉱石とコークスを原料と

する高炉一貫製法が全体の80％以上を占めてい

る。鉄鉱石については、その輸入規模は主要製鉄

諸国・地区（米国・EU5カ国・日本・韓国・台湾

地区）の合計を凌ぎ世界最大で、09年は鉄鉱石海

外貿易量の60％以上を占めたものと見られてい

る。2009年の鉄鉱石需給をみると、国内生産量

（原鉱ベース、前年比8.9％増の8.8億トン、品位

30％程度）が前年比8千万トンの増加にとどまっ

た一方、輸入（同41.6％増の6.3億トン）は同1.8

億トン増と大幅に増加し、輸入量及び増加幅は

過去最高を更新した。需要を上回る過剰輸入によ

り、鉄鉱石港湾在庫は高原状態で推移し、貿易秩

序の混乱がみられた。

一方で、中国企業は、華菱集団、鞍鋼集団、武

鋼集団、包鋼集団、重鋼集団（鉱産開発投資有限

公司）、宝鋼集団が、オーストラリア、カナダ、

ブラジル等海外での鉄鉱石投資拡大を重ね、鉄鉱

石輸入権益を拡大した。

一般炭を含む原炭の状況をみると、国内生産が

前年比12.7％増の29.6億トンにとどまる一方、輸

入は鉄鋼、電力などの需要増を背景に同3.1倍の

1.2億トンと激増した。鉄スクラップ輸入も、同

3.8倍の1,369万トンと大幅に増加した。

鉄鋼業の構造調整については、中国政府は≪鉄

鋼産業調整・振興規劃（2009	–	2010）≫におい

て、①2010年末までに300m3以下の高炉製銑能力

5,340万トン、20トン以下の転炉・電炉の製鋼能

力320万トンを淘汰し、②2011年までに400m3以

下の高炉製銑能力7,200万トン、30トン以下の転

炉・電炉の製鋼能力2,500万トンを淘汰する、と

の指針を示した。更に、工業・情報化部は11月、

2009年の各地方別淘汰設備は、製銑能力2,113万

トン（当初目標1,000万トン）、製鋼能力1,691

万トン（同600万トン）との通知を出し、各鉄鋼

企業は旧式生産能力の削減に取り組んでいるが、

新規に建設される設備もあり、09年は粗鋼生産

5.7億トンに対して生産能力は約7億トンに達する

など、依然として能力過剰問題は解決されていな

い。

一方、企業の再編・統合の進捗は遅く、今後の

「淘汰と再編」の一層の加速と実現が望まれてい

る。2009年における鉄鋼業界の主な統合・再編状

況は、①宝鋼集団による寧波鋼鉄の買収、②首鋼

による長治鋼鉄との再編・統合、③山東鉄鋼集団

による日照鋼鉄の正式統合等がみられた。

2010年の展望
中国鋼鉄工業協会（CISA）は、2010年理事

（拡大）会議（2010年2月5日）において、2010

年の中国鉄鋼業の見通しと課題について、下記報

告を行っている。

2010年の中国需要

2010年の固定資産投資新規着工事業計画の総投

資額の伸び幅は大幅に縮小するとみられる。2010

年の全社会固定資産投資が20％拡大し、社会消

費財小売総額が16％伸び、輸出が8％拡大した場

合、楽観的に予測すると、2010年の中国国内市場

の粗鋼見掛消費量は2009年比8％～10％増の6億

1,000万～6億2,000万トンになる見通しである。

2010年の鉄鋼貿易

鋼材輸入については、中国の自動車・家電等の

業界の薄板需要が増加して、輸入数量増加をもた

らし市場競争が激化する可能性がある。2009年

の普通冷延薄板コイル（0.5～1.0mm）の輸入量

は前年比で107万トン、78.6％増の243万トンで

あった。

既存の市場シェア安定を図ると同時に、外資又

は合弁企業の国産鋼材使用比率の拡大に努めなけ

ればならない。鋼材輸出については、適度な数量

を維持することは国内市場の安定に繋がる。2009
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年の業績を踏まえ、現行の市場に占める輸出の比

率・数量を縮小しないという前提の下で、条件の

整った企業は更に輸出比率を拡大すると共に、も

う一方では市場の新規開拓に努め、鋼材輸出量を

回復しなければならない。

2010年の鉄鋼生産

鉄鋼メーカーの多くは2010年に増産計画を持っ

ており、一層の「需給矛盾」が深まる懸念があ

る。資源・エネルギー環境の制約、国際貿易保護

主義の影響の深刻化、マクロ情勢の影響及び社会

在庫等の不確定要素の影響等に鑑み、2010年の粗

鋼生産量は前年比6.2％増の6億トン前後と予想さ

れる。

日中関係
2009年の日本と中国の鉄鋼貿易関係をみると、

中国は日本にとって、単一国では韓国に次ぐ第2

位の輸出先（全鉄鋼ベース）となった。また、中

国にとっても、日本（中国から見た輸入シェア

23％）は最大の供給国となったが、シェアは前年

より17ポイント下落した。2009年における日本

からの中国向け鉄鋼輸出は、自動車・家電などが

好調に推移した亜鉛めっき、冷延鋼板類、熱延広

幅帯鋼が数量的には上位の品種となったが、前年

比では亜鉛めっきは3割減、冷延鋼板類は16％減

と減少した。熱延広幅帯鋼は2.7倍の増加となっ

た。一方、中国鋼材生産の拡大を受け、銑鉄（前

年比303倍）、半製品（同4.9倍）が急増した他、

鉄道を含むインフラ投資の増加を背景に、鋼矢

板（同3.7倍）、軌条（同19倍）が大幅に増加し

た。その他の多くの品種は前年を大きく下回り、

全体では前年比3.3％減の702万トン（香港向け含

む）と前年割れに転じた。

一方、中国の入関実績からみた日本からの輸

入も、銑鉄、フェロアロイ、鋼塊・半製品、鋼矢

板、熱延広幅帯鋼を除く、各製品は全年を下回

り、前年比3.3％減の700万トン（香港経由分含

む）と前年比マイナスとなった。また、中国の銑

鉄・フェロアロイを含む日本向け全鉄鋼輸出（前

年比51.5％減の110万トン）は前年比で半減し、2

年連続の減少となった。品種別にみると、銑鉄、

亜鉛めっき鋼板が微増した反面、フェロアロイ

（前年比67％減の38万トン）、形鋼（同80％減

の1万トン）、厚中板（（同79％減の2万トン）、

熱延広幅帯鋼（（同73％減の6万トン）、冷延鋼

板類（同48％減の3万トン）等軒並み減少した。

中国鉄鋼業は設備能力過剰により、鉄鋼輸入は

減少傾向にあるものとみられ、また電磁鋼板、継

目無鋼管など一部高級鋼材についても国産化によ

る輸入代替の動きがみられるものの、2010年は自

動車など日系需要産業の生産拡大が堅調に推移す

れば、日本からの輸出は一定の数量増が期待され

る見込みである。

日中鉄鋼業の交流
日中鉄鋼業間の業界交流では、日本鉄鋼連盟が

中国鉄鋼業界の窓口であるCISAとの情報交換・交

流事業に関する日常的な連絡・調整業務を担当し

た。昨2009年は、第4回日中鉄鋼業環境保全・省

エネ先進技術交流会（3月／於・東京）、第7回

鉄鋼市場・貿易に関する国際会議への鉄連スピー

カーの派遣（3月／於・上海）、日中鉄鋼対話（7

月／於・東京）、中国鋼鉄工業協会（CISA）ミッ

ションとの対話交流（12月／於・東京）、日中鉄

鋼統計に関わる鉄連統計専門委員会のCISA訪問・

交流（2010年1月／於・北京）など日中鉄鋼業界

間の交流活動を実施した。

＜建議＞
①	構造調整：中国政府主導による鉄鋼業の

構造調整について内外の注目が集まって

おり、既に政府方針として示されている

「内需主導型の発展」に基づく、中国鉄

鋼業の将来像について、明確な青写真を

示すことを要望したい。

②	生産：2010年は、鉄鋼生産が更に増加
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し、需給アンバランスの可能性もあると

の懸念が中国鉄鋼業界より表明されてお

り、中国鉄鋼需給の動向が世界に与える

影響が年々大きくなっているなか、「需

給均衡」に向けた一層の取り組みを要望

したい。

③	貿易：国内需給の不均衡により、余剰と

なった鉄鋼製品が「輸出」に振り向けら

れることのないよう、輸出市場の安定と

秩序を維持するという輸出姿勢の保持並

びに2国･地域間対話メカニズムの強化な

どを通じ、「事前に貿易摩擦の芽を摘む

相互努力が必要である」との認識を今後

も共有していくことを要望したい。

④	鉄鉱石：各国の独占禁止法当局による審

査が本格化するなか、鉄鉱石の最大の輸

入国である中国が世界の鉄鋼業界と足並

みを揃えて、鉄鉱石市場の寡占化阻止に

向けた対応を取るよう要望したい。

⑤	環境保全･省エネ：地球温暖化問題に取組

むための国際的協力事業の一環として、

日本と共に環境保全･省エネに関する業界

交流を更に深化させていくことを要望し

たい。

⑥	統計：鉄鋼需給の動向を迅速且つ、的確

に捉え、「需給均衡」に活用するため、

統計･データの拡充･完備に一層の努力を

要望したい。
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７．家電
09年家電市場

2009年の中国国内の電器製品(家電・IT・携帯電
話)の市場規模（小売総額）は、約8,442億元（約
11.4兆円）、前年比6.7%成長。しかし、2007年
の成長率14.2%、2008年の同7.1%に比べ成長率は
鈍化。

品目別では、電器製品市場の約4分の1を占め

る携帯電話の販売が台数ベースでは前年比1.7%増

の微増であったが主力のGSM携帯電話の単価下落

で金額ベースでは、△5.6%の前年割れ、一方IT関

連ではノートPCが前年比＋49.8%、白物家電では

冷蔵庫が同＋29.9%、AV商品では薄型TVが同＋

22.2%と大幅に販売金額が伸びた。

家電製品のカテゴリー別の昨年の四半期毎の販

売推移は、第1QはAV、白物家電、DSC共に前年割

れのスタートであったが、昨年２月より全国で実

施された｢家電下郷｣の影響もあり白物家電は第2Q

より回復。　AV商品は2008年北京オリンピック

特需があった為、上半期は前年同期比で苦戦した

が、第3Qより回復。

商品別では、薄型TV、冷蔵庫、エアコン、洗濯

機等が農村市場での販売増もあり、台数、金額共

に二桁以上伸びた。

特に薄型TVは台数ベースで前年比80.0	%、金

額ベースで同22.2%と大幅に販売を伸ばしたが、

DSC（デジカメ）は金額で前年割れ、DVDプレー

ヤーは台数・金額共に減少した。

2009年品目別市場規模

2009年カテゴリー別市場規模推移

以上グラフ出所：Gfk

09年家電の主な商品別台数成長率

09年家電の主な商品別金額成長率

出所：Gfk

中国電器製品市場規模推移
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AV商品
カラーTV

カラーTVの2009年生産台数は約9,590万台（前

年比6.2%増）、その内輸出は約5,555万台（前年

比11.2%増）。国内販売は約3,450万台（前年比

△3.2%減）、販売金額は約1,312億元（前年比

6.8%増）。その中で薄型TVの生産は7,079万台で

カラーTV全体の73.8%を占め、輸出は約4,096万

台、前年比64.0%増と大きく伸長、薄型化が急速

に進行した。

2009年の全世界の薄型TVの出荷台数は約154

百万台。中国で約46%が生産され、また約16%が

販売されたことになる。中国のTVメーカー協会の

予測する2010年中国でのカラーTVの生産台数は

約1億台、内薄型TVは83百万台（17.2%増）で、

薄型TV比率は83%と更に9ポイント以上アップす

るとの見通しである。

現在、中国国内各地で第8世代の液晶パネル工

場建設が進行中で、将来液晶パネルの国内大量調

達が可能になり、中国への生産集中は更に進行す

る。また生産規模拡大や供給過剰による価格競争

は更に激化し、農村等の新規市場での販売も急速

に伸張するものと予想される。

デジカメ

2009年の国内販売は台数1,118万台（1.2%

増）、金額251億元（前年比△2.5%減）、06年、

07年の急速な市場拡大後、08年より成長が鈍化、

09年初めて金額ベースの販売が減少に転じた。主

にコンパクトカメラの販売減少が原因で、一眼レ

フカメラの販売は増加の傾向。

白物家電
エアコン

2009年のエアコンの国内販売は2,200万台(前

年比23.5%増）、販売金額640億元(前年比19.8%

増）と大きく伸張。各メーカーは上半期に値下げ

等による在庫品の処理を進め、また販売最盛期の

夏の全国各地での猛暑も販売アップに繋がった。

また09年5月開始の中国政府のグリーンプロダク

ト推奨の｢省エネ恵民工程｣の影響や消費者の省エ

ネ・環境意識の高まりにより都市部を中心にイン

バーターエアコン等の省エネタイプの商品の販売

も伸びた。

冷蔵庫

2009年の冷蔵庫の国内販売は2,140万台(前年比

27.5%増)、販売金額563億元(前年比29.9%増）と

白物家電の中で最も大きく販売が伸びた。｢家電下

郷｣での商務部発表の冷蔵庫販売台数は1,561万台

であるが、実際の販売台数は1,000万台前後と推

定される。都市部の販売は台数ベースでは前年割

れであったが、大型化の進行による単価アップで

金額ベースで前年をクリア。

洗濯機

2009年の洗濯機の国内販売は1,892万台(前年比

11.5%増)、販売金額323億元(前年比13.2%増）と

台数及び金額共に二桁の成長。｢家電下郷｣でも、

冷蔵庫、カラーTV、エアコンに次ぐ558万台、62

億元の販売実績。　

2010年家電市場予測
家電販売において政府の｢家電下郷｣等の内需拡

大策の効果は大きく、この政策が2010年以降も継

続実施される事がいち早く発表された。また｢家

電下郷｣の上限価格引上げも実施された事により、

これまでコストが課題で参入できなかった外資系

メーカーには参入の機会であり、また中高級モデ

ルの販売も今後は期待できる。

また｢家電下郷｣により各メーカーが沿岸地区

を中心とした都市部市場重視から、農村市場も重

視するようになり、地方での物流体制、販売網、

サービス体制の整備と拡充が進み、農村部の消費

者へのサービス向上も今後期待される。

主要国内メーカーは既に農村市場向けに落雷、

電圧変動、低高温、防塵等の農村特有の問題に対
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応する商品を開発、投入しており、外資系メー

カーも農村向けモデルの開発に加え、国内メー

カーに比べて遅れている物流、サービス体制と販

売網づくりに積極的に取り組まなければ、｢家電下

郷｣への参入及び今後の農村市場での販売拡大は望

めない。

また販売実績等の正式な発表は無いが、2009年

5月より実施の省エネ製品普及を目的とした｢省エ

ネ恵民工程｣、6月より実施の家電の買い換え促進

を目的とした｢以旧換新｣効果による都市部での内

需拡大と省エネ製品の普及が本年は大いに期待で

きる。

家電下郷

2009年家電下郷商品別販売実績

商品 台数	
（万台）

金額	
（百万元） 構成比

冷蔵庫 1,561 32,016 46.2%
カラーTV 880 14,834 21.4%
エアコン 301 8,085 11.7%
洗濯機 558 6,154 8.9%
パソコン 130 4,349 6.3%
温水器 125 2,553 3.7%
携帯電話 180 1,112 1.6%
電子レンジ 13 81 0.1%
電磁調理器 19 73 0.1%
　計 3,767 69,257 100.0%

出所：商務部家電下郷情報管理システム

2007年12月、3省で試験開始された｢家電下郷｣

は、2008年12月、14省市に拡大、2009年2月よ

り全国での展開となった。商品も冷蔵庫、カラー

TV、洗濯機、携帯電話に加え、エアコン等の商品

が追加された。政府が販売価格の13%を補助、対

象は農民(農村戸籍者)に限定。2010年1月末より

主な商品の上限価格を以下の通りに引き上げ。

冷蔵庫	 2,500元　⇒　4,000元

カラーTV	 3,500元　⇒　7,000元

エアコン	 2,500元　⇒　3,500元

洗濯機	 2,000元　⇒　3,500元

この上限価格は大画面薄型TV、3ドア冷蔵庫、

ドラム式全自動洗濯機が購入できるレベルであ

り、今後は中高級モデルの販売も期待される。

省エネ恵民工程

省エネ製品普及のためにエネルギー効率の優れ

た1級、2級のエアコンに対して、政府がメーカー

に300～850元を補助する制度で、昨年5月から実

施された。冷蔵庫は2010年5月、洗濯機は同じく

9月から実施の予定。薄型TVの省エネ国家標準は

2010年3月に決定され、商品への表記が義務化さ

れる予定。今後、他の商品の省エネ基準も決定さ

れ、実施商品の拡大が期待される。

以旧換新

対象商品はテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン

及びパソコン、2009年8月より北京、天津、上

海、広州、福州、長沙の6都市と江蘇、浙江、山

東の3省で開始。買い換えに際し、新しく購入す

る商品の小売価格の10%を超えない範囲の補助と

旧家電回収費用の一部を政府が補助する制度。

2009年中国政府の積極的内需拡大策もあり国内

市場は回復したが、欧米向けを中心とする輸出の

大きな成長はまだ期待できない。2010年も政府の

内需拡大策を有効に活用し、商品開発と新規市場

開拓等の自助努力が重要。

沿海都市部では、好調な経済にも支えられ買い

換え需要を中心とした中高級機種や省エネ対応商

品の需要も期待できる。　

今後メーカーにとっては、中国の多様化する

ニーズに合わせた商品展開と消費地生産を考慮し

た生産拠点再配置が課題になってくるものと予想

される。

Gfk：今回の需要推定と将来予測については、

Gfkからのデータを使用した。Gfkはグローバル

に販売店サンプリング調査を実施し、市場規模の

推計やトレンドを予測するマーケティング調査会

社。該社の発表データは全世界の家電業界では広

く活用されている。
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＜建議＞
①	企業の中には、製品（完成品）製造に必

要な技術援助契約を日本の親会社と締結

し、親会社にロイヤリティや特許ライセ

ンス料を支払っている企業がある。これ

ら企業は、親会社から製品製造に必要な

部品、材料等を購入しているが、一部地

域の税関は、輸入貨物の課税価格にロイ

ヤリティや特許ライセンス料を加算し、

その加算価格に基づき関税、増値税の追

加納税を要求している。これでは二重取

りとなることから、税関による健全な対

応を要望したい。

②	環境配慮製品の市場シェア拡大のため、

税制優遇措置、補助金、国民への訴求な

ど、必要な制度・政策の整備を要望す

る。併せて、消費者が商品を購入する

際、環境配慮製品を選択しやすくするた

め、測定方法や情報開示制度などの制度

整備を要望したい。

③	環境・省エネ分野における立法活動に関

する情報公開の徹底と法解釈の明確化を

要望したい。例えば、製品リサイクル法

（廃旧家電回収処理管理弁法）の実施細

則策定に当たって外資系企業から意見聴

取をする機会を設けていただきたい。

④消費者への品質情報、トラブル事例の情

報提供については、法律的根拠、技術的

根拠を明確にしたうえで行われるよう要

望したい。クレーム実態だけでの情報提

供は、状況によっては、消費者に無用な

誤解を招く恐れがあり、また企業にとっ

ては、ブランド全体に関わるリスクとな

り、かつ、他方同業他社メーカーとの差

別的な取り扱いとなりかねない。是非と

も慎重かつ公平な取り扱いをお願いした

い。
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８．事務機器
中国の事務機器業界動向

中国の事務機器市場は、中国経済の目覚しい
発展を反映し堅調に成長し続けている。オフィス
で使用される複写機やプリンタを中心とする事務
機器は、中国市場の急発展を象徴する「建設ラッ
シュ」ともリンクし、オフィスの数の増加ととも
に、事務機器市場も成長を遂げてきたと言っても
よい。また一方で、PCの家庭への普及や、個人消
費を支える購買力の増加を反映し、事務機器は、
オフィスのみならず家庭への普及も進んでいる。

また、事務機器市場は台数の増加を遂げる一方

で、事務機器の製品としての発展も過去10年に

大きな変遷を遂げてきた。複写機やプリンタに代

表される出力機器は、単機能製品から、多機能製

品へと進化してきている。従来の複写機やプリン

タは、プリント、コピー機能のみならず、その両

方の機能を標準装備したり、さらにはスキャン、

FAX機能などを搭載できるようになったりと、

「複合機」や「一体机」（MFP：Multi-Function-

Printerの意味）などの言葉も大衆に受け入れられ

るようになってきた。現在、事務機市場は、単機

能モデルと、多機能モデルの両方が併存している

市場だといえる。また、機能のみならず、技術的

な発展も多く見られ、オフィスのネットワーク環

境につながるネットワーク化や、モノクロ出力の

みならず、カラー出力もできるようになるカラー

化などは、昨今の事務機市場における主要な技術

的変革だったと考えられる。

堅調な成長を遂げてきた事務機市場であるが、

2008年下期より深刻化した世界同時不況は、この

市場にも影を落とした。2008年下期から2009年

上期にかけては、市場全体として成長の鈍化がみ

られ、また、一部の製品群については、前年比を

下回るマイナス成長を示す市場もあった。

その傾向を地域別に見ると、輸出産業を中心と

して経済成長を支えてきた中国沿岸部への影響は

大きい。事務機器購買計画を見直す企業も増え、

購買の延期や取り消し、購買予算の削減など、購

買に関する経費削減のみならず、出力枚数制限

や、カラー出力制限等、メンテナンスや使用に関

する経費削減の傾向も見られた。

一方で、中国内陸部は、従来内需で支えられ

てきた地域であり、世界不況の影響は少なく、か

つ、世界不況後、政府が発表した経済振興策を始

めとする経済拡大政策が、内需を拡大したこと

で、購買力や購買機会が増大、結果として事務機

市場も拡大を示している。

2009年下期からは、中国GDPの回復にともなっ

て、事務機市場の成長鈍化も回復し始めた。回復

のスピードは、コンシューマ主体の製品に比べる

と遅い傾向にあり、個人消費の回復の後に、固定

資産投資等を始めとする企業の消費の回復が完了

していくと考えられる。事務機市場2009年全体

としては、内陸での内需拡大や、不況からの回復

等、プラス要因が全体市場を牽引し、拡大、成長

を示している。

今後の事務機器市場におけるキーワードの一部

は「環境性能」と「消耗品」と言えるだろう。他

の商品同様、事務機器にも環境性能が求められて

おり、その流れは中国においても例外ではない。

中国当局は矢継ぎ早に省エネルギーや商品回収

（リサイクル）に関する法規や認証制度の作成を

急いでいる。事務機器メーカーにとっては販売を

継続する必要条件になると共に、環境性能の優劣

が売上をも左右しかねない状況になりつつある。

出力機器メーカーの大部分にとって、本体より

価格競争の緩やかな消耗品は重要な商品である。

中国市場は他地域に比べて代替消耗品（出力機器

メーカー製以外の消耗品）の比率が高く、官公庁

を含めた消費者の多くが廉価な代替消耗品を選択

する割合も多い。しかしながら、一部の代替消耗

品は品質上の問題から、出力機器の不調の原因と

なるケースも少なくない。

また、中国市場においては未だに模倣偽造品が

少なくない。最近は一瞥しただけでは分からない

巧妙な製品も多くなり、中国の純粋な消費者が本
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物と間違えて購入する危険性が高い。劣悪な出力

画像品質のみならず、事務機器本体の故障を招く

など中国の消費者の財産をも損ねている。

問題点
通関基準の統一化

同じ製品を複数の税関で輸入する場合、申告税

関毎にHS	CODEの分類の確認が必要とされてい

る。また、ルーリングを行ってもその税関でしか

有効とならず、属人的な判断も多い。

税関の税収目標額設定の廃止

税収が目標額に達すると増値税、関税の翌年へ

の繰り延べ払いを要求されている。逆に税収が目

標額に足りていないと、輸入者にとっては不合理

と思われる指摘をされるケースが少なくない。

使用実態に即した税区分け

中国の一般的なオフィスや家庭で使用されてい

るプリンタ（実売価格2,000人民元前後）であっ

ても、A3サイズ以上の出力が可能というだけで印

刷所が使用する「印刷機」と同類とされ、高率の

関税が課せられている。また、一般オフィスで使

用される「複合機」については、その定義が不明

確で、複数の税関での見解が異なり、ルーリング

にも時間がかかる上、使用実態とはかけ離れた税

区分にされるケースが少なくない。

水貨品の取り締まり強化

中国の電圧に合致しておらず、中国語の取扱説

明書も同梱されていない水貨品（並行輸入品）の

氾濫により、正規品購入を希望する健全な中国の

消費者の権益が損なわれている。各社のブランド

イメージにもマイナスである。

模倣品（消耗品）の取り締まり強化 
（当局による自発的な摘発）

行政・公安当局に摘発に動いてもらうため、企

業側が模倣品業者の事前調査や証拠の提出を行っ

ている。

当局として刑法、商標、製品品質管理法違反者

の調査・摘発を自発的且つ積極的に行っていただ

きたい。当局が摘発した結果としての押収物の鑑

定には、企業側として協力を惜しまない。

模倣品（消耗品）の取り締まり強化 
（インターネット販売）

WEBサイト上でのB2B、B2C取引が、模倣品の

取引に活用されているケースが増え続けている。

インターネット取引は中国国内のみならず、世界

各国との取引にも用いられ、中国発の模倣品の輸

出に拍車をかけている。

B2Bサイト、B2Cサイト等販売の場を提供して

いる運営業者に対し、出店している各販売業者が

取り扱う製品が模倣品等違法でないことを定期的

に確認させ、当局に報告、且つ偽造品を売ったこ

とがある業者の営業継続を認めた場合、運営業者

側の責任も追及できるよう、運営業者側の管理責

任を明確にするための法律整備と当局の管理対応

が必要となっている。

模倣品（消耗品）の取り締まり強化 
（再犯への対策）

模倣品業者は、行政当局の摘発を一度受けた後

も、場所を変え、店舗名を変える等して再犯する

場合が非常に多い。模倣品業者を摘発した場合、

没収・罰金のみならず、営業許可を取り消す・経

営者個人の責任も追及する等の断固たる対応が必

要である。

模倣品（消耗品）の取り締まり強化 
（製造業者の処罰）

模倣品の製造・販売は、複数の業者が分業・連

携して行っているケースが多い。

非侵害の製品部品の製造・販売業者であったと

しても、販売先がそれら部品を用いて模倣品に仕

立て販売していることを認識していた場合には、

実際に模倣品を販売していた業者のみならず、上

流の製造業者にも罰則が適用されやすくなるよ

う、法律の整備・明確化が必要である。

模倣品（消耗品）の取り締まり強化 
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（電脳城・市場管理者の責任の明確化）

電脳城には数多くの店舗が出店しており、中に

は模倣品を扱う業者が紛れ込んでいる。

その場合、これら模倣品業者だけでなく、市場

管理者としての電脳城側に対しても当局が指導、

罰則を与えられるよう法の整備が必要である。

中国特有の「製品標準」の撤廃及び改変

国家標準・業界標準などの数が非常に多く、場

合によっては標準間の矛盾もある。（例：液晶プ

ロジェクターでは①IT系②AV系③教育系と異なる

3つの標準が存在する）

また、適用範囲が不明確な標準があり、どう対

応すべきか判断が難しいこともある。（例：消費

品使用説明の標準GB5296.2-2008の適用範囲）

更に、一部標準の中の数値は基準というより目標

値・理想値のように高いものもあり、現実の技

術、生産技術の発展状況をしっかり理解していた

だきたい。安全規格の運用面においても、強制標

準ではなく推奨標準だったにもかかわらず、市場

抜取り検査における判断基準になったケースもあ

る。これらの製品標準及び運用の混乱は、新商品

開発・自由競争・新規参入を妨げるもので、非関

税障壁の一種とも言える。「製品標準」は中国の

消費者の権益を守るものであると同時に、本来の

目的である世界的標準に準拠した「製品の安全」

「環境」「健康被害の防止」、あるいは「公正な

競争」目的に限られるべきである。

標準化に関する参加費用、 
許認可に関する試験費用の低減

類似する標準が濫立し、関係する標準に全て参

加することは現実的に出来なくなっている。

多くの場合、標準化研究所はテストセンターも

兼務しており、標準を作成後、テスト請負が新た

なビジネスとして存在する事が理由とも考えられ

る。また、長時間の拘束に加え、高額な標準作成

グループ参加費用の負担も膨大で、メーカー新規

参入、自由競争の妨げになっている。関係団体へ

の指導を通して内容が重複する標準を整理し、認

証・製品試験等の負担を軽減するなどの措置が求

められる。

一部の工商管理局等からの不合理な要求

法規に則した販売促進活動に対して、一部の地

方の工商管理局等がメーカーにとっては不合理と

思われる言いがかりをつけ、罰金と称して金銭を

要求することがある。これらに対して中央政府は

十分な管理監督を行っていない。最終的に支払い

を行わなかったとしても、顧問弁護士を含め、対

応する時間と費用の負担が大きい。地方の工商管

理局等への指導も含め、法規に則した行政管理が

求められる。

ATAカルネの使用

中国では、企業が単独で開催する展示会用の

一時輸入品について、現状ではATAカルネの使

用が認められていない。国際慣習にあった対応

を求める。

WTOルールへの準拠

WTOのルールに反して、HS2007適用後に税率

が上げられた品目がある。これについては是正が

必要である。

＜建議＞
①	通関基準の統一化：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に対し、統一的運用

の指示を要望したい。

②	税関の税収目標額設定の廃止：関税は規

程に従って課税されるもので、税収は税

関が管理すべきものでも管理できるもの

でもない。税収の目標設定は性質にそぐ

わない。早急な改善を要望したい。

③	使用実態に即した関税区分けおよび中国

全土での統一基準の運用を要望したい

④	正規ルートを通らずに違法に輸入される
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水貨品（並行輸入品）への取り締まり強

化を要望したい。

⑤	インクカートリッジ等の消耗品の模倣品

（消耗品）に対する当局による自発的

な摘発、取り締まりの強化を要望した

い。

⑥	インターネット販売における消耗品（模

倣品）の取り締まり、罰則の強化を要望

したい。具体的にはサイト運営業者に対

し、取扱商品の合法性の定期的な確認お

よび当局への報告の実施。また、模倣品

を販売した運営業者に対する管理責任を

明確にする法整備および当局の管理強化

を要望したい。

⑦	消耗品（模倣品）業者の再犯に対し、営

業許可の取り消し、経営者の責任追及な

ど、断固たる対応を要望したい。

⑧	消耗品（模倣品）製造にかかわる川上業

者への取り締まり、罰則の強化を要望し

たい。

⑨	プリンターなどの販売業者に対しても、

消耗品（模倣品）を取り扱った場合の罰

則強化を要望したい。

⑩	国家標準・業界標準などの数が非常に多

く、場合によっては標準間の矛盾もあ

る。こうしたことは、中国特有のもので

あり、撤廃及び改変を要望したい。

⑪	標準化に関する参加費用、許認可に関す

る試験費用の低減を要望したい。

⑫	地方工商管理局間で法制度の解釈が不統

一である。中央政府の管理強化を要望し

たい。

⑬	企業が単独で開催する展示会用の輸入品

に対し、国際慣習に合わせ、ATAカルネ

の使用を認めるよう要望したい。
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９．電子部品・デバイス
中国半導体市場状況

中国半導体市場は世界全体の動向と軌を同じく
し、2009年は前年比マイナス成長となった(図1)。

図1：世界/半導体市場規模（単位：10億米ドル）

出典：iSuppli

半導体を含む電子部品・デバイスはPC、家電、

携帯電話などの電子機器に使われるが、これらは

世界需要の生産の多くを中国で引受けているため

世界全体の動向と密接にリンクしている。しか

し、輸出の不調を底堅い中国国内需要が補う形

で、世界全体が12%減だったのに対して1.4%減に

留まった。「家電下郷」などの政府の需要振興策

もさることながら、都市部だけでなく、農村部で

の所得向上により幅広い電気製品が購入された。

09年は前半内需主導、後半輸出が回復し、夏

場以降ほとんどの電子部品・デバイスは品不足に

陥っている。これも世界全体の動向に連動してお

り、08年後半から09年にかけてリストラ、新規設

備投資が抑制されたためにサプライヤー側の供給

能力が上がっておらず、この状況は2010年も継続

する。機器別ではPCが好調。テレビ、家電は数年

前から世界の製造基地となっている。携帯電話は

山塞機といわれる地場メーカー生産ノーブランド

品が世界市場を席巻している。

携帯やデジタル機器は台湾を中心とする設計会

社が提供する基本設計に基づき製品化される傾向

が強まっており、参入が容易なために競争が激し

く部品価格下落を加速させている。

2010年は2009年比高成長が見込まれるが上記

供給能力不足は深刻で、大手の不採算品からの撤

退の流れもあり、中国地場メーカーが今後低価格

品でのシェアを急速に上げて行くと予想される。

中国では地方政府中心に半導体産業振興を図っ

ている。最先端は投資額が巨額で技術革新スピー

ドが速いために成果が出にくいが、家電向け汎用

品では年々生産量を増やしてきている。新たな半

導体産業奨励策を中央が作成中で、10年度中に公

布される見通し。

　

中国市場における問題点
物流リードタイム短縮

（現状）

外資系電子部品・デバイスメーカーは直接、間

接(代理店経由)併せ80%以上は香港を物流拠点と

している。少数の会社は上海に倉庫を持ち出荷し

ているが、その他の地域では特定顧客向けに在庫

を保有しVMIなどのサービスを行っているのみ。

上海、深圳など中国大陸に拠点を持つ動きがない。

その理由は中国では物流手続きが煩雑でリード

タイムが長いためである。電子部品の顧客＝メー

カーは中国国内向けに比べて加工輸出の割合が平

均的には高い。外資企業の場合大半が輸出。輸出

企業は保税で電子部品を購入する。これに対応し

て、中国内に在庫拠点を持つ販売会社は保税区に

倉庫を持ち、主に手冊(保税輸出入台帳)や保税区

内移動による販売を行う。

そのため上海に航空便で部品を輸入し保税区経

由保税販売する場合最低でも、(入庫＝フライトか

ら倉庫着)2日＋(出庫＝保税倉庫発から顧客着)3日

＝5日かかる。保税区を出入りする輸入輸出で通

関が2度あるためである。また、原則土日など政

府休日の通関業務は行われない。

これに対してフリーポートである香港は24時間

体制で荷捌きが行われ、緊急であれば上海で上記

5日かかるところ香港では1日でも可能。香港発着



210

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

フライトも多い。広東省の転廠業務も香港から行

うことができる。

（課題）

例えばPCの「発注―組立―納入」リードタイム

は4-5日であり、中国の保税物流体制は市場要求に

合っていない。顧客は工場に近接した在庫保持を

求めているが現状難点が多い。物流業務簡素化、

リードタイム短縮が必要。

情報セキュリティ・機密保持

（現状）

電子部品・デバイスのノウハウはソフトとして

各製品に組込まれている。ソフトであるために複

製、転送が容易である。また、価格、品質情報も

昨今はデータ形式で保存しやり取りしている。その

ために機密情報を持ち出すことが容易にできる。

情報セキュリティ保持のために一義的には企業

側でITシステム整備、従業員教育を行い個別に対

処しているが、この方面での法的規制が厳しくな

いために効果が限定されている。

（課題）

機密情報漏洩に対する規制が不十分であり、電

子産業では転職が頻繁に行われるために会社機密

が持ち出される例があるが公的に罰せられること

が少ない。

キャピタルゲインの活用

（現状）

改革開放政策施行以来、中国企業は海外企業

との提携により先端産業の導入を行ってきた。製

造、技術、販売提携の方策の一つが合弁、資本参

加である。直接事業に携わらずに株式購入の形で

資本参加している例もある。提携後10年以上経過

し一定の成果を挙げている会社があるが、目的を

成就したための株式売却、キャピタルゲインを得

ることが容易でない。

売却そのものは可能だが、売却益が人民元であ

るために海外送金には両替が必要。これが容易で

ない。また、国外企業が直接国内に人民元口座を持

つことは非常に困難。売却益は中国内へ再投資する

ことが政府から奨励されているが、日本メーカーは

不動産など本業以外の投資を社内で行わない会社が

大半であり、事業用の資本は別途計画的に調達して

いるために売却益再投資の余地が少ない。

（課題）

合弁企業が上場した場合、株価が上昇し簿価含

み益がキャピタルゲインとして計上されるが、実

際に活用することが難しい。海外の出資元に送金

することも簡単ではない。どのような処理、活用

がどうすればできるのか具体的な指針がはっきり

していない。

＜建議＞
①	保税輸送リードタイム改善への取組みに

関し、以下を要望したい。

・税関の24時間対応

・保税区通関業務簡素化。先出し後通関規

制緩和

②	機密情報保護方針の徹底を要望する。特

に、具体的事例を明示しての規制強化を

要望したい。

③	キャピタルゲイン活用指針の開示を要望

したい。具体的には、中国内での外国法

人キャピタルゲイン活用事例報告、両

替、外貨送金ガイドライン公表、施行を

要望したい。
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10．自動車
2009年における中国自動車産業の動向

2010年1月18日、工業信息化部は、“2009年自
動車工業経済運行報告”を発表。同年の状況を次の
ように総括し、8つのポイントを以って説明して
いる。

「国際金融危機の影響を受け、中国の自動車市

場は08年8月以後マイナス成長に転じた。中央政

府は09年に入り《自動車産業調整・振興計画》に

基づき、内需拡大や構造調整を主とする種々の政

策措置を積極的に講じた。その結果、中国の自動

車産業は通年で生産・販売とも安定的な伸びを示

し、市場需給構造の高度化が図られ、企業の再編

が大いに進展した。また、自主ブランド自動車の

市場シェアが拡大し、メーカーの技術的進歩が図

られた。このほか、農村部における自動車・二輪

車の普及政策、新エネルギー自動車戦略が展開さ

れ、顕著な効果をもたらした。

自動車の生産・販売台数が世界一位に。

自動車市場の成長減速傾向は、2009年2月に

は歯止めがかかり、生産・販売とも漸次回復基調

に転じた。3月には生産・販売量とも月間百万台

以上まで拡大。通年の自動車生産・販売台数は、

1,360万台となり、歴史的にも類を見ない記録的

発展を実現した。

中国汽車工業協会（CAAM）の統計によれば、

中国の2009年における生産・販売台数は、それぞ

れ1,379.1万台（前年比48.3％増）、1,364.5万台

（同46.2％増）となっている。　

国内自動車販売は、かつて2002年にも37％の

目覚しい伸びを示したが、当年の実績をさらに

10ポイントも上回る顕著な伸びとなった。内訳

は、乗用車の生産台数が1,038.4万台（同54.1％

増）、販売台数1,033.1万台（同52.9%増）、商用

車がそれぞれ340.7万台（同33％増）、331.5万

台（同28.4%増）。

四半期別の販売動向を見ると、順に3.6%増、

31.6%増、73.8%増、85.6％増となっており、後

半になるほど成長が加速している様子がうかがわ

れる。とりわけ12月期は、生産が152.5万台、前

年同期比145％増、販売が141.5万台，同92%増と

目覚しい増長を遂げた。

排気量≦1.6ℓの乗用車の市場シェアが大幅に 
拡大し、市場需給構造の高度化が進んだ。

排気量≦1.6ℓの乗用車に対し、購入税の半額

減税策を実施したことが奏功し、同クラス乗用車

の販売台数は719.6万台，前年比71.3%増となり、

乗用車販売総数の69.7％（自動車販売総台数の

52.7%）を占めるに至った。

自主ブランド自動車のシェアが拡大した。

乗用車の販売台数1,033.1万台のうち、自主ブラ

ンド乗用車は、457.7万台で、全体の44.3％を占め

た。セダンについて見ると、販売総数747.3万台の

うち、自主ブランド車は221.7万台で、シェアは前

年より4ポイント増の29.7%となり、シェア第2位の

日系車種を約5ポイント上回った。

“下郷政策”（農村部における自動車・二輪車の普及
を推進する政策）を通じ、百万戸の農民が優遇策
を享受し、農村・農民の生活条件改善が進んだ。

財政部・工業信息化部は、全国258社の自動

車・二輪車メーカーが生産する自動車6,300車

種、二輪車9,200車種を政策対象として選定。09

年12月末までに合計自動車167万台、二輪車416

万台分に計86.8億元の補助金を投入した。

新エネ自動車モデル工程が始動。 
技術法規の整備が一層進んだ。

24社の自動車メーカーが生産する47車種の新エ

ネ自動車製品が“省エネ・新エネ自動車モデル普

及推進車種目録”中に組み込まれ、工業信息化部

の《車両メーカー・産品公告》を通じて公布さ

れた。

2009年中に策定が終了し、施行された新エネ自

動車関連標準総数は39本を数え、新エネ自動車技

術標準体系の基本的枠組み形成と測定試験体制の

整備が進んだ。なお策定作業が行われているもの
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として、純電動乗用車技術条件など23項目がある

が、これらのうち一部は関連部局による審査を通

過している。

自動車メーカーの経営効率の改善が進み、 
技術レベル・研究開発能力も向上した。

2009年1～11月期、全国の一定規模以上の自動

車メーカーの営業収入額は、28,054.3億元（前年

同期比21%増）、利潤総額1,988.3億元（同52%

増）、利・税総額3,309億元（同45%増）となっ

ている。自動車工業重点メーカー（集団）の累計

利潤総額は、7月以後、前年同期比でプラス成長

に転じ、2008年11月来継続していたマイナス成

長局面から脱却した。

自動車メーカーの再編が大きく進展し、 
産業の集中度が高まった。

2009年の自動車販売台数上位10社（集団）の

合計は、1,189.3万台で、自動車販売総数の87%を

占めた（前年比4ポイント増）。100万台以上を販

売した自動車メーカーは、5社（集団）を数え、

合計販売台数は966.1万台、全体の71.0%を占め

た。

販売台数最多は上海汽車集団の270.6	万台。つ

いで2位から5位まで順に、一汽汽車194.5万台、

東風汽車189.8万台	、長安汽車187.0万台、北京

汽車124.3万台となっている。これら5社の販売台

数合計のシェア71.0％は、前年を9ポイント上回

り、自動車産業の集中度が一歩高まったことを示

している。

再編の具体的事例としては、広州汽車集団と湖

南省長豊汽車集団間の株券譲渡協議締結（5月21

日）、中国兵器装備集団と中国航空工業集団間の

中国長安汽車集団再編協議（11月10日）がある。

自動車の輸出は前年比で半減するも、 
下半期には漸次復調傾向を辿った。

2009年の中国の完成車輸出台数は、33.2万

台、前年比46%減となった。内訳は、乗用車の輸

出が15.0万台（同57%減）、商用車18.3万台（同

32％減）。　輸出について各四半期の動向を見

ると、それぞれ順に前年同期比61.2%減、55.8%

減、50%減、32.3%減。11月、12月には前年同期

比プラス成長に転じ、08年8月以来続いていたマ

イナス成長局面からの脱出が叶った。

完成車の輸入は、41.9万台（前年比2.7％増）

であった。内訳は、乗用車が40.9万台（3.4％

増）、商用車1.0万台（同19.1％減）となって

いる。

2010年の見通し
中国自動車工業協会（CAAM）では、「2010年

においても中国の自動車産業の発展の妨げとなる

不確定要素が依然数多く存在するものの、同年の

生産台数は1,500万台程度を達成しよう」との見

通しを立てている。　

政策措置としては、前年に引き続き、自動車

業界再編策の推進、国内自主ブランド乗用車の発

展、国内自動車メーカーの海外投資や海外メー

カーの合併奨励、国内自主ブランドによる研究開

発部署設置・販売ネットワーク強化、生産能力過

剰状況の抑制、ハイブリッド車や燃料電池車など

新エネ自動車の開発加速などの施策が講ぜられる

模様。また、上半期には、《自動車産業発展政

策》改訂版が公布される見通し。

＜建議＞ 
①政策策定プロセスの一層の透明化・外

資系メーカーに対する意見提起機会の

設定を要望したい。

・政策内容を問わず、施行に先立ち、政策

方針の前広な公開を要望する。また、パ

ブコメ募集等を通じ、外資系メーカーと

しても意見を言う場の積極的な提供を要

望したい。

・以前と比べて政策制定の過程で数多くの

パブコメ募集が行われるようになったも
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のの、概して募集期限が非常に短く（一

週間足らずのケースも）対応困難なケー

スもある。ケースバイケースながら、

少なくとも２ヶ月程度の時間確保を要

望したい。

②	政策施行のアナウンスから実施まで、十

分なリードタイムの確保を要望したい。

・企業等が対応を講じる上で、時間的余裕

がなく、円滑な措置を取れないケース

がある（ケースバイケースながら、も

のによっては1年～２年以上の期間が必

要）。

③	政策施行時の透明性、公平性確保を要望

したい。

・施行が確定した政策については、地域や

企業主体間で、取り扱い上の不公平が生

じないよう要望したい。

④	企業負担軽減・経営効率向上の観点か

ら、複数部署類似施策に起因する重複的

管理状況の有無の点検を要望する。ま

た、必要に応じた見直し・調整を要望し

たい。

⑤	地方標準策定時には、国家標準との整合

性の十分な配慮を要望したい。

⑥	車両生産・販売にかかる国際基準と中国

国内認証制度・標準などの調和の推進を

要望したい。

⑦	知的財産権侵害問題の有効な解決手立て

の確立を要望したい。

⑧	市場供給燃料の全国的規模での性状改善

に向けた加速推進。燃料性状の実情と調

和の取れた排ガス規制のあり方について

の十分な検討。燃料・排ガス規制標準策

定にかかる自動車メーカー側意見聴取を

要望したい。

⑨	自動車販売関連管理規則の策定につい

て、国際的慣例をも踏まえ、製造・販売

両面意見をバランスよく取り入れること

を要望したい。

⑩	リコール管理制度の厳格な履行に不可欠

な自動車所有者登録情報の公開を要望し

たい。
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11．造船
2009年の中国造船業
船舶生産指標

2009年の中国造船産業は世界的な景気後退の影
響を受け新造船受注量は前年の約45%に減少した
が、これまでの受注残を順調に消化し、過去最高
の竣工量となる新造船を建造した。

中国工業・情報化部によれば、2009年全国船舶

生産指標は、年間の新造船竣工量：4,243万DWT	

（前年比	47％増）、新造船受注量：2,600万DWT	

（前年比55％減）、通算の手持ち工事量：18,817

万DWT	（前年比8％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500万人民元以上の企業）の造船及び造

機企業の合計完成工業総生産額は5,484億元（前

年比28.7%増）となった。

図1：最近6ヵ年の中国造船業の主要生産指標
（単位：万DWT）

出所：中国工業・情報化部

世界造船市場における中国のシェアは表1の

とおり、新造船竣工量34.8％（世界第2位）、新

造船受注量61.6％（世界第1位）、手持ち工事量

38.5％（世界第1位）となった。

世界造船市況

2008年まで、世界の海運市況は続伸を見せ、

2008年の世界全体の商船船腹量は8億3千万総ト

ン、隻数は約10万隻に迫り未曾有の活況を呈し

ていた。これを受けて、造船市場においても受注

量・竣工量ともに増加の一途を辿り、2009年の

世界全体の新造船竣工量は過去最高の12,203万

DWTを記録したが、2008年9月のリーマンショッ

ク以降、海運市況は急激に収縮し、新造船の取引

は世界中でほぼ完全に停滞した（図2「世界の海

上荷動量の推移」参照）。一方で、それまでに各

国造船所が積み上げた手持ち工事量は2009年末で

48,884万DWTとなり市場は大幅な供給過多の状

態に陥っている。

表1：2009年世界造船業の主要生産指標
（単位：万DWT）

韓国 中国 日本 世界

新造船	
竣工量

万DWT 4,378 4,243 2,899 12,203
シェア 35.9％ 34.8％ 23.8％ 100％
修正	

総トン数 1,555 1,523 984 4,872

シェア 31.9％ 31.3％ 20.2％ 100％

新造船	
受注量

万DWT 1,487 2,600 90 4,219
シェア 35.2％ 61.6％ 2.1％ 100％
修正	

総トン数 316 711 17.6 1,149

シェア 27.5％ 61.9％ 1.5％ 100％

手持ち	
工事量

万DWT 17,224 18,817 8,831 48,884
シェア 35.2％ 38.5％ 18.1％ 100％
修正	

総トン数 5,284 5,389 2,322 15,313

シェア 34.5％ 35.2％ 15.2％ 100％
出所：表中の中国のデータは中国統計データで、その他
のデータは英国調査会社クラークソン･リサーチ社の統
計データである。

過剰建造能力

中国当局の発表によれば、上海長興造船基地、

広州龍穴造船基地及び青島海西湾造船基地の三大

造船基地を始め官民挙げて各地で造船施設を積極

的に建設してきた中国の建造能力は既に6,000万

DWTを超えている。

2009年始め「船舶産業の調整と振興計画」を

策定し、向こう3年間新規の建造設備の拡張を行

わない政策措置を取ったが、図1からも明らかに

ように2007年以降新造船受注量は減少してきてお

り、現在の建造能力は明らかに過剰状態である。
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図2：世界の海上荷動量の推移 

出所：Fearnleys“Review”より作成。
　　　08～10年は推定値。

船舶修繕市場

金融危機の影響を受け、2009年中国の船舶修

繕業は低迷した。船舶の修繕数は増加したが一隻

当たりの修繕業務量が激減し、価格が大幅に下降

している。統計データによると、1-11月中国の修

繕船及び解撤船の主要事業収入は520億元（前年

同期比2.6％減）、利潤40.4億元（前年同期比52%

減）であった。

＜建議＞
①	過剰建造能力：現在、世界造船市場は過

剰建造能力の状態にあるため国営・民営

問わず新たな建造施設の建設及び拡大は

行うべきではない。また、供給過多は市

場原理によって調節されるべきであり、

資金提供など特別な助成措置を講じるこ

とは望ましくない。［供給過多に対応する

造船業支援を実施するのであれば、建造

能力の縮小に繋がる政策を行うべき。］具

体的対応を要望したい。

②	「船舶産業の調整と振興計画」措置の徹

底：過去において、地方の民営企業や外

資企業の中には中央政府の方針（外商投

資産業指導目録など）に反し、中央政府

による承認が必要な施設にも拘わらず独

自の判断で建設が行われたケースも見受

けられた。「船舶産業の調整と振興計

画」については、地方の民営船舶企業を

含め統一した措置を取るよう要望した

い。

③	造船市場は世界単一市場であり、世界的

な供給過多の状態においては、造船所同

士の過当な価格競争から低船価受注の状

態を発生させ、ひいては政府助成等の市

場歪曲行為を横行させる恐れがある。そ

のような事態を事前に避けるため、造船

政策に関する国際的な協調の場である

OECD造船部会への中国の参加を希望す

る。公正な競争条件を確立するための枠

組みの検討の推進を要望したい。

④	修繕船舶対応：日本の舶用機器メーカー

は、中国造船企業とともに中国の船舶産

業の発展をサポートしてきている。建造

後20～30年間運航を続ける船舶において

は、建造時の品質のみならず、その後の

船舶の修繕が重要である。日本舶用機器

メーカーは、船舶の修繕について中国修

繕船企業及び中国入港船舶の修繕をサポ

ートしている。一般的に緊急性を伴う船

舶の修繕は同船舶が中国の造船所や港に

入港中の数日間の内に作業を終えなけれ

ばならない。［そのような場合、現在で

は、交換部品、修理用資材などの輸出入

の手続きや保税区での出し入れの手続き

に時間を取られるため中国において船舶

の修繕を行うことが困難になっており、

船主が中国において建造や修繕を行う意

欲を削ぐ要因や修繕業務量の減少の一因

になっていると考えられる。］船舶修繕

に係る部品などの税関手続き等の簡素化

を要望したい。
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第５章 
情報通信業

１．電気通信
電気通信産業の発展状況

2009年、中国の電気通信産業は電気通信業務
総量（注1）が2兆5,680億元となり、前年同期比
14.4％であった。固定資産投資額は、第三世代携
帯電話サービス（3G）関連への投資が積極的に行
われたこともあり3,725億元、前年同期比26.1％
増となった。また、電気通信業務収入は8,424億
元と、前年同期比3.9％増であった。

具体的には、中国電信と中国聯通がこれまで

「無線市内電話（＝固定電話）」の扱いで提供し

ていた小霊通（PHS）のについて、工業･情報化部

が2月に同サービスで使用する1900-1920MHz周波

数の無線システムを2011年末までに引き揚げると

の通達（同サービスの停止決定）を出したことも

あって引き続き減少、これにより固定電話加入数全

体が縮小する傾向が続いている。一方で、2008年

に新体制となった通信キャリアに対しては、1月7

日に待望の3Gライセンスが交付され、各社が携帯

電話サービスの充実に注力する１年となった。

電気通信業務収入の推移（単位：億円）

出所：工業･情報化部資料
　　『2009年全国通信業統計公報』　

注１：電気通信業務総量：中国での通信サービ

ス総量を表す概念で次の式で示される。

サービス単価×実際のサービス量（トラヒック量等）

電話ユーザー数

中国の携帯電話ユーザー数は、前年同期から1

億以上増加し、普及率も8ポイント近く増加してお

り、携帯電話の増加のペースに更に拍車がかかって

いる。また、小霊通（PHS）については、昨年同期

から2,293.7万減少しており、2011年のサービス停

止に向け完全にサービスとしの衰退期に入ってい

る。固定電話についても、小霊通（PHS）の純減分

を省いてもわずかながら減少している。2009年12

月末、中国の固定電話ユーザー数、携帯電話ユー

ザー数及びそれぞれの普及率は以下のとおりであ

る。（日本の数値は2009年6月末数値）

中国	
ユーザー数

中国	
普及率

日本	
ユーザ―数

日本	
普及率

固定電話 3億1,368.8万
(PHS再掲	4599.4万) 23.6％ 4,627万 36.3％

携帯電話 7億4,738.4万 56.3％ 1億1,303万
(PHS再掲	454万) 88.7％

出所：情報産業部資料『2009年12月我国通信業主要指
標完成状況』、総務省報道資料『情報通信主要データ』

ケーブル長

2009年 前年	
同期比 2008年 2007年

光ケーブル長 826.7万
km +22.1％ 676.8万

km
573.7万

km
出所：情報産業部資料『2009年第4季我国通信業主要
通信能力及通信水平分省状況』

インターネット利用者数

中国でのインターネット利用者はここ十年来増

加の一途を辿っている。インターネット利用者総

数は、2009年末で3.84億人となり、2008年に引
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き続き世界首位をキープしている。一方で、普及

率は28.9％と、利用者の拡大に合わせて増加して

いるものの、インターネット先進国に比較して、

まだ低い数値となっている。（日本75.5％、アメ

リカ74.1％、韓国77.3％	.etc	注２）

なお、利用者の構成をみると、ブロードバンド

接続の利用者数が3.46億人に達している。また、

農村部における利用者数は1.07億人と、全イン

ターネット利用者数の27.8％を占めており、農村

部への拡大が利用者の増加を下支えしていること

がわかる。

注2：日本、アメリカ、韓国は2009年9月末

の数値（出所：Internet	World	 Stats“TOP	 20	

COUNTRIES	WITH	THE	HIGHEST	NUMBER	OF	

INTERNET	USERS”）

インターネット利用者数（単位：万人）

出所：工業･情報化部資料『2009年全国通信業統計公報』

インターネットウェブサイト数

ウェブサイト数の増加傾向はインターネットの普

及度合いを測る重要なバロメーターとなるものであ

るが、中国では引き続き増加を続けており、2009年

は323万（対前年36万増）となった。ウィルス感染

の問題も深刻さを増しており、会社のPCからのウェ

ブ閲覧等、引き続き万全の注意が必要である。

一方、ドメイン数については、特に個人登録

するドメイン等について実態のない登録や販売目

的の登録が拡大したこともあり、その対策として

2009年に登録料の値上げや、登録時の必要書類の

追加等が実施された。また、2009年8月以降携帯

電話向けに猥褻コンテンツを配信する違法サービ

スの問題が社会問題化したことで、該当ドメイン

を閉鎖するということもあった。この結果、2009

年末のドメイン数は、1,681万と対前年で2万ほど

減少した。なお、ドメインの構成では、最も多い

のが中国ドメイン（.cn）で1,346万、この減少数

は11万であった。

インターネットウェブサイト数 （単位：万サイト）

出所：CNNIC資料
「第25回中国インターネット発展状況統計報告」

インターネットへのブロードバンド接続

固定端末からのインターネット接続は、既にブ

ロードバンド方式が主流である。全インターネッ

ト利用者の92％が、固定（有線）でインターネッ

トへ接続しており、その中の97.9％がブロードバ

ンド接続と報告されている。なお、このブロード

バンド接続に占めるxDSLサービスの利用は81.5％

となっている。

2006年 2007年 2008年 2009年

ブロード	
バンド

10,400万	
（61.7％）

16,300万	
（56.7％）

27,000万	
（65.6％）

34,598万	
（28.1％）

注３：かっこ内の数字は対前年増加率を示す
出所：CNNIC資料「第25回中国インターネット発展状
況統計報告」

インターネットの利用用途

中国におけるインターネット利用用途とし

ては、利用が多い順に音楽視聴･ダウンロード

83.5％（対前年▲0.2％）、ネット新聞80.1％

（同+1.6％）、情報検索73.3％（同+5.3％）、

チャット70.9％（同▲4.4％）、ネットゲーム

68.9％（同+6.1％）などとなっている。
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また、利用者が増加しているものとしては、

ユーザーの増加率が多い順にネット支払、旅行予

約、ネット株取引、ネットバンキング、ネットシ

ョッピング等となっており、利用者が多い用途の

傾向はこれまでと変わらず娯楽やコミュニケーシ

ョンが中心であるが、ネット取引についてもまだ

規模は小さいものの利用者が拡大していることが

わかる。

出所：CNNIC資料「第25回中国インターネット

発展状況統計報告」

2009年電気通信産業界の主な動き
2009年の中国電気通信業界は、3Gライセンス

の発給に始まり、3G中心に展開されたと言っても

いい。2009年の主要な動きについて以下で振り返

る。

3G関連については、中国移動のTD-SCDMAが

トライアルサービスからライセンス発給を受けて

正式なサービスへ移行したほか、中国電信は「天

翼Surfing」のブランド名で４月より、中国聯通は

「沃wo」のブランド名で５月より、それぞれ地域

限定または「フレンドリーユーザ」限定という形

でサービスをスタートした。

また、3Gの発展に向けた日中の動きとしては、

5月5日、鳩山邦夫総務大臣（当時）と李毅中工

業・情報化部長間でICT	分野における日中の協

力強化に関する合意文書が署名され、その中で

第３世代携帯電話のコンテンツやアプリケーショ

ンに日中が協力することが決まった。これに合わ

せて、同日、日中の政府関係者、通信事業者、製

造業者等の代表が集まった「官民ラウンドテーブ

ル」において、中国移動通信連合会（CMCA）	と

横須賀リサーチパーク（YRP）、一般社団法人モバ

イル・コンテンツ・フォーラム（MCF）が、「日

中モバイルブロードバンド合作推進会（JCMB）」

の設立合意書に署名、同日設立された。

これら3Gについて、工業･情報化部の陳立東

･通信発展司ネットワーク発展所長が4月9日に

「2009年中国移動通信産業サミットフォーラム」

で明らかにしたところでは、今後３年間における

３大通信キャリアによる投資は4,000億元に達す

る見込みで、ユーザー規模は2011年までに1.5億

人を見込んでいるということである。また、4月

20日、同じく工業･情報化部の奚国華副部長は、

海南島で開催された「博鰲アジアフォーラム」に

おいて、3Gの中国経済に対する経済効果は、間接

的な影響も含めて1兆元に達するとの見方を示し

ている。

キャリア再編関連の動きも、最終的段階的に進

んでおり、2月19日に、中国電信が正式に中国衛

通の基礎電気通信業務を承継した。また、中国移

動は既に中国鉄通を傘下に入れていたが、12月15

日に中国鉄通の鉄道通信関連業務･資産･人員･債

務を鉄道部の管理に返還した。これらの動きによ

り、2008年5月24日に工業･情報化部、国家発展

改革委員会、財政部より発表された「三部委关于

深化电信体制改革的通告」は、一通り完了したこ

ととなる。

ブロードバンド関連の動きとしては、中国

電信が武漢において6月より10Mbps、8月より

20Mbpsの光ブロードバンドサービス提供をス

タートしている、中国電信としてはコンシュー

マー向けの最速サービスとなる。

中国電信は、これ以外にも上海における「城市

光網（都市光ネットワーク）」へのグレードアッ

プ計画を発表した。これは、今後３年間で大容量･

高速の高速国際ネットワーク、広帯域･広カバレッ

ジの光アクセスネットワークを提供し、2012年間

までに「100Mを家庭まで、1Gをビルまで、100G

を海外へ」の実現を目指し、2年間で60億元を投

資するとの計画である。

また、中国聯通も8月に、全国レベルで100億元

以上を投資してブロードバンド･アップグレード対

応を加速するとの発表をしている。これは、FTTx

（Fiber	to	The	X）建設を推進することで、2M以

上のブロードバンド対応ユーザー比率を80％以上

にする計画で、一部都市では4M以上に達するとこ
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ろもあるという。

その他としては、中国が独自に開発した無線

LANの通信暗号化技術であるWAPI（Wireless	LAN	

Authentication	and	Privacy	 Infrastructure）が、

6月1日～5日で開かれた国際標準化機構（ISO）

と国際電気標準会議（IEC）の共同技術委員会

（JTC1）小委員会（SC6）の年会において、国際

標準への申請資格を認められた。これは、近年イ

ンテルなどの欧米大手メーカーと中国政府との対

立関係が緩和され、「WAPI」の基礎となる無線

LAN通信規格「Wi-Fi」の採用を事実上解禁してい

たことが背景にあるとみられる。

 2010年の展望
2009年12月21日、工業･情報化部の「全国工業

･情報化工作会議」の中で李毅中部長は、下記のと

おり2010年の情報産業三大発展目標を表明した。

1.	３GとTD-SCDMAの発展を契機に通信業の転換

･発展を更に加速する。3G建設のサポートを継

続し、ＴＤとＬＴＥの技術研究開発・標準研究

制定と産業化を順調に進める。付加価値通信業

務の政策支援を強化し、融合型技術と業務発展

を促進することで、融合化、マルチメディア

化、インテグレート化された総合情報サービス

への転換を推し進める。三網融合（トリプルプ

レイ）の実質的な進展を促進し、通信と放送業

務の相互参入を進める。

2.	次世代ネットワーク発展へとつながる計画を立

てる。『物聯網』産業の育成を加速し、技術

産業発展計画と活用推進計画を制定し、カギ

となるセンサー機器、装備、システムおよび

サービスを発展する。国家センサー情報セン

ターの建設を推進し、『物聯網』とインター

ネット、モバイル･インターネットの融合発展

を促進する。

3.	集積回路、新型ディスプレイ機器、特定エレク

ロニクス設備と材料、基本ソフトウェア等の領

域をサポートし、カギとなる技術の自主的なコ

ントロールを可能にする。電子情報製造業の製

品構成を調整し、国内マーケットの拡大に努力

する。チップの設計企業と製造企業の更なる協

力を導くことで国産基本ソフトウェアと国産

チップが相互に影響して発展することを促進

し、液晶とプラズマの産業化の推進ならびに次

世代ディスプレイ技術の研究開発を加速、カ

ラーテレビ工業のグレードアップを加速する。

この中でも挙げられているが、2010年の情報通

信分野における重点は、引き続き3Gの普及促進に

加え、『三網融合』（トリプルプレイ）と国家プ

ロジェクトとしての『物聯網』の推進ということ

になると思われる。

『三網融合』については、中国では通信、イン

ターネット、放送という３つのネットワークの共

通プラットフォームを確立し、単なるネットワー

ク接続ではなく高度な双方向性を確保するような

融合を目指している。実現に向けては、今後電気

通信分野と広電分野においてライセンス発給、監

督・管理の法律制度、監督・管理機関などの面で

融合する必要がある。

『物聯網（The	Internet	of	Things）』は、国家

プロジェクトに位置づけられるICT戦略で、既に国

家中長期科学技術発展計画に盛り込まれている、

日本の“u-Japan構想”のようなものであるが。背

景は、2009年8月に温家宝首相が無錫市を訪れた

際、センサーネットワーク技術を利用した「感

知中国社会」を目指すことを提案したことによ

るが、ICT技術を使って社会全体を活性化･効率

化することを目標に官民で取り組みが進められ

ることになる。

参考：2010年電気通信業発展目標

電気通信業務総量 12％前後の増加

電気通信業務収入 4.5％前後の増加

電気通信総合料金水準 9％減少

出所：2009年12月21日工業･情報化部	李毅中部長発言
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＜建議＞
①コンテンツ配信サービス：情報通信産業

発展のカギは、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。

このため、国内外の優良コンテンツと適

切な配信環境（課金方法、知的財産保護	

等）という二つの条件が揃うことが健全

なマーケット育成のために必要である。

中国の情報通信産業発展に向けて中国側

の早急な対応を要望したい。

②データセンターのホスティングサービ

ス：企業活動が高度化する中で、セキュ

リティ性が高くハイグレードなデータセ

ンターに対するニーズは、今後益々高ま

ることが予想される。同分野を広く外資

に開放することを中国側へ要求したい。
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２．携帯電話
携帯電話市場規模の推移

2009年中国の携帯電話市場は経済の高成長に
伴い、市場規模（利用者数と売り上げ）は高い伸
び率で成長した。2009年の携帯電話利用者数の
純増数は1.06億人になり、2009年年末まで合計
7.47億人に達した（年間伸び率は16.6%）。全国
の平均携帯電話普及率は56.3%であるが、上海、
北京などの大都市の普及率は既に100％を超えた
（上海：111.9%、北京：107.7%）。数年前、中
国の携帯電話利用者数の伸び率は鈍化するとの見
方が多かったが、2007年より、携帯電話料金の値
下げ、西部と農村部への販売促進戦略の転換で、
携帯電話の純増は加速している。都市部の普及率
が100％を越えた原因は新規契約ユーザが殆どプ
リペイド方式であり、一部のユーザは複数の番号
（カード）を持つことと、都市部への出稼ぎの人
は都市部の戸籍を持っていないため、都市の人口
として計上されていないことが考えられる。

図表1：中国携帯電話利用者数と年間伸び率の推移

出所：工業と情報化部の公表データ
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/
n11294132/index.html　

西部地域の携帯電話普及率は現在30%～40%程度

で、今後数年間においても新規携帯電話利用者数

は高い伸び率で成長していくことが想定される。

携帯電話事業者とサービス特徴
中国の電気通信提供事業者（オペレータ）は

2008年6月に再編成を行い、現在中国移動、中

国電信と中国聯通の三社がある。各社の提供して

いる通信サービス（事業内容）は固定電話、国際

電話、携帯電話とデータ通信サービスなどを含む

（所謂“全業務”通信事業者）。提供する携帯電話

サービスはそれぞれ通信方式が異なり、中国移動

は圧倒的なマーケットシェアを持っており、中国

最大の通信事業者である。

図表2：中国の通信事業者の携帯電話ユーザ数と方式

通信	
事業者

携帯電話
ユーザ数
（百万人）

マーケッ
トシェア
（％）

携帯電話方式

２G ３G

中国移動 522,283 71.94% GSM TD-
SCDMA

中国電信 56,090 7.73% CDMA	
1X

CDMA	
1X	evdo

中国聯通 147,587 20.33% GSM W-CDMA
出所：各社のユーザ数は各社の香港上場会社の公表デー
タ（2009年末現在）

携帯電話ユーザが大幅に増えていることに対し

て、携帯電話料金は下がっている。2009年におい

て、工業と情報化部の新しいガイドラインで、新

規の料金プランは基本的に着信通話の料金を徴収

しない方針である。従って、携帯電話事業者三社

（中国移動、中国電信と中国聯通）の新しい第三

世代携帯電話（3G）サービスは全て着信料金を廃

止した。また、これまで携帯電話の国内ローミン

グ手数料（例えば北京の契約ユーザが上海で通話

する場合の通話手数料）、国内長距離電話料金な

どが加算されており、料金システムは複雑でユー

ザにとって分かりにくかったが、2009年は各通

信事業者も国内ローミング手数料の廃止と長距離

料金の含まれた通話料金を一本化して、ユーザに

とってシンプルな料金体系となった。

中国の携帯電話ユーザは携帯電話を利用す

る際に、音声通話の他に、ショットメッセージ

（SMS、中国語は“短信”、日本ではインターネッ

トを活用したモバイルメールが主流）は大変人気

のある付加価値サービスである。工業と情報化部

の統計データによると、2009年度は年間7,713億

通のSMSが送信されており、平均一人で年間600

通/年のSMSが送信された。SMSは一般中国人に

とって、日常のコミュニケーション、祝節のお祝

いメッセージなど日頃最も重要なコミュニケー
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ション・ツールとなっている。中国の通信事業者

にとってSMSは音声通話収入の以外で最も大きな

収入源になっている。SMSの他に、近年携帯電話

を使って、着信メロディー、画像、リング・バッ

ク・トン（中国移動のサービス名は“彩鈴”）のダ

ウンロードや、インターネット接続などが人気の

ある付加価値サービスである。

3G（第三世代移動通信）の動向
中国の３Gライセンスは2009年1月7日に正式

に発行された。2000年頃から議論されてきた3G

ライセンスの発行は八年間もかかった。3Gライ

センスは通信事業者三社に一枚ずつ付与し、相互

互換性のない異なる方式である（図表2参照）。

その内、中国移動は中国独自の知的財産権を持

つTD-SCDMA方式を採用している。TD-SCDMAは

W-CDMAとCDMA	1x	evdoに比較して、商品の技

術開発は後発であるが、自国技術を扶植するため

に、中国政府の強い支持で実力の最も強い中国移

動にTD-SCDMAの商用化の任を担わせた。2009

年は通信事業者三社にとって3Gの元年だと言え、

三社は全国の3Gネットワーク建設に合計1600億

元（凡そ2.2兆円）の設備投資も行った。2009年

末現在、中国電信は既に全国のネットワーク建設

に完了しており、中国聯通と中国移動は全国70～

90％の「地級市」以上の都市の3Gネットワークを

建設した。

2010年は通信事業者にとって本格的な3Gサー

ビス競争開始の一年になる。各社はユーザを争奪

するため、高速データサービスの3G特長を生かし

た3Gサービスのアプリケーションの提供に大きな

関心を示している。特に中国聯通はこれまでの2G

時代ではローエンドユーザが集中していたが、3G

では世界で最も成熟している技術、最も多くの国

が採用されたW-CDMA方式を使用するため、中国

聯通は3Gのきっかけでハイエンドユーザを獲得す

る戦略に取り込んでいる。

猥褻コンテンツの取締り事情
　携帯電話接続用のインターネットサイト

（WAPサイト）に沢山の不法猥褻コンテンツが存

在しており、青少年に大きな影響を与えているこ

とが2009年12月に中国中央テレビ（CCTV）で報

道された。モバイル・インターネット産業チェー

ンの中に、コンテンツ・プロバイダ（CP）、広告

代理店、通信事業者などが絡んでおり、中国移動

も巨大な利益のために猥褻サイトの存在を結果と

しては黙認していることを指摘された。CCTVの

幾多の報道を受けて、2009年年末から全国範囲

で、インターネットと携帯電話分野の猥褻コンテ

ンツの取締りが幅広く、且つ厳しく行われた。イ

ンターネットのドメイン管理機関（CNNIC）、通

信事業者、公安部などが多くの取締り処置を打ち

出し、中国移動は全てのコンテンツ・プロバイダ

との料金徴収代行業務を中止した。CPの収入の中

で、インターネット・コンテンツ使用料は非常に

大きな割合を占めるため、今回の取締りはCP産業

にとって極めて大きな打撃を受けた。

日中間の移動通信分野での協力推進
2009年4月麻生総理と温家宝総理間で情報通信

技術（ICT）に関する日中間協力推進の合意がさ

れ、同年５月には鳩山総務大臣と中国工業と情報

化部李大臣間で情報通信分野で両国の協力に関す

る覚書（MOU）を締結した。移動通信分野では

移動通信アプリケーション、B3Gに関する日中間

の協力推進が明記された。その一環として2009

年５月に日中モバイル・コンテンツ・フォーラム

（JCMF）が設立され、主に日中間のCP(SP)間の交

流が具体的に始動している。またB3Gに関しても

関連機関との交流が開始されている。今後両国の

官民一体での相互協力と双方のビジネス拡大の更

なる推進を期待したい。
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＜建議＞
①	中国の3Gサービスの普及と相互のコンテ

ンツ文化産業振興のため、人材育成等を

目的とした人材･技術等の交流について、

JCMB（日中モバイルブロードバンド合作

推進会）を活用するなど、更に積極的に

進めることを中国側へ要望したい。

②多彩な付加価値サービスの進展と共に一

部社会に負の影響をもたらすコンテンツ

等に関しては、国情によって考え方が違

う。日中間で健全なモバイル社会を構築

していくことを視点とする各種対策を推

進していくシンポジウム等の開催を行う

ことを中国側へ要望したい。

③	その他要望：コンテンツビジネスにおい

てはキャリアの代理回収費用を極力低く

抑えることで、CP（コンテンツ・プロ

バイダー）はよりよいコンテンツ提供の

意欲が増す（現在キャリアの代理料金は

15%から50%、日本は９%）。3Gサービ

ス等の付加価値サービスで、海外からも

すぐれたコンテンツを中国に入れる際の

参入障壁の緩和を中国側へ要望したい。
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３．ソフトウェア
中国ソフトウェア産業の概況
中華人民共和国工業和信息化部は、中国のソフ

トウェア産業を5つの業種に分類して産業全体の

売上の統計を採っており、整理すると【表1】の

通りとなる。

表1：中国のソフトウェア産業　売上推移

出処：中華人民共和国工業和信息化部　情報サービス統
計　ソフトウェア業

中国のソフトウェア産業の2009年売上高は、世

界的景気低迷の中にあって、前年比25.6%の伸び

を示し9,513億元となった。しかし、全ての分野

で遍く成長したものではなく、生き残りをかけた

企業の体質改善よるものである事が、【表2】か

らも明らかである。

表 2：ソフトウェア各カテゴリの前年比、 
売上の伸び率％

2008年対	
2007年比

2009年対	
2008年比

ソフトウェア製品 56.9% 3.9%
システムインテグレーション 9.4% 36.3%
ソフトウェア技術サービス 48.8% 46.1%
組込式ソフトウェア ▲	3.2% 49.7%

ICデザイン 26.9% 2.2%
出所：中華人民共和国工業和信息化部	統計分析より抽出

ソフトウェア製品は、2008年が56.9%の大幅成

長に対し、2009年は3.9%と、2009年末の急速回

復で何とかプラス成長を保った。ICデザインも、

厳しい事業環境を反映した。

一方、システムインテグレーション、ソフト

ウェア技術サービス、組込式ソフトは、通信設

備・金融・公共・医療・流通などのシステム開発

および、自動車・携帯電話むけの組込式ソフト

ウェア（ファームウェア）開発が成長に寄与し

た。

2010年2月3日工業和信息化部発表の2009年

全国ソフトウェア産業統計公報によれば、ソフ

トウェアの輸出規模は、総売上の13.7%を占める

185億ドル（約1300億元）で、うちアウトソーシ

ングは164億元、対日輸出は前年対比約半分まで

減少した。

環境の急変に対して、比較的大きな設備を必要

としないソフトウェア産業の特質が、体質改善や

構造改革を円滑に推し進め、全体の大きな伸びを

支えたといえる。

地域別にみると【表3】の通り、北京市、広東

省、江蘇省が牽引役となっている中で、遼寧省

（2007年8位→2008年8位→2009年5位)、天津市

（13位→11位→10位）の躍進が特筆される。

表3：中国地域別ソフトウェア売上

中華人民共和国工業和信息化部　統計資料より

		地域別の企業数をみると【表4】の通り、大都

市では減少または頭打ち傾向にあり、物の生産か

らソフトウェアの生産への産業構造の転換と、都

市から地方への経営資源の移動が読み取れ、全体

的な所得の向上(人件費の底上げ)が理解できる。
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表 4：地域別、ソフトウェア企業数（社）

　 2008
年

2009
年 増減 　 2008

年
2009
年 増減

北京市 4,517 4,462 ▲	55 山東省 561 534 ▲	27

広東省 2,854 2,872 18 四川省 420 433 13

江蘇省 1,457 1,805 348 福建省 510 895 385

上海市 1,166 1,200 34 天津市 245 300 55

遼寧省 550 700 150 その他 3,020 3,818 798

浙江省 894 991 97 全国計 16,194 18,010 1,816

出所：中華人民共和国工業和信息化部統計より抽出

【表5】にて、地域別の企業1社当たりの平均売

上高をみてみると、全国平均より売上高が多いの

は四川省から広西省までの8地域で、北京市は全

体で13番目であった。

表 5：1 社当たり平均売上（万元）
全国平均 5,282	

四川省	（１） 10,375	
山東省	（２） 9,067	
江蘇省	（３） 8,892	
遼寧省	（４） 8,002	
天津市	（５） 6,833	
広東省	（６） 6,024	
上海市	（７） 5,592	
広西省	（８） 5,462	
北京市（13） 4,171	

出所：工業和信息化部　統計分析より抽出
　	(　)内:29地域中の順位

四川省は震災復興に関連する技術サービス、山

東省は自動車・携帯の組込式ソフト等、上位の地

域では、比較的、その地域を代表する大企業がビ

ジネスを展開している。一方、上海市や北京市で

は、ベンチャー系の小規模企業が多く、1社当た

り売上生産性は低くなる傾向がある。北京市は、

2007年1社当たり3,053万元、2008年3,482万元

と徐々に上がっており、最低賃金の上昇との関係

からみても、大学ベンチャーなどの多数の小規模

企業による産業構造がうかがい知れる。	

【表6】は、中国ソフトウェア企業上位100社の

リストを元に売上ベースでの各社の市場占有率を

調べたものである。101位以下の中小規模企業・

新興企業の増加傾向がみられる。トップの華為や

中興の寡占化傾向を除けば、準大手～100位まで

の企業は占有率を下げており、実質的には停滞や

淘汰の危機に瀕し、受注の安定拡大という慢性的

課題があるのではないかと考えられる。引き続き

発表される2009年度の統計に注目して行きたい。	

表6：ソフトウェア企業の市場占有率（％）
2006年 2007年 2008年

華為（1位） 6.2	% 7.1	% 7.3	%
中興（2位） 2.8	% 1.9	% 3.3	%

上位3～5位の合計 4.0	% 3.9	% 3.2	%
6位～100位の合計 17.0	% 15.0	% 13.1	%
101位以下合計 70.0	% 72.0	% 73.1	%

中国ソフトウェア企業100強データより

中国ソフトウェア産業の今後
中国のソフトウェア産業は、2万社1兆元超えの

時代に入る。全産業のIT化を推進する基幹産業と

して、自主イノベーション政策の下、強固な基盤

が築かれるであろう。

＜建議＞
①	知的財産権の保護：日本では1985年頃か

ら著作権などの知的財産に関するモラル

教育がメディアに広く取り上げられ、大

学や企業を中心にソフトウェアと関連の

薄い分野においても徹底して実施され、

10年以上かけてソフトウェア産業の基盤

が整備されてきた経緯がある。知的財産

分野において信用が蓄積されると、ソフ

トウェア業界の発展のみならず、ビジネ

ス全体の質と量の向上、国際企業におけ

る中国人責任者の登用機会の増加など、

幅広い成熟が期待される。一般企業も個

人も、知的財産を保護する側もされる側

も、知的財産権の保護により得られる利

益を理解し、その利益を再配分する仕組

みを構築することにより、次の世代につ

ながる生産環境がより豊かに整備される

ことが期待される。中国においても具体

的な対応を要望したい。
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②	貿易取引・税務：ソフトウェアの取引形

態は、(a)役務	 (b)完成図書	 (c)パッケー

ジ	(d)ダウンロード	(e)会費制	(f)期限付き

使用許諾	(g)服務など多岐に渡り、技術

革新と共に国境を意識しない新手の取引

が次々と生まれる。例えば、パッケージ

ソフトの場合は、開発経費を資産化し販

売見込み数量で割って原価単価とし販売

単価との差を粗利とする。一方、役務・

期限付き使用許諾・服務などの場合は、

これから先の人件費や能力に対し一定の

価値を定めて代金を前受け、仕入の前払

いを行い、差分の利益を該当期間留保す

る。今後、ますます拡大する日中ソフト

ウェア貿易のこのような取引の多様化に

際し、両国の法律や制度の整備と、運用

の統一、現場窓口と申告側企業の双方周

知が不可欠である。具体的な対応を要望

したい。

③	ソフトウェア開発従事者のキャリアパ

ス：ソフトウェア開発では、その性

質上、大卒の新人の方が社員より開発

能力が高いという現象がしばしば起こ

る。その結果、社内では若手・中堅社

員に不安が広がる一方、新人社員の情

操教育面で悪影響が出る。トップを除

く上位100位までの企業の市場占有率

が上がらない事との因果関係も調査し

ながら、「開発者のキャリアパス」を

日中で協力しながら開発し充実させる

ことができれば、産業基盤がもっと強

くなると考える。ソフトパワーの再構

築は日中経済協力においても重要なテ

ーマである。問題意識の共有、ワーキ

ンググループの結成など、ソフトパワ

ーの有効活用と維持拡大に向けた両国

政府の具体的な対応を要望したい。
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４．コンテンツ
中国のコンテンツ状況

2009年度は中国のコンテンツ業界においても、
大きな変動を迎える年であった。

コンテンツ業界は項目的にも多岐に渡るが（テ

レビ番組や映画などの動画の他にも、ゲーム、音

楽、出版物、写真、デザイン、設計、プログラ

ム、芸術作品その他）、共通して該当する動きと

して「自国の産業の発展を促進するための外資規

制」が顕著に見受けられた。テレビで放映される

コンテンツの内容、量にかかわる規制や、オンラ

インゲームの運営に関する外資の完全排除規定な

ど、現在の中国は市場から外資を締め出す方向に

向かっているようである。インターネットの普及

範囲は年々拡大し、携帯電話は3Gの時代へ突入す

るなど、現在中国国内においてはより多くの、新

たなコンテンツが必要とされており、外資が参入

することで国内市場の活性化につながる余地が大

きく残されている業界である（一方で中国国内コ

ンテンツは熟成されているとはいいがたく、正規

版コンテンツは質、量ともに不足している）にも

かかわらず、鎖国的な政策によって時代の流れに

逆行しているのが現在の動向である。そもそも外

資系企業は中国市場の参入の段階において、海賊

版と戦う必要に迫られるなど、多分に不利な段階

からのスタートを余儀なくされることがほとんど

であるが、上述のような規制（来年度はさらに厳し

くなるのではないか、と言われているが）をかけら

れてしまうと、多くの企業が撤退を検討せざるをえ

ない状況にまで追い込まれてしまう。これが現状で

ある。以下、建議として4点ほど挙げさせていただ

くが、いずれも国家としての強い対応が求められる

部分であり、中国国内における正常な市場を構築す

るためには避けられない問題である。

具体的問題・改善点
海賊版、著作権違反の問題

現在の中国コンテンツ業界に存在する最も大

きな問題は「海賊版産業の存在」「著作物の無断

使用」である。中国における著作権や版権、贋作

についての問題はコンテンツ業界のみならず、多

くの製造業においても共通してはいるが、ほとん

どのコンテンツがデジタル化、メディア化されて

いるこのご時世において、コンテンツ業界の商品

は海賊版の作成、販売が容易であり、実際に普及

することで正規商品の市場価格が大幅に値崩れを

起こし、まともにビジネスが成り立たない状況で

ある。海賊版業者が海外のコンテンツをダイレク

トに（かつ、お金をかけずに）中国国内に導入す

る手段は昔よりも高速化、巧妙化しており、携帯

電話用ゲームなどは外資企業の作品があっという

間にコピーされ（リバースエンジニアリングが簡

単にできるため）、配信企業を通して市場に出回

ることになる。海賊版の問題は外資企業にとって

は中国市場において直接的な損害を被るだけでな

く、コンプライアンス上中国での商品の開発・商

品の流出を避ける方向で考えなければならない

（自社コンテンツの中国からの締め出しを行わな

ければ他の国での営業活動も危うくなるため）と

いったところまできている。とはいえ、現段階に

おいて、中国における海賊版の排除が極めて難し

い問題であることも事実であり、そのため、海賊

版対策が比較的講じやすい司法・行政的な制度の

整備を建議したい。具体的には

・商品の違法アップロードに対する対応（オンラ

イン上に掲載された商品については、その掲載

者ではなく、ホームページ管理者が責任を負う

形をとる）

・海賊版商品の製作者に対する取締り規定、罰則

の強化、使用者責任

・違法業者に対する全商品の立ち入り調査規定

・罰金、損害賠償額としての認定額の増額に法的

根拠を持たせる

（中国における海賊版商品から得られる収益自

体は少ないことがほとんどで、それを根拠に法廷

で争っても小額訴訟のレベルで収まってしまう。
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コンテンツの開発には多額のコストがかかるた

め、違反業者の再犯が生じないよう、また、開発

者が泣き寝入りしないよう法体制を確立すべき）

クリエイターの育成にかかわる問題

実際にコンテンツを作成するためには現地で

のクリエイターの育成は必要不可欠である。しか

し、中国におけるクリエイターの育成について

は、多くの外資系企業があきらめているのが現状

である。これは中国のコンテンツ業界にとっては

致命的な問題で、外資企業が現地従業員を育成す

る事ができず、海賊版との競争で勝てないのであ

れば、最終的には「海外のクリエイターを中国に

輸入し、中国で活動させて、中国のコンテンツと

して売り出す」という現地に根付かないビジネス

しか成り立たない。クリエイターの育成が不可能

な理由としては、複数の要因が絡み合っている。

1.中国ではクリエイターの社会的地位が低いこと

（物を作るのは三流以下の人間のすること）2.ソ

フトにお金を払う概念がなく、海賊版が蔓延して

いる社会においては他者の作品をそのまま利用す

ることも悪いことではない、という感覚があるこ

と。3.現在の専門教育ではPCソフトの使用方法は

教えても、物を作る概念を教える事ができていな

いこと（デザインの世界でもオペレーターは生ま

れるがデザイナーは生まれない）。4.物事の本質

を理解する能力が欠如しており品質の良し悪しの

判断ができないため、クリエイターとしての主体

性がなく、人材としての成長が見込めないこと。

上記については、現在の中国現代美術の著名作家

からも同様の見解を得ているが、現代の中国の

暗記型学校教育からはクリエイターが輩出される

可能性は低いと思われる。なお、中国の音楽業界

も非常に悲観的な状況で、新しい才能が少ないこ

と、著作者に十分に利益を還元する仕組みがない

ことなど、大きな問題となっている。建議として

は、少なくともクリエイター育成を掲げる専門学

校においては、PCソフトの使用方法以外にもク

リエイターとしての教養を養う講座を設けていた

だきたいし、学校機関においては海賊版を使用し

てはならない、という道徳教育を実施するととも

に、そういった機関においては海賊版の使用を完

全に禁止としていただきたい。海賊版を使用して

いる人間がクリエイターとして大成できるはずが

ないからである。

国状による規制もしくは実質的な規制の問題

現在の中国においては、社会的、政治的な配

慮から一部コンテンツ業界においては外資系コン

テンツの参入は制限されており、審査も比較的厳

しい。まともに審査を通そうとすれば時間と多額

のコストがかかり、収益も予測できないため、結

果としてビジネスが成り立たない、という話も多

い。実際映画館で上映されている海外の作品な

どは、時期的に大きく外れたものが多く、その

時には既に海賊版が市場に出回っているため、

興行的に厳しい事が多い（そもそもレベニュー

シェア方式の映画が年に20本に限られており、

ライセンスの買い取りとなると、それなりの人気

商品でも数万ドル程度のライセンス料しか見込め

ない。なお、中国製映画については上映開始後一

定期間海賊版を作らせないため、興行収入も伸び

ている）。また、公序良俗にかかわる審査、政治

的な配慮にかかわる審査については、国内制作の

ものと比べても、非常に厳しいチェックを受ける

（「機動戦士ガンダム」が放送されないのは「内

容が軍事的、暴力的である」という政策的な配慮

から。なお、海外アニメについては2004年の「テ

ニスの王子様」以降全く許可されていない。合作

は法制上OKであるが、許可を取るのは難しい）。

また、携帯コンテンツについては2009年12月よ

りキャリアの都合によってほとんどのコンテンツ

の配信がストップされ、2010/03/18現在もほと

んどが課金停止状態である（SPが運営する携帯非

公式サイト（FreeWap）は中国移動通信から課金

コードの使用を止められているが、腾讯と空中網

は政治力によって再開できたとのこと）。公序良

俗に反するコンテンツの締め出しが目的、とのこ

とで、再開日程等は未定だが、優良コンテンツを

提供する外資系コンテンツプロバイダーにとって

は、資金繰りの問題も含め、大きな問題となって

いる（この問題は外資系企業に限ったことではな
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＜建議＞
①	現在のコンテンツはデジタル性が高く、

ユーザーにとっては一過性のものである

ため、海賊版、盗作の問題は致命的であ

る。この問題が解決できなければ中国国

内における市場の正常化は難しいと考え

る。著作者、版権元の権利保護について

は、税制なみの強制力をもった法的拘束

力の強化を要望したい。

②	中国国内におけるクリエイターの育成に

ついては、国としても力を入れていただ

いているところではあるが、現時点でク

リエイターが育つ土壌が整っているとは

いいがたい。数少ないクリエイター志望

者も、教育上、技術的知識の習得に特化

してしまい、感性・センス・思考能力を

育てられずに社会に出てしまうため、考

えを形にすることができないのが現状で

ある。この部分の改革は専門教育以前の

段階から行わなければ難しい。初等教育

などにおいて感受性や思考能力を育むよ

うな指導を要望したい。

③	特定の著作権集約製品の輸入と配布の制

限については、検閲やソフトウェアの情

報開示規定など、過度な配慮がなされて

おりWTOのコンセプトに矛盾するものと

考える。現在は国の規制により、コンテ

ンツ事業全体においてビジネスチャンス

が削減され、一部国内大手企業のみが優

遇されるスキームが構築され、外資系企

業からは魅力のない市場として認識され

ている。中国のコンテンツ市場は規制を

撤廃し、産業として成立させるところか

ら始めることを要望したい。

④	大手企業への優遇政策がコンテンツ業界

を発展させることはない。幅広く、数多

くのコンテンツプロバイダーを育成する

ことでオリジナリティのある商品、健全

な市場競争が生まれる。現在は大手が寡

占する方向に向かっており、アイデアを

出す人間が育ちにくい。個々のクリエイ

ターをターゲットにしたコンテンツプロ

バイダーの養成を促進する優遇政策を要

望したい。

いが、外資系企業にはチャイナリスクとして捉え

られている）。いずれにせよ、今後、上述のよう

に中国が国家として海外のコンテンツを締め出す

方向で政策を講じていくと、結局は国内には大量

の海賊版とごく少量の国内業務しか残らず、業界

の成長を止めることになる、と考えられる。

国家事業としてのコンテンツ政策にかかわる問題

デジタル化によってコンテンツ事業は世界的に

大きく変化してきている。「大金をかければよい

商品が完成する」という概念が崩壊した一方で、

アイデア次第では小額事業でも大きなチャンスを

得られるところにこの業種の魅力がある。現在に

おいては「二匹目の泥鰌」を狙うIT企業家が増え

ており、オリジナリティのない二番煎じ、三番煎

じコンテンツがなぜか「中国独自開発」という名

目で大量に増える結果となっている（日本の10年

以上前のゲームを真似て中国で作成されたゲーム

の著作権をめぐって中国企業同士で争って判決が

出たが、日本側には何も還元されなかった、とい

う話も）。そのため、国としてコンテンツの育成

に力を注ぐためには、資金力のある大企業ではな

く、アイデアで勝負する中小企業・個人をサポー

トするべきなのであるが、現状の規制下において

はライセンスの取得条件・優遇税制などの政策も

含め大手企業が優遇されており、コンテンツ事業

育成の方針は方向性を見失っているように見受け

られる。中国政府には今後の規制緩和とともにこ

ういったコンテンツプロバイダーの養成を促進す

る活動をお願いしたい。
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５．広告
概要
総広告費・業界規模

2008年北京オリンピックが開催され、中国の広
告業界ではオリンピックの商機を活用しようと大
きなブームが巻き起こった。ただし、5月には四
川大地震の影響を受け、全ての媒体で広告自粛の
動きが現われ、冷水を浴びせられる格好となって
しまった。2008年の中国の総広告費は、1,899億
5,614万元で伸び率は前年比9.1%と2000年以来8年
ぶりに一ケタ台に留まった。GDPの伸び率と同様
に前半年は好調に推移していたが、リーマンショ
ックによる9月以降の落ち込みが影響している。

全国の広告関連会社(広告会社、制作会社、メ

ディアバイイング会社など)数は185,765社とな

り、前年比7.6%増加しているが、2007年の20.6%

増に較べれば小幅な伸びに留まった。

表1：中国広告業成長の推移 (1981～2008年)

総広告費
(万元)

対前年
比(%)

広告関連
企業数(社)

従業員
総数(人)

1981 11,500 － 1,160	 16,160	
85 60,533 65.7 6,052	 63,819	
90 250,173 25.1 11,123	 131,970	
95 2,732,630 36.5 48,082	 477,371	
97 4,619,638 26.0	 57,024	 545,788	
98 5,378,327 16.4	 61,730	 578,876	
99 6,220,506 15.7	 64,882	 587,474	
2000 7,126,632 9.0	 70,747	 641,116	
01 7,948,876 11.5	 78,339	 709,076	
02 9,031,500 13.6	 89,600	 756,400	
03 10,786,846 19.4	 101,786	 871,366	
04 12,645,601 17.2	 113,508	 913,832	
05 14,163,000 12.0	 125,394	 940,415	
06 15,730,000 11.1	 143,129	 1,040,099	
07 17,409,626 10.7	 172,616	 1,112,528	
08 18,995,614 9.1	 185,765	 1,266,393	

資料：中国広告協会

地域別広告市場規模

2008年の地域別広告市場をみると、第1位北京

356億7,810万元、第2位上海313億3,541万元、

第3位広東省250億5,990万元となっている。順位

自体は2007年と変らないが、伸び率をみると北

京は14.2%で、上海は4.8%、広東省に至っては△

2.4%のマイナス成長となった。

北京ではオリンピックに向けた広告出稿が地域

的に集中したため、かなりの伸び率をみせたが、

上海、広東省は輸出向け産業の比率が高い分、

2008年後半の落ち込みも大きかったことが認めら

れる。しかしながら、2008年の広告費の伸び率

が、上記三大マーケットの周辺地域および内陸部

で顕著だったことは注目に値する。陝西省、内蒙

古、河南省、安徽省、江蘇省が伸び率では上位を

占めた。今後政府が主導する内需拡大策が推進さ

れれば、この傾向はさらに強まることが予想され

る。中国の広告市場総体の成長を考えると、三大

マーケット集中型よりも、地方の広告マーケット

が発展して行くことの方が、バランスの点でも望

ましいのは言うまでもない。

表2：地域別広告市場規模(2008年)

順位 地域名 総広告費
（万元）

対前年比
（％）

1 北京 3,567,810	 14.2	
2	 上海 3,133,541	 4.8	
3	 広東 2,505,990	 -2.4	
4	 江蘇 1,535,291	 17.6	
5	 浙江 1,382,663	 10.9	
6	 天津 839,202	 13.9	
7	 山東 702,359	 1.9	
8	 福建 560,714	 12.7	
9	 四川 506,337	 12.5	
10	 遼寧 428,508	 7.2	
11	 安徽 363,714	 17.1	
12	 湖南 357,640	 7.4	
13	 国家局 355,149	 7.5	
14	 重慶 333,293	 13.6	
15	 河南 330,443	 36.9	
16	 湖北 319,572	 11.3	
17	 江西 231,682	 8.8	
18	 黒龍江 203,948	 5.9	
19	 山西 201,665	 8.3	
20	 吉林 188,264	 10.3	
21	 雲南 177,626	 8.0	
22	 陝西 138,894	 260.2	
23	 新疆 134,209	 -0.03	
24	 河北 128,791	 1.1	
25	 内蒙古 84,382	 21.5	
26	 貴州 81,419	 6.5	
27	 広西 61,141	 -38.9	
28	 甘粛 40,815	 13.0	
29	 海南 35,991	 8.6	
30	 寧夏 28,306	 4.1	
31	 青海 24,022	 17.0	
32	 チベット 12,238	 -41.6	

資料：中国広告協会
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業種別広告費

2008年の業種別広告費をみると、不動産(234

億2,516万元、前年比28.3%増)が1位の座を占め、

薬品(158億1,640万元、前年比6.9%贈)、食品(147

億6,308万元、前年比4.6%増)でこれに続いてい

る。自動車(138億1,074万元、前年比16.1%増)は

第4位に着け、日本や欧米諸国のように落ち込む

気配は見えて来ない。2008年の広告費伸び率で

は、サービス業(107億1,337万元、前年比28.8%)

がトップとなり、中小都市まで及んだ建設ブーム

を反映し不動産が、伸び率でも第2位となった。

以下、服飾・アクセサリー(62億4,060万元、前

年比27.6%)、健康食品(86億7,734万元、前年比

22.6%)と続き、中国消費者の旺盛な購買意欲を感

じさせる。

表3：業種別広告費(2008年)

業種 広告費
（万元）

対前年比
（%）

不動産 2,342,516	 28..3
薬品 1,581,640	 6.9	
食品 1,476,308	 4.6	
自動車 1,381,074	 16.1	
化粧品 1,140,440	 6.9	
サービス業 1,071,337	 28.8	
医療サービス 951,539	 4.2	
家電 879,224	 -6.8	
健康食品 867,734	 22.6	
情報サービス 682,254	 20.3	

服飾・アクセサリー 624,060	 27.6	
アルコール類 605,343	 16.8	
金融保険 476,543	 21.4	
医療機器 429,383	 -3.0	

リクルート(求人・求学) 335,638	 11.0	
美容業 298,848	 -
タバコ 160,241	 -7.3	
農業関連 76,692	 -2.1	
その他 3,614,800	 -11.3	

資料：中国広告協会

媒体別広告費

2008年の媒体別広告費は、テレビが501億

5,037万元、前年比13.2%増で首位をキープ。広

告費のシェアは、39.1%で依然として安定した成

長をみせている。新聞は、342億6,737万元、前

年比6.4%増で第2位。シェアの方は、28.4%。ラ

ジオは、68億3,409万元、前年比8.8%増。シェア

は5.5%。雑誌は、31億246万元で、前年比17.2%

増。シェアは2.3%。中国市場ではこのように伝統

的媒体といっても、まだまだ成長の途上にある。

唯一屋外広告のみが、179億6,328万元で前年

比△0.96%、シェア16.0%と伸びがみられなかっ

た。この原因として考えられるのは、オリンピッ

クのため北京を始めとする大都市で規制がしか

れ、多くの大型媒体が撤去されたこと、更に近年

は大型ネオン看板やビル壁面を利用した大型LED

看板が増加し、その設置のための初期投資用資

金を海外の金融市場で調達する動きが顕著だった

が、金融危機の影響を受けて資金の流入が一時的

にストップしたことが挙げられる。

インターネット広告は、推計98億元、前年比

56.5%増と他の媒体を凌駕する活発な伸びを示し

ている。2008年より中国でも3G携帯電話が解禁

されたことにより、モバイル広告は今後とも大き

な伸びが見込まれている。

表4：媒体別広告費(2008年)

媒体 広告費
（万元）

対前年比
（%）

構成比
（%）

テレビ 5,015,037	 13.2 39.1	
新聞 3,426,737	 6.4 28.4	
ラジオ 683,409	 8.8 5.5	
雑誌 310,246	 17.2 2.3	
屋外広告 1,796,328	 -0.96 16.0	

インターネット 980,000	 56.5 8.7	
合計 12,211,757	 - 100.0	

資料：中国広告協会

広告会社

2008年の全国広告会社の総売上高は778億

3,289万元で、前年比13.1%増。総広告費の41%

を占めた。そのうち、上位10社の売上高の合計

は、373億1,716万元で広告会社全体の48.0％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、売上高では外資系広告

会社が過半数を占めている状況はこれまでと変ら

ないが、分衆伝媒(フォーカス・メディア)が第1

位(2007年は5位)となり業績を大きく伸ばしてい

る。総利益の順位では、上位の顔ぶれには大きな

変化はみられないが、6位以降には民族系の屋外

媒体中心の広告会社が入ってきている。金融危機
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以降は、屋外広告の伸び悩みが伝えられており今

後の推移を見守りたい。

2008年12月、国内最大手のポータルサイト新浪

網とフォーカス・メディアが合併計画を発表し、

中国の業界では驚きを以って受けとめられた。

フォーカス・メディアの中心業務は、中国全土の

大都市のオフィスビルのエレベーターホールやロ

ビー内およびスーパーマーケットに液晶モニター

を設置し、TVCFを常時流すというもの。2005年7

月にはナスダックに上場して、海外金融市場で資

金を調達し、中国国内の設備投資に当てるという

ビジネスモデルの先鞭をつけた企業である。

このフォーカス・メディアが新浪網と合併する

となると、中国のメディアグループとしては、中

央電視台には及ばないが、業界第3位の上海文広

新聞伝媒集団(SMG－上海TV、文匯報、上海電影

集団を傘下に持つメディアグループ)を凌駕する規

模となり、私営企業としては最大のメディアグル

－プとなる。しかしながら、商務部から横槍が入

りこの合併案件は中国の独占禁止法に抵触する恐

れありと認定され実現には至らなかった。

さらに、北京オリンピックと金融危機以降、

高級オフィスビルの建築ラッシュも一段落し、

広告主もより一層広告投資の費用対効果を重視す

るようになって来たため、高級オフィスビルで働

くビジネス層＝高消費層という図式でその扱いを

伸ばして来たフォーカス・メディアのビジネスモ

デルも広告の到達度という点では明確さを欠いて

おり、海外での資金調達もこれまで通りには行か

なくなって来ているところから、フォーカス・メ

ディア側が自社が高値を付けている間に売却して

しまおうというマネーゲームの一幕だったという

業界の噂も根強かった。

しかし、いずれにせよ変化の激しい中国の広告

業界を象徴する出来事であった事は否定できない。

今後も、外資系、ローカル企業が入り乱れて大型の

M&Aが繰り返される傾向は続くと思われる。

[参考資料]

・2008年国民経済及び社会発展統計公報	

（中華人民共和国国家統計局2009年2月28日）

・2008年中国広告業統計データ報告	

（『現代広告』誌　2009年4月号	）

・2008年中国広告会社ランキング・レポート

（『現代広告』誌　2009年7月号	）

表5-1：主要広告会社　総利益上位10社  
（単位：万元）	 	
順位 広告会社名 総利益
1 北京電通広告有限公司 98,168	

2 盛世長城国際広告有限公司	
(サーッチ＆サーッチ) 68,486	

3 中航文化股份有限公司 66,355	
4 上海霊獅広告有限公司(リンタス) 58,821	
5 北京未来広告公司 26,657	
6 上海美術設計公司 22,939	
7 中国広告聯合総公司 12,682	
8 安徽省金娟国際広告有限公司 11,000	

9 四川省巴蜀新形象広告
伝媒股份有限公司 9,912	

10 広州交易会広告有限公司 8,049	
合計 - 383,069	
資料：中国広告協会				
＊2008年より総合広告会社のみのランキング。
　屋外広告専業社は除く。

表5-2：主要広告会社　売上高上位10社  
（単位：万元）	 	
順位 広告会社名 売上高

1 分衆伝媒(中国)控股有限公司
(フォーカス・メディア) 539,570	

2 麦肯・光明広告有限公司
(マッキャン・エリクソン) 492,835	

3 上海李奥貝納広告有限公司
(レオ・バーネット) 475,578	

4 智威湯遜‐中喬広告有限公司
(JW・トンプソン） 471,009	

5 盛世長城国際広告有限公司
(サーッチ＆サーッチ) 427,792	

6 北京電通広告有限公司 356,886	
7 北京未来広告公司 346,487	
8 広東省広告股份有限公司 233,000	

9 北京恒美広告有限公司上海分公司
(DDB) 203,973	

10 広東凱絡広告有限公司上海分公司 184,586	
合計 - 3,731,716	
資料：中国広告協会	
＊2008年より屋外広告専業社を含む。	 	
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ると、海外送金の前に税務当局へ契約書

を提出し、課税額が決まらないと送金が

許可されない。この手続きのために送金

が遅れ、違約金を請求されるケースもあ

る。煩瑣すぎる税務手続きの改善を要望

したい。

③	知的財産権：レンタルポジ（広告原稿作

成の際に使用する汎用性の高い写真素材

のこと）の肖像権がきちんと管理されて

いないため、事後に個人から訴えられる

ケースがある。著作権を本当にクリアし

ているかどうかの見極めが非常に困難で

あり、制作現場に過大な負担となってい

る。特にインターネット上では、著作権

上問題ないことを装ったダウンロードサ

イトが多くみられる。早急な改善を要望

したい。

④	屋外広告：屋外媒体の許認可制度が都市

ごとに異なり複雑。工商局、都市整備

局、公安局等が個別に認可しており、統

一的に屋外媒体を管理する行政機関がな

く、トラブルを調停する場もない。早急

な改善を要望したい。

⑤	広告表現規制：広告表現の規制に関して

は、原則が｢中国広告法｣および｢広告法

実施細則｣に明記されているが、個々の

ケースについて、関係各部局間で微妙に

見解が異なる。広告会社のリスクが大き

くなっているため、早急な改善を要望し

たい。

＜建議＞
①	媒体取引：TVの視聴率調査は1社が公認

されているのみ。印刷媒体の発行部数も

中立的な機関による部数データがない。

広告効果測定の土台となるデータが未整

備で、適正な広告料金の基準がないた

め、売り手市場で媒体料の高騰を招いて

いる。TVの場合、番組編成の予告無しで

の突然の変更が頻発。キャンセルとなっ

たCMの補償はなされるが、新商品の発売

キャンペーン等タイミングを緻密に測っ

たキャンペーンの場合の被害は甚大であ

る。改善を要望したい。

②	税制度：媒体取引を行う許可を得ている

広告会社は、その取引に当たり通常の5

％の営業税のほか、都市建設費などの名

目で約3％が別途課せられている。例え

ば、広告会社がコンサルティング業務

を請け負った場合にも約8％の課税がな

される。コンサルティングの営業許可の

みのコンサル会社が同様の作業を請け

負った場合には、5％の営業税のみが課

税されるといった競争上の不公平が存在

している。また、媒体取引の場合にはそ

の手数料収入に対して約8％、その他の

広告制作、イベント実施等の業務の場

合には、請求金額全体に対して約8％が

課せられる。しかし、大型イベント等の

場合は多くの協力会社が関わり、それら

個々の営業税及び売上にかかる営業税を

合算すると全体として利益の確保が困難

になる程の金額となる。このためスポン

サーは個々の協力会社に個別発注をする

傾向にあり、その結果として、プロジェ

クトとしての整合性を欠いてしまうケー

スが多くある。さらに、大型イベントで

国外取引がそれに加わり、肖像権、商標

権等の知財権の委譲が含まれることにな
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６．放送・メディア
湖南衛視が代表する 
地方衛星放送の発展

中国のテレビ局はすべて国営であり、各級政府
に属する政府機関である。行政区分に基づき、中
央政府に属する中央電視台（CCTV）、省政府に
属する省級テレビ局（衛星放送を含む）、市政府
に属する市級テレビ局（例：南京電視台、広州電
視台等）の3種に分類される。全国のテレビ局の
数は、2008年時点で277局あり、チャンネル数は
1,356チャンネルに上る。

視聴率をみると、中央電視台（CCTV）が全体

の3分の一以上を占めており、もっとも高い視聴

率を獲得している。次いで、全国に数十局ある省

級テレビ局の衛星放送が20-25％を占めており、

これは年々増加傾向にある。残りの約40％は、そ

の他200局余りの昇級テレビ局および市級テレビ

局の地上波放送が占めている。

全国範囲で放送されているテレビチャンネル

は、主に中央電視台の主要チャンネルと各省級テ

レビ局の衛星放送チャンネルである。2007-2008

年の視聴率調査によると、上位15位のチャンネル

のうち、中央電視台が10チャンネルを占めてい

た。中でも、総合チャンネル（CCTV-1）の視聴率

は16％を超えている。

表 1：全国放送チャンネルの視聴率分布 
（単位：％）

順位 チャンネル 2007年 2008年
1 CCTV-1 16.2 16.8
2 CCTV-8 7.3 6.3
3 CCTV-3 7.0 5.9
4 CCTV-5 5.3 5.8
5 CCTV-6 6.4 5.6
6 湖南衛視 5.2 5.4
7 CCTV-4 3.2 3.8
8 CCTV-2 3.3 3.5
9 CCTV子供チャンネル 3.3 3.1
10 CCTVニュースチャンネル 2.4 3.0
11 安徽衛視 3.5 2.8
12 江蘇衛視 2.4 2.4

13 山東衛視 2.0 2.3
14 四川衛視 2.0 2.3
15 CCTV-10 2.5 2.0

出所：ＣＳＭ2008　

中国では、各省がそれぞれ衛星放送を所有して

おり、衛星と有線ネットワークを通じて全国に向

け番組を放送している。省級衛星放送の中では、

湖南衛視が不動の視聴率第1位を占めている。湖

南衛視は1997年1月1日に放送を開始すると、そ

の年のうちに≪快楽大本営≫や≪玫瑰之約≫等の

番組を制作し、放送した。これらの番組は瞬く間

に全国で“快楽旋風”を巻き起こし、その後4年間連

続で開催した≪超級女声≫と≪快楽男声≫の大成

功を得て、湖南衛視は中国の娯楽番組を牽引する

リーダー的存在となった。視聴率は5年連続で省

級衛星放送の首位の座を占めている。2009年8月

には、一時的に湖南衛視の視聴率が中央電視台を

抜き、全国第1位となった。湖南衛視の広告収入

は、2006年度は10億元、2008年度は15億元、

2009年度には20億元を超えた。

湖南衛視の成功に刺激され、他の省級衛星放

送も湖南衛視に続いて次々と各種娯楽番組を開設

し、成功を収めている。2009年度には、浙江衛

視、江蘇衛視、安徽衛視、東方衛視等が大きく成

長している。　　　

高度発展期に入った 
中国のデジタル放送
中国は、2015年にアナログ放送を停止、全面的

にデジタル放送に移行することを発展目標として

決定しており、2004年からデジタル放送の発展に

力を入れている。2008年は、デジタル放送の普及

がもっとも急速に進んだ一年であり、デジタルテ

レビのユーザー数は4,766万世帯に達した。2009

年には7,530万世帯となり、前年比成長率は58％

であった。
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表2：デジタルテレビユーザー数の推移(2005-2009年)
（単位：万世帯）

出所：CCID/CRC					

デジタルテレビユーザーの地域分布をみると、

沿海部と内陸部ではあまり格差はみられないが、

内陸部の発展速度が沿海部を多少上回っている。

割合でみると、江蘇省、広西チワン族自治区、広

東省、湖南省、山西省の5省が分布率の上位5位を

占めている。

デジタル放送のチャンネル数は、2008年時点で

179チャンネルである。

例：≪天元囲碁≫、≪メイクアップ≫、≪自

動車とオートバイ≫、≪留学世界≫、≪遊戯競技

≫、≪ゴルフチャンネル≫、≪テレビガイド≫、

≪英語補講≫、≪撮影チャンネル≫、≪早期教育

≫、≪妊娠子育て指南≫、≪子育て宝典≫、≪グ

ローバル奇観≫、≪東方物流≫、≪財富天下≫、

≪風雲音楽≫、≪風雲サッカー≫、≪世界地理

チャンネル≫、≪第一劇場≫、≪女性トレンド

≫、≪風雲劇場≫、≪ＣＣＴＶ戯曲≫、≪ＣＣＴ

Ｖ映画≫、≪ＣＣＴＶ娯楽≫、≪カーファンチャ

ンネル≫、≪天盛欧州サッカーチャンネル≫、≪

中国映画チャンネル≫、≪新アニメ漫画≫等。

テレビ通販に対する規制の強化
2004年以来、中国のテレビ事業は迅速に発展し

ている。2007年、中国のテレビ通販市場は105億

元規模であったが、2008年には156億元に増加、

1年で50％を超える成長を遂げている。2009年

は200億元を超え、2020年には3,000億元に拡大

し、小売市場全体の1.5％を占める規模に成長する

と予測されている。

表3：中国テレビ通販の売上額の推移（単位：億元）

出所：CCID/CRC	

しかし、テレビ通販に普遍的に存在する虚偽

宣伝や劣悪商品等の問題により、消費者の不満も

また普遍的に存在する。これを受け、中国政府は

2009年12月、“テレビ通販チャンネルの開設と管

理に関する意見”を公布し、テレビ通販に対する

管理の強化を開始した。意見書の具体的な内容に

は、以下の内容が含まれている。

（1）「業界許可制」の適用。如何なる機構で

あっても、ラジオテレビ総局の許認可を

得ずにテレビ通販チャンネルを開設するこ

と、およびテレビ通販番組を放送すること

を禁ずる。且つ、現存するテレビチャンネ

ルや番組をテレビ通販チャンネルや番組に

改編することも同様に禁ずる。（例：情報

サービス、テレビガイド等の名目を利用し

たテレビ通販番組等）また、放送範囲の拡

大も禁ずる。

（2）業界参入のハードルを上げる。スタッフや

設備の配置等に対する要求、資本金に対す

る要求を設定し、全国放送では1億元、省級

放送では5,000万元、市級放送では3,000万

元を最低資本金として定め、無形資産や現

物出資、土地物件等による出資は一切認め

ない。

（3）放送プラットフォームの制限。2010年1月
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10日以降は、許可を得たテレビ通販版チャ

ンネル、もしくは放送時間帯以外の、あら

ゆるテレビ通販番組の放送を認めない。

ニュースチャンネルや国際チャンネル等

の専門チャンネルだけでなく、テレビ通販

チャンネルにおいてもテレビ通販広告の放

送は認めない。教育チャンネル、子供チャ

ンネル等の専門チャンネルで、未成年の視

聴に適さないテレビ通販広告を放送するこ

とを禁ずる。

（4）放送時間の縮小。現時点でまだテレビ通販

チャンネルを開設していないテレビ局に対

しては、一回の放送が5時間以内のテレビ通

販専門の放送時間（19：00-21：00の時間

帯を除く）の開設を認め、許認可を受けた

固定のチャンネルでのみ放送することがで

きる。また、テレビ通販チャンネルとテレ

ビ通販の放送時間においては、広告の放送

は認めない。（テレビ通販広告を含む）

（5）アフターサービスの強化。テレビ通販チャ

ンネルを開設するテレビ局は、テレビ通

販の運営会社に対する管理を強化しなけれ

ばならない。テレビ通販の運営会社は、テ

レビ通販を通じて商品を購入した消費者に

対する返品期間を設けること、品質に問題

のある商品は無条件で交換・返品を行うこ

と、消費者に与えた損失に対しては法に照

らし合わせて責任を負うことを承諾しなけ

ればならない。この他にも、テレビ通販専

用の放送時間に販売した商品やサービスに

ついては、その放送チャンネルと契約を交

わしたテレビ通販の運営会社が、経営およ

び関連する法的責任のすべてを負うものと

する。

国家ネットワークテレビの開設
インターネットは、その誕生からこれまで常

軌を逸した速度で発展を続けている。2000年と

2009年を比較すると、中国のインターネットユー

ザー数は1,700万人から3.84億人になり、10年間

で20倍を超える拡大を遂げている。インターネッ

トの普及率は、全国平均でみると30％に満たない

が、北京や上海、広州等の大都市では既に50％に

達している。

　インターネットは、一種の新たな産業でもあ

るが、新たなメディアの一つでもある。一種の新

興産業としては、インターネットはIT技術や情報

産業、電子ビジネス等とより密接な関係があり、

政治や経済、社会、軍事、科学技術、文化、教育

等、各業界の各領域に大きな影響を与えている。

中国と世界の先進国家との距離を近づけることに

も成功し、中国の経済成長率の一端を担ってい

る。また、経済構造や発展方式の改革を促進する

うえでも、より重要な役割を果たしている。

産業としてのインターネットに対して、中国政

府は積極的な支援体制を敷いている。政策や資金

等の面で優遇政策を採用し、“政府のネット工程”

や“企業のネット工程”、“家庭のネット工程”等を推

進している。

新たな情報伝達手段であり、新たなメディアと

してのインターネットに対しても、中国政府は同

様に高い関心を示している。例えば、中国の政府

首脳はインターネットから民意を理解し、同時に

インターネットを使って民意に影響を与えること

を非常に重視している。

例えば、2009年12月28日に放送開始した中国網

絡電視台（www.cntv.cn）は、まさに中国政府がイ

ンターネットメディアを重視し、インターネット

メディア戦略の推進を体現した証しである。

中国網絡電視台（www.cntv.cn）には、イン
ターネットテレビ、IPテレビ、携帯電話テレビ、

移動メディア等の各種メディアがその放送チャン

ネルとして含まれ、既に、ニュースチャンネル、

総合チャンネル、ブログチャンネル（愛西柚）、

検索チャンネル等が放送されている。2010年に

は、財経、映画、テレビドラマ、探索、健康、気

象、ホームインテリア、旅行、教育、民族、音楽

等のチャンネルを開設する予定である。
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＜建議＞
　メディア、とりわけテレビ放送業界は、

中国で残された数少ない未開放分野の1

つである。中国政府はこの分野に対する

外資や民間資本の参入を厳しく制限し、

外国の番組についても特定の放送枠を設

け、放送時間を制限している。一方で、

テレビをはじめとするメディア業界は、

潜在的成長性の最も高い領域として各方

面の注目を集めている。

　メディアは政治体制に直接的な関わりを

持つ敏感な分野であり、外資企業が中国

政府に対して抜本的な変革を要求するこ

とは難しい。しかし、日本の番組（アニ

メなど）の放送枠や放送時間に対する規

制緩和を要求することは可能である。ま

た、番組制作や放送技術、テレビ通販、

デジタルテレビコンテンツなどの分野に

おいては、外資系企業の参入の余地があ

るため、各方面の情報を収集し、中国へ

の進出戦略を立てることは可能である。

具体的には、以下を建議する。

①日本の番組（アニメなど）の放送枠や放

送時間に対する規制緩和を要望したい。

②外資系企業との協力、交流における幅広

い情報提供を要望したい

図1：中国網絡電視台
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１．海運
外航海運にとって、2009年は中国の影響をこれ

まで以上に強く感じた年であった。年初の荷動き
は低調であったが、その後、中国政府の積極的な
財政政策と適度に緩和された金融政策に基づく内
需拡大により、経済のＶ字回復とともに、エネル
ギー・原料輸送が急回復し、コンテナ輸送も下半
期になり緩やかに回復してきた。

ここに、中国交通運輸部の政策・バルク輸送の

動向・コンテナ船輸送の動向・港湾貨物取扱の状

況・外航海運を取り巻く課題について順に振り返

ってみたい。

中国交通運輸部の政策
2010年1月15日開催の全国交通運輸工作会議

で、以下の報告があった。

2009年の回顧

①国際金融危機に対して経済成長の一連の計画(万

トン級以上の深水バース96箇所を増設し、河川

航道1192キロを改善するなどのインフラ整備)

を積極的に推進した。

②交通輸送サービス保障能力の向上に力を入れ

た。

　重点物資の輸送と民生用品の輸送を確保し、鉄

鉱石の港頭地区から外への送り出し、夏の電力

使用ピーク対策と冬の備蓄石炭の運輸を効果的

に実施した。

③交通運輸市場の管理監督を強化した。

第６章 
運輸業

　老齢船舶の繰上げ廃棄の奨励、国際コンテナ

定期船運賃届出制度の整備、中国籍便宜置籍

船制度の延長、両岸海上直航に関する12項目

の政策措置を実施した。

④交通運輸“安全生産年”活動を継続した。

⑤法に基づく行政と外国との交流協力を積極的に

推進した。

⑥省エネ・排ガス削減を強化した。　　　

2010年の目標と展望

会議において、以下の項目が確認された。

①河川輸送力の増強。

②運輸保障サービス強化の継続。

③運輸監督の強化。

④改革と法に基づいた行政の深化を堅持する。

⑤安全管理監督と人命救急体制の強化。

⑥科学技術と省エネ・排ガス削減の推進。

⑦対外交流協力を継続拡大。

⑧第十二次五カ年計画を編成する。

以上から、2010年は、総合運輸体系の発展を

念頭におき、河川輸送力の強化、運輸施設装備の

技術と情報化のレベル向上、資源節約型・環境友

好型業種としての交通運輸業を目指す政策ととも

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。
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バルク輸送の動向
2009年の回顧 

ドライバルクマーケットは、2008年後半の世界

不況によるマーケット急落を受け、2009年のBDI	

（Baltic	Dry	 Index、1985年平均＝1,000）は、

600台という歴史的に低い値で幕を開けた。世界

経済の減速から世界各国の鉄鋼会社が軒並み減産

体制だった上、マーケット好況時に大量に発注さ

れた新造船が多数竣工してくることもあり、2009

年のマーケットは低い水準で推移すると予想され

ていた。

しかし、各国の景気対策、特に中国のインフラ

整備等の内需拡大の中心となっている4兆元の景

気刺激策により鉄鋼需要が増大し、鉄鋼原料の需

要が大幅に増加。それにより6月には4,291まで急

騰。その後も中小ミルやトレーダーを中心とした

SPOT買いの集中と滞船により、ボラティリティー

は大きいながらも、鉄鉱石需要は1年を通じて順

調に推移した。

また、炭鉱事故や環境対策による中国炭のコス

ト増大と国際石炭価格の値下がりにより、中国の

石炭輸入量は2008年の4,000万トンから2009年

は12,000万トンに大幅に増加。中国は初めて石

炭純輸入国となり、供給元も従来の東南アジアか

ら豪州へとトンマイルが増加したため、パナマッ

クス、ハンディマックスのマーケットを下支えす

ることとなった。供給面に関しては大量竣工が予

想されていたものの、実際には船主の資金繰り等

を理由としてキャンセルや引渡し遅延が多く発

生し、実際には発注された内の61%しか竣工しな

かった(CLARKSONS	Drybulk	freight	market	as	of	

9	February	2010)。

2009年のドライバルクマーケットは上述の中

国向け輸送量の急激な拡大と、竣工船の減少によ

り、年初の予想を大きく上回る水準であった。

タンカーマーケットは、春に下落して、夏場は

低調に推移し、冬場に向けて上昇するという季節

変動があったが、2008年は真逆の動きであり、

2009年は低調なマーケットから始まった。

その後、需要も伸びず、予想されていたシン

図表1：中国の品目別輸入･輸出量の推移　
2001年(左)　2009年(右)

出所：Clarkson
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グルハルの撤退も進まなかった為、マーケットで

は弱気なセンチメントが支配的となり、夏場も

冬場も大きな動きはないまま低位安定で推移し

た。2009年のタンカーマーケットは通年の平均で

WS40を割る低いレベルとなった。

中国の貿易量の推移でみると、2001年全輸入量

は3.2億トンで、全輸出量は2.5億トンとあまり差

がなかったが、2009年には同13.6億トン、3.3億

トンとその差は4倍に拡大した。輸入で大きく伸

びたのは鉄鉱石の6.7倍で5.2億トン、石油が3倍で

2.0億トン、石炭が49倍で1.2億トン。輸出で大き

く伸びたのはコンテナの3.2倍で1.0億トンとなっ

ている(図表1)。すなわち、自給率が下がった原燃

料の輸入を拡大して、自国での消費を賄い、さら

に加工貿易で製品の輸出を増加させている構図で

ある。

2010年の展望

中国の粗鋼生産は2010年も政府主導の強力な内

需拡大策の恩恵を受け順調に増加し、6億トンを

超えると予想されている。中国国内の鉱山は質も

低く、大幅な増産も見込めないため、中国の輸入

鉄鉱石量も過去最高の輸入量だった2009年より増

加するとみられている。

また、景気が徐々に回復してきている欧米や

日本の鉄鉱石輸入も2009年比増大するとみられ

2010年の貨物輸送量は堅調に推移すると予想され

ている。

供給面では、2010年には2009年以上の船舶の

竣工が予定されており、受注船舶の大量竣工に伴

う需給不均衡が危惧され、2010年問題と言われて

いる。ただ、2009年同様新造船のキャンセルや引

渡し遅延がある程度発生することが予想され、実

際の竣工量を注視していく必要がある。

2010年のドライバルクマーケットは、欧米日の

貨物需要の回復と中国を初めとする新興国の貨物

需要の増大が船舶の大量供給をカバーできるかに

掛かっており、先行き不透明である。

タンカーマーケットに関しては、2010年頭は前

年比高い水準で推移している。

原油需要が回復してきていることに加え、原油

の先高感も出てきている為ストレージ用の需要が

さらに増加し、需給を引き締めている。景気回復

に伴い原油需要の回復傾向が続けば、船舶需給が

更に引き締まり、マーケットも上昇傾向となる。

また、原則2010年に撤退となっているシングル

ハル(一重船殻構造)の撤退も加速するとみられて

おり、2010年のタンカーマーケットは前年比高水

準で推移すると予想される。

コンテナ船輸送の動向
2009年の回顧

貨物輸送量の概況について、主要航路毎に09年

を08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

09年
1-11月 1039.7 722.7 69.5% 544.6 251.3 46.1%

08年
1-11月 1238.9 854.5 69.0% 569.6 233.5 41.0%

	 16.1%減 15.4%減 	 4.4%減 7.6%増 	

(財)日本海事センターが纏めた資料によると(出

所はPIERS)、09年の北米貨物輸送量(1～11月)は

上記の通りで、東航(アジア->北米)の貨物量が前

年同期比16.1%の減少、うち(中国＋香港)発は同

15.4%の減少でシェアは69.5％。西航(北米->アジ

ア)の貨物量は同4.4%の減少、うち	(中国＋香港)着

は同7.6%の増加でシェアは46.1%。

東航は08年秋に本格化した世界経済危機の余

波で、米国の金融機関の貸し渋りから消費が縮小

し、アジアから北米向けの消費財の輸出が縮減し

た。一方、西航の荷動きは、全体では減少した

が、アジア側最大の消費国となった中国の経済回

復が欧米に比べ早かったこともあり、中国＋香港
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向けは前年同期比増加となった。

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)
09年1-11月 1039.5 492.7
08年1-11月 1248.5 486.5

	 16.7%減 1.3%増

　　
欧州貨物輸送量は欧州発着トレードの運航

船社で構成するELAA(European	 Liner	 Affairs	

Association)の纏めを基に、09年と08年の1-11月

を比較すると上記の通り。

アジア発欧州向け(西航)は16.7％減少、欧州発

アジア向け(東航)は1.3％増加となった。

リーマン・ショック後の世界同時不況は、それま

で2桁の荷動き増を支えたロシアや東欧諸国の経済

にも打撃を与えた。この結果、アジアからこれら地

域向けの消費財出荷も急速にしぼんだ。一方、欧州

からアジア向けは昨年半ばから景気が急速に持ち直

したことにより、若干の増加となった。

図表4：日中間コンテナ貨物輸送量 
日本/中国荷動き量（単位：万TEU）

	 日本→中国 中国→日本
09年1-12月 94.2 184.7
08年1-12月 95.8 206.9

	 1.7%減 10.7%減

　
SCAGA(海運同盟事務局)発表の統計によると、

09年の日中間コンテナ貨物輸送量は、上記の通

り、輸出(日本発中国向け)は1.7％減、輸入(中国発

日本向け)は10.7％減、総輸送量は前年比7.8％の

278万9950TEU減。日中航路全体の荷動きは08年

11月から、金融危機の影響で急減速したが、09年

03月から反転/再浮上に転じ、夏場からは、日本

発中国向けの古紙の需要増、自動車関連部品/部材

の回復がみられたほか、年末にかけてプロジェク

ト関連貨物や機械製品などの増加基調も鮮明とな

り、荷動きの増勢が加速した。

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、09年は、08年比0.32％増

の1231万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	 118.5万TEU	 2.7％減	

　	北中国出し	 205.4万TEU	 8.7％減

輸入　

	南中国向け	 	69.7万TEU	 8.8％増	

　	北中国向け	 178.0万TEU	 23.5％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571.6万TEUで46.4％で

ある。アジア域内のコンテナ貨物の動きで中国の

果たしている役割は大きい。

2010年の展望

「海事プレス」や「SHIPPING	GAZETTE」など

業界紙情報を総合すると、2010年の海上コンテナ

の荷動きは、アジア/北米間とアジア/欧州間の2

大基幹航路は、前年のマイナス成長の反動増で、

伸びが予想される。アジアから北米向け(東航)は

10％増加、北米からアジア向け(西航)は5％増加、

アジアから欧州向け(西航)は5％増加、欧州からア

ジア向け(東航)は10％増加の見込み。(海事プレス

2010年１月18日　2010年定航トレード予測)

今年の日中トレードは、昨年実績超えが確実と

みられるが、一昨年の水準に戻るとの見方は少な

い。日中航路自体がかつての急拡大から安定成長

の段階に入っていることもあり、今年は5％を下

回る程度の伸びで推移しそうだ。

アジア域内の荷動きに関しては、本年1月1日に

正式発効した中国とASEAN(東南アジア諸国連合)

間のFTAの影響で、貿易が活発化し、力強い荷動

きの回復が見込まれる。
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＜建議＞
①	国際コンテナ定期船運賃届出制度につい

て、形骸化せぬよう、監督の強化を要望

したい。　

②	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)	の緩和を要望したい。

③	中国の港湾における船舶代理店業務の外

国企業への開放を要望したい。

④	条例の施行期日に関係者が対応可能と

なるよう、施行細則などの発表は必要

な準備期間を考慮の上、早期通知を要

望したい。

港湾貨物取扱の状況
09年の全国港湾貨物取扱量は、69.1億トンで、

昨年比8.2％の増加である。外貿貨物は21.4億ト

ン、昨年比8.67％の増加。鉄鉱石、石油、石炭の

輸入が大きく増加した。

09年の全国港湾コンテナ取扱量は、前年比で初

めてマイナスとなる5.8％減の1.21億TEUだった。

コンテナ取扱量では上海港の落ち込みが大きく、

10.7％減の25.2万TEU。ただ、それでも上海は取

扱量で世界2位だった。上海を含む沿海部の取扱

量は5.9％減の1.9億TEU。中国交通運輸部は世界

経済の回復により輸出入が増加傾向にあることか

ら、今年はプラス成長になると予測。コンテナは

2％増の1.25億TEU、総量は13％増の78億トンに

達するとみている。

外航海運を取り巻く課題
・2009年は、景気低迷に伴う荷動き減に伴い、

外航海運各社は、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、船舶供給量

の削減を行った。しかしながら、コンテナ航路

では、供給過多が解消されず、関係船社は競争

して貨物をおさえに走り、あまりの過当競争に

より海運業界、特に近海の定期コンテナ航路で

は、“ゼロ運賃・マイナス運賃”が跋扈。競争に

疲弊した船社をみかねた交通運輸部が、国際コ

ンテナ定期船運賃届出制度を導入し市場は安定

に向かっていたが、最近になってまた、抜け駆

けをする中国船社が出ていると聞く。この運賃

届出制度は煩雑な事務作業を伴うものであり、

また国内外を問わず、全ての船社が制度の遵守

を義務付けられているので、正直者が馬鹿をみ

る様な事にならないよう監督機関は目を光らせ

るべきと考える。

・2009年3月25日、中国国務院(中央政府)は、

2020年までに上海を国際金融センター・国際航

運センターとする構想を認可した。外航船社に

とっては、上海港がこれまで以上に使い勝手が

良く、コストセーブにつながる施策が出てくる

ことが望まれる。

　具体的には、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

トセーブ、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。

・外国資本100％の海運企業の業務範囲に制限が

あり、港湾における船舶代理店業務など出来な

い。このような業務が外資に開放されれば企業

の採算性は向上することとなる。

・『船舶海洋環境汚染予防・対処管理条例』は、

2009年9月9日に公布され、2010年3月1日から

施行の運びとなっている。この条例の中で、油

濁事故対策として、汚染危険貨物を輸送する船

舶と、その他の1万総トン超の船舶に油濁清掃

企業との契約を求めているが、この2月25日現

在、施行細則が出ておらず、一方、施行延期の

通達も出ておらず、船社は対応に苦慮して

いる。
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２．空運
羽田＝北京首都空港間の 
国際旅客チャーター便の運航開始

2009年4月の日中首脳会談で開設につき合意さ
れ、2009年7月に日中航空当局間で、日中双方1
日2便ずつ、合計1日4便の詳細枠組みが合意され
た。この合意に基づき、2009年10月25日より、
日本側は日本航空・全日空、中国側は中国国際航
空が運航を開始した。

これにより、羽田空港より、上海虹橋空港に北

京首都空港を加えた2地点に昼間時間帯の運航が

拡大し、旅客の利便性の向上が図られた。

2009年中国航空旅客概況
2009年の中国民航の旅客輸送実績（国内・国際

合計）は、2億3051万人となり前年比19.7％の増

加となった。2008年秋以降の米国の金融危機に端

を発した経済危機の影響により、国際線は前年比

3.0％の減少となったのに対して、国内線について

は、中国経済の早期回復を反映し、前年比22.2％

もの大幅な増加がみられた。

2009年中国各空港旅客取扱実績ランキング

空港 2009年	
（千人）

増減率	
（前年比）

1 北京首都空港 63,375 +16.9%
2 広州空港 37,049 +10.8%
3 上海浦東空港 31,921 +13.1%
4 上海虹橋空港 25,079 +9.6%
5 深圳空港 24,486 +14.4%
6 成都空港 22,638 +31.3%
7 昆明空港 18,945 +19.3%
8 西安空港 15,295 +28.3%
9 杭州空港 14,945 +17.9%
10 重慶空港 14,038 +26.0%
11 厦門空港 11,328 +20.7%
12 武漢空港 11,304 +22.8%
13 長沙空港 11,284 +33.5%
14 南京空港 10,837 +22.0%
15 青島空港 9,660 +17.8%
16 大連空港 9,550 +16.4%

17 海口空港 8,390 +2.0%
18 三亜空港 7,941 +32.2%
19 瀋陽空港 7,505 +10.2%
20 鄭州空港 7,342 +24.7%

出所：CAAC

2009年日中間航空旅客の状況
2009年の日本人中国訪問者数は、3,317,500人

となった（2008年比3.7％減）。　（出典：中国

国家旅遊局）

これは、世界的な景気低迷の影響で企業収益が

悪化し、出張などの業務渡航が手控えられたと共

に、個人消費の落ち込みで海外への観光旅行需要

にも影響があったと考えられる。さらに、4月下

旬からは新型インフルエンザの感染が拡大し、特

に5月から6月には感染を避ける、あるいは感染者

と同じ航空機に同乗した場合の一時的な隔離措置

の可能性が嫌悪され、大きな影響が出た。プラス

の側面としては、燃油サーチャージが、燃油価格

の下落に伴い段階的に引き下げられ、7月から9月

には廃止され、旅行需要が喚起されたものの、前

年実績を上回るまでの牽引力とはならなかった。

一方、2009年の中国人の訪日旅客数は、100万

6千人（12月は推計値）となり、前年比100.6％

で、過去最高の旅客数であった。

円高あるいは新型インフルエンザの影響で、

多くの外国からの訪日旅客数が大幅に減少する

中、早期に景気回復が始まった中国は、ほぼ唯一

訪日旅客数が増加した。年初は前年後半からの回

復基調が継続していたものの、日本国内での新型

インフルエンザ感染拡大を受け、5月以降、観光

あるいは教育旅行のキャンセル・延期が大量に発

生した。しかしながら、①7月からの個人観光ビ

ザの解禁、②ビジット・ジャパン・キャンペーン

（VJC）による需要喚起、③北海道（道東）が舞

台となった映画「非誠勿擾」のヒットによる北海

道への注目等により、中国政府の大規模な景気刺

激策による中国国内経済の早期回復と相まって、

8月以降は、建国60周年前の9月を除いて、前年対

比二桁の伸びが続いている。
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2009年中国航空貨物概況
2009年の中国民航の貨物輸送実績（国内・国

際合計）は、445万トンとなり前年比9.3％の増加

となった。内需に支えられた国内航空貨物は前年

比11.4%の増加となった一方で、国際航空貨物需

要については、特に年前半の経済危機の影響もあ

り、前年比5.5%の増加に留まった。経済危機によ

る世界的な需要低迷の一方、中国発着航空物流は

堅調に実績を伸ばしている。

なお、空港別実績では、上海浦東空港、北京首

都空港、広州白雲空港の3空港にて中国全空港の

取扱量の52.6%を占める結果となっており(計497

万トン)、混雑空港である3空港へ需要が集中する

構図に変わりのない状況であった。

2009年中国各空港貨物郵便取扱実績ランキング

空港 2009年	
（千トン）

増減率	
（前年比）

1 上海浦東空港 2,543 ▲2.3%
2 北京首都空港 1,476 +7.9%
3 広州空港 955 +39.3%
4 深圳空港 605 +1.2%
5 上海虹橋空港 439 +5.6%
6 成都空港 374 +0.1%
7 昆明空港 259 +9.5%
8 杭州空港 226 +7.4%
9 南京空港 200 +6.7%
10 厦門空港 196 +0.3%
11 重慶空港 186 +16.1%
12 天津空港 168 +0.9%
13 青島空港 135 +3.8%
14 西安空港 127 +8.5%
15 大連空港 126 ▲2.7%
16 瀋陽空港 112 +9.7%
17 武漢空港 102 +13.4%
10万トン以上の空港を表記、出所：CAAC

2009年日中間航空貨物の状況
2009年日中航空貨物実績（日本発中国向け）

航空貨物需要は年初より徐々に回復し、11月

以降、前年実績を上回ったが、一昨年の実績レ

ベルには依然として隔たりがあった。結果、通

年では、13万トンと前年対比78.3%、金額ベー

ス(2009年財務省貿易統計）においても前年比

79.1%となった。

金額ベースによる品目別構成比は、半導体等電

子部品（25.0%）、電気回路等の機器（6.3％）、

映像機器(5.2%)、科学光学機器(8.5%)となってお

り、機械類及び輸送用機器、雑製品にて全体の7割

以上を占めている状況に大きな変化は無かった。

品目別前年比では、半導体等電子部品(87.0%)、

映像機器（94.8%）、科学光学機器(87.9%)とな

り、構成比上位の主要品目の下落幅が少なかった

一方、その他品目の実績が大幅減となり、総額を

押し下げた。特に半導体等製造装置に関しては

43.1%と激減した。

国際航空貨物輸出実績

	

2009年日中航空貨物実績（中国発日本向け）

2009年財務省貿易統計によれば、金額ベースに

おいて、前年比77.1%に留まった。なお、品目別

構成比（金額ベース）は、事務用機器21.7%、通

信機18.8%、音響・映像機器(含部品)10.3%、衣類

及び同付属品8.8%、半導体等電子部品7.5%、精密

機器類6.7%であった。品目別前年比では通信機が

103.1%と増加となった以外は、殆どの品目が前年

より2～3割減となった。

日中間航空貨物輸送の状況

2009年は年初より各航空会社が減便し、供給

減となった一方、10月以降の急速な需要回復に
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より、需給が逼迫し、2009年10月および11月に

は、特に欧米向けに多数の臨時便が運航された。

結果として中国発着国際航空貨物実績は前年比

で増加となったが、その一方で、日中間の実績(金

額ベース)は前年割れと明暗を分ける形となった。

中国内工場における生産管理の高度化による日

本マーケット向け製品の納期遅れ対応等の航空輸

送需要の減少、検品作業の中国移管による完成品

の日本経由輸送需要の低下、および物流コスト低

減を目的とした海上輸送へのシフト等により、構

造的に日中間の航空輸送需要が減退している状況

は否めない。

更に、中国発日本向けの主要品目である繊維製

品の一部に関しては、中国よりパキスタン等の南

アジアへの生産拠点のシフトが進んできている。

今後の展望および課題
IMFの経済見通し(2009年10月)によれば、

2010年の中国の経済成長率は9.0%となり、当局

の景気刺激策による内需に支えられ、引き続き高

成長を維持する見通しとなっている。これを受け

て、中国の航空旅客需要および中国発着航空貨物

需要共に、国内需要を中心に、今後も高い成長が

見込まれる。

また、日本の首都圏においては、2010年3月に

は成田空港の発着枠の増加、同10月には羽田空港

における新国際線ターミナルのオープンおよび発

着枠の増加が予定されており、日中間の航空輸送

力の拡大が期待される。

日中間の航空旅客需要については、日本経済

の立ち直りによる日本発需要の早期回復に期待し

たいが、依然として残る中国の食の安全に対する

懸念の払拭も望まれる。また、中国人の訪日旅客

需要については、引き続き堅調な伸びが期待され

るが、中国人の訪日ビザの要件緩和により、各種

手続きの簡素化・迅速化および渡航者の利便性向

上が図られことで、日本を訪れる中国人が益々増

加することに期待したい。なお、中台直行便の就

航により外国旅行の需要の一部が台湾に向かうな

ど、他のデスティネーションとの競合も激しく

なっているが、官民協力して、日本の魅力をさら

にアピールし、この競争に打ち勝っていくことが

必要である。

日中間航空貨物需要についても、中国の高い経済

成長に支えられ、堅調に推移すると考えられるが、

前述のとおり日中間の航空貨物需要の構造変化によ

り、中国発着各路線に比べると、日中路線の成長率

は相対的に低いものになると推測される。

＜建議＞
「中国人の訪日ビザの要件緩和」

　中国人の訪日ビザについてはこれまでも

段階的に緩和されてきているが、各種手

続きの簡素化・迅速化および渡航者の利

便性向上が図られることで、日本を訪れ

る中国人のさらなる増加が期待できる。
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３．陸運
中国交通部運輸部の政策 
（陸運の関連項目）

2009年の回顧と2010年の展望（2010年1月15
日開催の全国交通運輸工作会議報告より）

2009年の回顧

国際金融危機に対し、 
交通インフラ建設で成果をあげた。

陸運・水運固定資産への投資額は1.13万億元、

GDP増長に0.5.%貢献、全交通インフラ建設で

1,200万単位の就業を確保した。

交通運輸サービス保障の新たな段階を切り開いた。

重要物資（石炭・鉄鉱石・石油・糧食・化学肥

料）、民生生活物資、国慶節式典運輸、救援物資

の輸送保障において実績を上げ、新たな段階を築

いた。

農村交通発展を継続推進させた。

農村道路建設に比重を置き（特に、中部・西部

の貧農地区）、車輌購入税における農村道路建設

の投資額の比率を上げ、農村道路38万KMを新規

建設・改造した。

交通インフラ建設の資金確保としての 
税制改革を実施させた。

養路税の撤廃に続き、地方政府借款により建設

された2級道路の通行費を撤廃（1430箇所、全体

の74%）、毎年260億元をインフラ建設の助成金

に割り当てた。

交通運輸市場の監督管理を強化した。

「トラック運賃規則」と「道路運輸価格管理規

定」を公布、大型車輌の過積載の取り締まりを強

化、全国主要都市(100箇所)に観測機構を設置した。

技術革新を推進した。

各高速道路にETAを導入、又、高速道路安全

サービス技術・営業車輌の安全保障技術の発展推

進を組織化した。

省エネ・排ガス対応を強化した。

営業車輌燃料消耗量の市場チェック制度を実

施、第11期5ヵ年計画の第2期省エネ産品（技術）

目録を発表した。

2010年の目標

道路建設と修復を更に推進する。

内需拡大による経済活性化の政策の支援とし

て、高速道路・農村道路の継続建設、及び、道路

の改善・保全・危険橋梁の改造・災害防止等の関

連工事を継続。

運輸保障を継続強化する。

重点物資、民生物資、救援物資、上海万博物

資、広州アジア大会物資の運輸保障を継続強化

し、生鮮品・農産品の緑色通路網政策を振興、貨

物中継拠点と総合物流園区の貨物集積拠点との一

体化体系を構築。

市場管理を継続強化する。

企業の自主管理・社会監督・業界監視・情報公

開等による道路市場の管理体系と市場原理による

良好な陸運市場を形成、違法営業車輌の摘発、過

積載取り締まりを強化。

行政改革深化を堅持する。

燃料価格と税制改革の管理監督の要員配置の

編成を進め、又、「道路保護条例」「運賃条例」

「道路輸送条例」等を修正。

安全監督と緊急保障体制体系を健全に確立させる。

技術革新と省エネ・排ガスを徹底する。

IT化標準化体系を修正、公共運輸情報プラット

フォーム建設と行政許可制を推進。道路と生態

系、道路の省エネ・排ガスと再利用等で、交通

技術の研究と応用を強化、営業車輌燃料消耗量

チェック制度を定着化させ、交通固定資産投資項

目の省エネ評価制度を改善し、又、国民に対して

の省エネの教宣活動を展開。

対外交流協力を継続強化する。

国際運輸シンポジウム、第3回日中韓交通運輸



284

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

部長会議の開催。

　

道路建設の動向
2009年の回顧

09年新設道路の総距離は9.8万KMであった。

内、高速道路は4,719KMであり、総距離は6.5万

KMに達し、世界第2位となっている。

重点施策とされている農村交通道路建設では、

特に中部・西部の辺貧困地区の農村道路建設の投

資比率を高め、第3期農村道路工事を実施、新設

改造距離は38万KMとなった。

又、修復が必要な道路2.6万KM、危険橋梁2407

基の保全工事を完工した。

図表1：高速道路・道路距離の推移  (単位：万KM)
　 05年 06年 07年 08年 09年

高速道路 4.1 4.5 5.4 6.0 6.5

一級道路 3.8 4.5 5.0 5.4 データ
未発表

二級道路 24.6 26.3 27.6 28.5 データ
未発表

三級道路 34.5 35.5 36.4 37.4 データ
未発表

四級道路 92.1 157.5 179.1 200.5 データ
未発表

等級外道路 33.9 117.4 104.8 95.2 データ
未発表

出所：公路水路交通行業発展統計公報

2010年の展望

高速道路建設工期は通常3年であるが、現在未

貫通となっている高速道路の距離は6,130KMあ

り、内3,000KMが着手されており、重点的に建設

を進める。主に、西部地区8本の省級道路の年内

竣工、震災地区のインフラ修復等。

又、農村道路建設においては、第11期5ヵ年計

画の農村道路建設計画において計画未達成の東

部・西部地区農村のアスファルト（セメント）路

建設を年内竣工としている。

陸運市場の動向
2009年の回顧

国際金融危機が国内物流業にもたらした影響

は大きかった。第1四半期の輸送需要は極端に低

調、貨物車輌投資も前年同期比で半分以下であっ

たが、内需拡大政策に呼応して、第4四半期には

高需要に反転、車輌投入も前年比を超え、特にト

レーラーは前年比の5～6倍の販売量となった。反

面、需要規模が全体的には下降基調であり、各企

業とも客先のコストダウン・品質向上の要求に応

えるべく、企業の存続を掛けて物流改善に対処、

正に試練の時期となったが、中小企業の自然淘

汰、競争力創出の為の企業の自助努力として品質

向上・効率化、或るいは、企業同士の集合・合併

を促し、結果的に国際金融危機は物流企業に効率

化・大型化等の変革をもたらした。

昨年1月、燃料価格と税制改革が実施された。

従来、地方政府が道路修復の資金として車輌の積

載トン数当たりで徴収していた「養路費」を撤

廃、燃料消費税として燃料販売価格に盛り込み道

路修復の資金を中央行政が徴収する方式へ転換さ

せたものであり、輸送企業の経営にとっては固定

コストの低下、需要変動による運賃提示幅をもた

らし、かなり有利に働いた。又、過積載等の不正

常な行為により低運賃を拠り所にしていた個人・

中小輸送企業にとっては大幅なコスト増となり、

これらの個人・中小企業の自然淘汰を招き、輸送

市場の健全化、規範化、企業の大型化の動きに繋

がった。

輸送の効率化が求められ、納入物流が振興の中

で、道路輸送のIT化が加速された。行政（中央・

地方政府）、通信媒体（中国電信・移動）が参入

し、公共道路輸送プラットフォームが多く設立さ

れ、輸送業者にとっては車輌の供給情報と貨物の

需要情報を効率的に結びつける新たな戦略として

のチャンスをもたらした。

図表2：陸路貨物量の推移　　　　　　　　
05年 06年 07年 08年 09年

貨物量	
／億屯 134.2 146.2 163.9 191.7 209.７

貨物周転量
／億屯KM 8,693.2 9,754.3 11,35.7 32,868.2 36,383.5

出所：公路水路交通行業発展統計公報
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2010年の展望

世界経済が緩慢ではあるが復調の兆しにあり、

中国経済政策の継続性・安定性からみると2010年

の中国経済成長は安定した成長が想定され、内需

の更なる拡大及び輸出の回復の動きを鑑みると物

流業の成長率は昨年実績を上まると推測される。

健全なる交通運輸市場の形成が重点課題とされ

ているが、現状は次の問題を抱えている。輸送の

実質的な担い手の多くが個人・中小企業であり、

低廉な運賃が企業経営の拠り所とされており、

往々にして、低廉な運賃形成の背景には過積載、

過重労働、起用車輌陳腐化、保険の不整備等があ

るとされている。又、買い手である荷主側にも低

廉運賃至上主義があり、品質の価値に対しての認

識が低く、品質の高いサービスの運賃はなかなか

受け入れられないという点も指摘される。違法行

為の警告・摘発等の輸送市場の管理強化に連動し

て、市場原理により運賃市場も是正され、併せ、

輸送業界の規範化、企業の大型化（M&A、集合、

合併）が更に進展すると思われる。

環境融和型・省エネ型の交通運輸体系の建設

を重大施策として掲げられているが、陸運の省エ

ネ・排ガスの対応として、次の3点の動きが注目

される。一つは、輸送の新旧設備の交換・切り替

えが加速される。貨物車輌は、北京地区では08年

オリンピック交通管制導入を契機として、排ガス

規制不適合車輌（「黄標車」＝「EuroⅡ車輌」）

は全面淘汰（新規登録不可・車検不受理）が車輌

走行規制（時間、地域）と併せ深化しており、各

地方でも北京方式として横展開されつつある。

「黄標車」の淘汰・切り替えは減価償却時期とは

関係なく半ば強制的に実施され、コスト増の要因

にも繋がっている。二つは、交通インフラ建設の

集約化。主要都市の環状線沿いに分散設立されて

いるトラックターミナルが「物流業の調整と振興

計画」の指針に基づき、大規模物流園区（トラッ

クターミナル）或るいは配送センターとして集約

建設される。三つは、各地物流園区間の幹線輸送

と市内集配送の対応車輌の分業化が進む。輸送設

備・仕組みが有機的に結合し、車輌稼動率・積載

率の向上、燃料消費量の削減等の自助努力によ

り、省エネ・排ガスへの貢献と併せ、総合的にコ

スト低減化をもたらすものと思われる。

道路輸送のIT化は輸送業界には必要不可欠な領

域であり、道路公共情報プラットフォームは多く

設立されているが、更に新たな方式・サービスが

提供され普遍化が進むと思われる。反面、サービ

ス内容が実質的な経済活動・国民の輸送需要と

マッチングしていない、日進月歩で進化する情報

技術にマッチングしていない等の問題があり、運

輸業においての総合性と地域性情報の応用範囲の

拡大、政策的な標準体系（データーの標準化、評

価基準設定等）の構築、又、公共プラットフォー

ム事業の許認可制の導入等が急がれる。

＜建議＞
①	健全な陸運の運賃市場を形成させるため

にも、違法車輌、過積載車輌、虚偽「発

票」の取り締まりの更なる強化と、不正

な運賃市場への是正のための介入を要望

したい。

②	環境規定不適合の交通運輸設備（特に

「黄標車」）を計画的に淘汰・廃棄して

いくよう要望したい。

③	道路公共プラットフォーム事業の許認可

制の導入については、内資・外資の区分

なく、機会均等を事業要件の大前提とす

ることを要望したい。
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第７章 
卸・小売業

１．卸売
卸売業界の概況

中国経済は北京オリンピック終了後も引き続
き発展を続け、リーマンショックによる世界経済
の落ち込みが続く中、2009年度のGDP成長率は
8.7%を記録、卸小売業販売額合計も10.5兆元（前
年比：15.5%）と引き続き高い成長率を維持して
いる。

消費財販売総額における卸売業および 
小売業のポジション（単位：億元）

　 2004 2005 2006 2007 2008 2009

消費財販売総額 59,501 67,176 76,410 89,210 108,487 125,343

前年比 -- 12.9% 13.7% 16.8% 21.6% 15.5%

卸売業および小売業 50,257 56,589 64,326 75,040 91,198 105,413

ホテル業および飲食業 7,550 8,887 10,345 12,352 15,404 17,998

其の他 1,694 1,700 1,739 1,818 1,885 1,932

出典：中国統計年鑑　2009及び国家統計局情報

2001年11月に中国はWTOに加盟。これによ

り、2004年から2年以内での外資合資卸企業の

参入が認められ、さらに3年以内での外資企業に

対する各種制限（地域、数量、株式比率等）の撤

廃が決定された。これにより外資企業は中国国内

で制限なしの営業活動が可能となった。しかし外

資企業はそれ以前から卸売業、小売業へ参入して

おり、現在は国有系の卸売企業、民営系の卸売企

業、外資系卸売企業による競争が激化している。

卸売業界の現状（2009年動向）
企業数

2008年末時点では、中国国内の食品及び日用品

を取扱う卸売企業は約1万9千社。国有系企業が半

数を占め、民営系企業が45％前後となっている。

外資系企業は5％前後であるが、設立件数は増加

している。低温（冷蔵・冷凍温度帯）商品の取扱を

行う卸売企業は全体の10％程度であり、残り90％の

卸売企業は常温商品のみの取扱となっている。

卸売企業の分類

約1万9千社の卸売企業のうち、食品を専門に

取扱う企業は全体の70％程度を占めている。これ

は、食の西洋化・高度化に伴う消費の伸張、参入

障壁が低い、といった理由があげられ、企業間の

競争は激化の一途を辿るも、参入企業は増加傾向

にある。日用雑貨を専門に扱う卸売企業は全体の

20％強を占めており、都市部を中心に消費拡大の

影響で衣料・化粧品等の売上増加もあり、参入企

業は同じく増加傾向にある。残りの10％程度の企

業が食品および日用雑貨の両方を取扱う総合卸と

して存在する。

卸売企業の活動地域

日本と異なり、中国全土をカバーするような全

国規模の卸売企業の数は非常に少ない。沿海地区

を中心とした大都市圏での販売活動を行っている

のが卸売企業の現状である。大都市圏での購買力

が高く販売が好調なことから卸売各社は大都市圏

での販売の強化に努めている。また、こうした沿

海地区では高速道路や倉庫などの物流インフラが

比較的整備されており、輸送や保管にかかわるコ

ストの削減、販売エリア拡大に対するスピード感

ある対応が可能などのメリットがあり、大都市圏

を中心に卸売企業が活動を行っている。

低温（冷蔵・冷凍温度帯）物流

現在、国内卸売企業の取扱商品の多くが常温商

品である。国内の食品卸企業は一般的に規模が小
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＜建議＞
①	経営範囲の許認可：企業が新規分野の商

品を取扱う際、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、必

要以上に時間がかかることや対応する窓

口職員により要求する書類の数、内容が

異なることがある。対応に苦慮するた

め、早急な改善を要望したい。

②	通行証問題：北京市内の物流を行うため

には通行証を入手する必要がある。当局

に対し申請を行うことはできるが、外資

系企業が申請する場合、満額で認可され

ることが少ない（例：10件申請、3件の

み許可）。外資系企業にも十分な活動が

出来るような配慮を要望したい。

③	低温商品群に対する市場需要の拡大およ

び食品安全性確保の徹底のためにも、低

温物流の専門知識・技術を有した従業員

の育成が急務となっている。政府は現状

を把握し、専門知識・技術を有した人材

育成を進めることを要望したい。

④	食品卸企業は規模が小さいため、低温物

流を行うための保管・配送に必要な設備

投資が出来ない状況にある。ノウハウを

有する外資系企業との協力などを通じ

て、業界の再編を推進することを要望し

たい。

さく、低温物流を行うための保管・配送に必要な

設備投資が出来ない状態である。また、実際に低

温物流を行っている卸売企業でも、保管・配送で

必要な温度管理等が徹底されないことから、不良

品や品質管理上問題のある商品が流通し、店頭に

並ぶこともある。一方で、生鮮三品（肉・魚・野

菜）やフレッシュミルクなどの乳製品に対する市

場からの需要は高まっており、メラミン事件以降

食の安心安全に対する人々の意識が高まる中、低

温商品群を生産する有力食品メーカーの中には、

自社物流にて小売デポまで配送を行う企業も多

く、中間流通を担う卸売業としても対応を迫られ

ている。

2010年の展望
08年末時点での中国国内の卸売企業のうち、

外資系企業は5％前後である。卸売業の市場規模

の拡大傾向に合わせ、国内企業は外資企業との提

携・合弁等の手段を通し、資本投下、規模の拡

大、先進ノウハウの取得を目指す方向がより一層

顕著になるものと見込まれる。保管・配送の為の

設備投資、受発注や在庫管理の先進管理システム

導入による業務効率化とコスト競争力の向上など

を通し、市場競争に対応していくことになる。

また、現状の流通業界では小売店側とメーカー

側による直接取引が広範に行われており、付加価

値を持たない卸売企業は苦境に立たされている。

こうした現状を打開する為、有力卸企業の中に

は、国内企業との合併による規模の拡大、配送エ

リア拡大による取扱増加を目指し各地に支店や営

業所を設立するなど、積極的な動きを行う企業が

さらに増加すると見込まれる。

卸売業界での市場競争は激化の一途を辿ってい

るが、自社の競争力向上のためには、単一的、画

一的な配送業務を行うのではなく、市場のニーズ

に合わせた各種のサービス（例：低温物流への参

入による商品ラインナップの拡大、加工・包装等

の付加価値サービスの提供）を開始する企業が増

加すると見込まれる。

低温商品群に対する市場からの需要量は年々増

加の一途を辿っており、付加価値向上のため、上

述の低温物流に参入するため、専用倉庫、車両な

どに対する積極的な投資を行う有力卸売企業も増

加すると予想される。但し、設備投資を行っただ

けでは従業員のレベル向上も併せて行う必要があ

り、専門知識・技術を有する従業員の育成が不可

欠となる。
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２．小売業
百貨店やスーパー、コンビニといった日本の流

通大手が中国市場へのシフトを加速させている。
日本の国内市場は1990年代に成熟期を迎え、小
売総額は1996年の146兆円をピークとして減少に
転じ、2008年には135兆円まで縮小した。出口の
見えない消費不況の日本とは対照的に、いち早く
成長軌道に回復した中国の消費市場に目を向けざ
るを得ない。2009年12月10日付の日本経済新聞
でも、セブン＆アイ：コンビニ、スーパー、外食
の３本柱で拡大、5年後約5倍の4,000億円　イオ
ン：スーパーを30店運営、数年後に100店舗体制
目指す　ローソン：現地企業と合弁で上海に300
店を展開　ファミリーマート：上海、蘇州、広州
に300店を展開　三越伊勢丹：2014年までに5店
出店し計10店体制に　高島屋：2012年に上海に進
出計画　ファーストリテイリング：ユニクロを約
50店運営、2011年に100店超に　と報道されてい
る。

中国の小売業は外資規制の厳しい業種であった

が、1990年代以降徐々に外資への開放を進め、

2001年12月のWTO加盟により原則自由化への舵

を切った。ここではまず、中国小売業の対外開放

の過程をレビューし、その上で最近の動向と今後

の展望について概観してみたい。

中国小売業の対外開放
対外開放政策の進展

1949年の建国から1970年代末までは、ソ連型

の社会主義・計画経済体制が小売分野をも支配し

てきた。この時代は小売業というよりも「配給業

者」として、国営企業が政府の供給計画と割り当

てを担ってきた。1978年末に改革開放政策が実施

された以降は、国営企業の独占状態から徐々に個

人経営の商店の台頭が起こり配給制度に取って代

わっていったが、1992年までは外国企業が独資

(100％外資)はもとより、合弁・合資による小売・

卸売企業を設立する事は禁止されていた。

1992年7月、北京・上海・大連ほか全国11都市

でそれぞれ1～2社の中外合弁・合作の小売企業(

単独店)の実験導入が決定され、開始への開放が始

められた。次いで1994年には合弁チェーンストア

の試験的導入が決定され、この時点では2社(日本

のイトーヨーカ堂、オランダのマクロ社)が中央政

府より全国展開の認可を受けている。また、1995

年6月「外国企業投資産業指導目録」によって外

資利用の範囲が一段と拡大された。

さらに、1999年6月には「外商投資商業企業試

点弁法」を施行し、小売・卸売業への外資の参入

条件を大幅に緩和した。それまで11都市に限定し

ていた外資の参入地域を全ての省都や直轄市等大

半の主要都市に広げたが、4店舗以上のチェーン

ストア・卸売業では中国側の出資比率を51％以上

とする等、引き続き多くの制限事項も規定されて

いた。

ＷＴＯ加盟後の対外開放

2001年12月、中国のWTO加盟が正式に発効、

加盟議定書の附件9では、小売分野の外資への開

放について　1)地域制限：加盟時～加盟後2年以

内に地理的制限を緩和し、加盟後3年以内に地域

制限を撤廃する　2)	外資規制：加盟後2年以内に

外資マジョリティーが可能、加盟後3年以内に外

資制限を撤廃する。但し、特定品目を扱う30店舗

を超えるチェーンストアについては、外資マジョ

リティーは認めない　3)	規制品目：加盟後5年間

で、取り扱い品目の制限が段階的に緩和される　

4)	フランチャイズ：加盟後3年以内に、全ての制

限を撤廃する　と規定した。

この内容を受け、2004年6月1日に「外商投資

商業領域管理弁法」が施行された。同法では、全

額外資を認め、フランチャイズ経営を認め、地域

制限を撤廃し、ロイヤリティー制限を撤廃するな

ど(一部は2004年12月11日より実施)、大幅な規

制緩和が行われた。

マーケットの現状：競争の激化



294

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

外資の進出状況

現在中国国内では、既に世界の主だった大手

小売業が店舗展開している。その中でも目立つの

は、フランスのカルフールとアメリカのウォルマ

ートであろう。この２社の成功は、いずれも大型

店戦略、価格訴求型戦略、さらに低コスト経営戦

略に負っているといえる。

1995年に中国市場に参入したカルフールは、ハ

イパーマーケットという新業態をまず北京・上海

の巨大都市で展開し、内陸部消費市場への進出に

も力を注いでいる。勢力拡大のスピードは最も速

く、2008年度の売上は338.2億元、店舗数は134

店舗に達し、中国チェーン小売業100強の第6位に

ランクしている。

また、アメリカのウォルマートも、1996年深

セン経済特区に開設したスーパーセンターとサム

ズクラブを拠点とし、1998年以降中国全土展開を

始めた。2008年度の売上は278.2億元、店舗数は

123店舗、同じく第9位にランクしている。

この２社の他にもハイパーマーケットでは、イ

ギリスのテスコ（135億元、61店舗、24位）、タ

イのロータス（130億元、76店舗、25位）、百貨

店ではマレーシアのパークソン（107億元、40店

舗、30位）などが際立っている。

中国市場における日系小売業の参入の歴史も古

い。1992年にヤオハン(当時)が上海に進出した

のを皮切りに、業態を問わず多くの企業が中国市

場に挑戦してきたが、事業からの撤退もしくは譲

渡を余儀なくされたケースも多い。現在の状況で

は、セブン＆アイが大型スーパー、コンビニ、外

食の3分野で主要都市に出店、イオンも大型スー

パーとコンビニを手掛け、日本の流通2強が中国

でも存在感を増している。このほか平和堂が湖南

省で成功を収め、コンビニではローソン、ファミ

リーマートが店舗網を拡大、ファーストリテイリ

ングの「ユニクロ」や、良品計画の「無印良品」

も出店をスピードアップさせている。

チェーン小売業100強

2009年3月、中国連鎖経営協会より「2008年

中国チェーン小売業100強」が発表された。この

発表によれば、100社の売上は約1.2兆元、前年比

伸び率は18.4％、社会消費品売上額の11.1％を占

める。100社の内、海外ブランドは19社、日本か

らは永旺(イオン)が54位、伊藤洋華堂(イトーヨー

カ堂)が68位にランクインしている。(イトーヨー

カ堂は北京の売上による順位で、成都の売上を合

計すると50位前後と想定される)	

上位10社は以下の通りである。

（単位：百万元）

　 　 総売上高 伸び率 店舗数 伸び率

1 国美電器有限公司 104,593 2.2	 1,362	 33.5	

2 蘇寧電器集団 102,342	 19.7 812	 28.5	

3 百聯集団有限公司 94,329	 8.3	 6,418	 △0.6	

4 華潤万家有限公司 63,800	 26.8	 2,698	 10.1	

5 大商集団有限公司 62,555	 24.6	 150 3.4

6 家楽福(カルフール) 33,819	 14.1 134 19.6

7 康成投資(大潤発) 33,567 31.1 101 18.8

8 物美集団有限公司 30,200 8.1 2,010 6.6

9 沃尓瑪(ウォルマート) 27,821 30.6 123 20.6

10 農工商超市集団 26,675 20.7 3,330 3.2

提携・合併による生き残り策

中国の小売業は、国営百貨店を中心に提携・合

併による規模拡大で生き残りの道を探っている。

家電のディスカウンターが100強の1位、2位を占

めていることが特筆されるが、合併・買収を繰り

返して巨大小売業に成長してきた。また、3位の

百聯集団を例に取ると、上海第一百貨・華聯集団

を中心として百貨店・スーパー・コンビニ等が行

政主導で合体した巨大小売集団である。北京の百

貨店についても、王府井・東安グループ、西単・

友諠商店グループ等の巨大グループに収斂してき

ている。

中国経済は物価の下落傾向は一段落してきた

が、価格競争は一段と激しさを増しており、小売

業では人員削減や、コンピュータ化による低コス

トの店舗運営が不可欠になっている。今後は、合

併による単なる規模的な拡大の段階から、さらに

踏み込んだ仕入統合・人事交流・システム統合
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等、完全な組織統合までが求められている。

新しい動き： 
内陸マーケットとインターネット通販
勢いを増す内陸マーケット

中国の内陸部はこれまで経済発展から取り残さ

れてきた感があったが、2008年秋から潮目が変わ

った。上海や広州などの沿岸部の大都市が金融危

機に伴う世界的な景気後退の影響を受けて経済成

長が鈍化する一方、内陸部は輸出入や外国からの

投資に頼っていないことから傷が浅かった上に、

中央政府による4兆元の景気刺激策の効果もあっ

て急成長が続いている。

中国の31の省・直轄都市・自治区の2009年度

の域内総生産成長率で、ベスト10の首位は17％増

の内モンゴル自治区。沿海部の天津市が2位とな

った他は、3位の重慶市以下、四川省、広西チワ

ン族自治区、湖南省、陜西省、吉林省、湖北省、

遼寧省と、天津市以外は全て内陸部が占めた。経

済成長に伴い、内陸部の都市の消費も堅調で、大

手家電量販店では沿海部は前年同期比2～5％に

とどまるが、内陸部は20％超の伸びとの報道も

ある。日系企業でも、湖南省(長沙市、株州市)の

平和堂、四川省(成都市)のイトーヨーカ堂の好調

ぶりがたびたび報道されている。ウォルマートは

2009年1月から8月に35店の大量出店したが出店

地域は内陸部が中心で、大都市の消費は飽和状態

だが、内陸部では出店コストが低い割りに好立地

への出店が可能だとしている。

これまで経済成長を牽引してきた沿海部の大都

市は経済成長が鈍化した上に競合がますます激化

している一方で、内陸部はまだまだ成長の余地が

ある。地方都市の個人消費拡大と小売業態の発展

が期待できる。

インターネット通販

中国でインターネットを利用した消費者向け

取引が急拡大している。2010年1月9日付の日本

経済新聞では、ネット通販と呼ばれるその市場規

模は2009年で2,600億元、前年比2.1倍の伸びと

なり、3年以内に日本の市場規模を上回るとの予

測もあると報道されている。中国のネット人口は

2008年に米国を抜き、2009年末時点で約3.8億人

と推定され、日本の約4倍の規模、ブロードバン

ドの利用者も1億人を越えている。

中国のネット通販で人気の高いのは書籍と基礎

化粧品、通常の店舗では入手しにくい書籍や海外

ブランドなどを多く購入している。買いたい商品

としてはデジタルカメラや携帯電話などの電子機

器も多く、地域差・時間差がなく、また、中国特

有ともいえるニセモノの心配のない購買環境が評

価されているものと考えられる。

宅配のシステムや代金回収システム等、ネット

通販に不可欠なインフラの整備も急速に進んでお

り、世界最大のネット通販市場に発展する可能性

を秘めている。

真の競争の始まり
中国の小売業は、欧米や日本が数十年にわたっ

て経験してきた発展・競争・成熟の過程を、この

十年余りで一気にキャッチアップしようとしてい

る。WTO加盟に伴う対外開放により外資系企業の

進出が更に進み、国内小売業対外資系小売業、百

貨店対総合スーパー等を含む様々な競争が激化し

ている。

「世界の工場」と言われた中国から、「巨大

消費市場」としての中国へと脱皮し、大消費市場

としての中国マーケットは限りない発展を続ける

事は間違いない。しかし、全ての業種、全ての企

業が均等に発展するわけではない。小売業の原点

は一人一人のお客様のご満足の積み重ねであり、

いかに地域の住民に支持されるお店ができるかに

かかっている。店舗数の多さや資本金の大きさ、

まして内資・外資の区別等とは全く関係がない。

今、小売業に求められていることは、進化を続け

るお客様をどのようにキャッチし続けることがで

きるかということであろう。厳しい競争の中で今
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後もお客様の求めている理想像を求め続ける真の

競争の時代が今まさにスタートしたということで

ある。

＜建議＞
①	「商業領域管理弁法」およびその他の

関係法規を改訂し、中国のWTO加盟の

約束およびその他の一般的な国際的慣

習に合致させることを要望したい。具

体的には、

・新店舗申請の検査・審査許可の際は、最

低登録資本の面で国内外の小売企業と同

等の待遇を与えること。

・「商業領域管理弁法」第18条にある中国

国内経営店舗数が30店舗を超える外資系

小売企業の所有権制限および一部日用品

の販売制限を撤廃すること。

・外資系小売企業と国内小売企業に対する

区画審査基準の完全な一致を保証するこ

と。

・	商品種類、例えば薬品およびタバコに対

する制限を撤廃する。また少なくとも小

売制限規定の国内外小売企業への平等な

適用を保障すること。

・「大箱法」を制定・公布する際、都市発

展計画との合致の面で、国内外の小売企

業が同等の待遇を享受することを保障す

ること。

②	商務部およびそれに相応する地方機関に

対し、現行の審査許可手続きの透明度を

高め、簡略化することを要望したい。
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第８章 
金融・保険業

１．銀行
2009年の中国経済は実質GDP成長率が8.7％

と、08年9月のリーマンショックをきっかけとす
る世界経済低迷により当初は達成が危ぶまれた
8％の政府目標を上回った。目標達成の背景には
08年11月に決定された「四兆元」をはじめとする
内需拡大策の奏功がある。同政策実施のため「積
極財政策と適度な金融緩和策」が採られ、人民銀
行・銀行業監督管理委員会（銀監会）は、窓口指
導により各銀行に対し貸出拡大を促した。

銀行業の経営状況
2009年末における金融機関の人民元及び外貨

貸出残高は42.6兆元、前年比33.0％増加、預金残

高は61.2兆元となり、前年比27.9％増加した（表

1）。09年の新規人民元貸出純増額は9.6兆元と、

当初目標の5兆元以上及び08年実績（新規貸出増

加額：4.9兆元）を大きく上回った。月別の貸出

実績をみると、年前半には一か月に1～2兆元と大

幅に増加した月もあったが（グラフ1）、「4、5

月以降、常軌を逸した貸付実施から徐々に常態へ

と転向するよう、銀行業をただちに誘導」（劉明

康銀監会主席、『中国金融』誌10年第3号インタ

ビュー）する窓口指導が行なわれたため、年後半

にかけて貸出の増加ペースは鈍化した。

銀監会の統計によると、2009年の金融機関不

良債権比率は1.6％と、08年の2.4％から低下した

（表2）。不良債権比率低下の背景には、09年1

月に株式会社化した農業銀行の不良債権を傘下の

資産管理公司（ＡＭＣ）へ移管したこと以外に、

分母となる貸出残高が大幅に増加したことが挙げ

られる。09年中の新規貸出純増額の21.9％は不

動産向けで、上昇が続く不動産価格が下落に転じ

た場合、不良債権比率が上昇することが懸念され

るが、銀監会は「中国の商業銀行の貸倒れ引き当

て金総額は1兆元に達しており、損失が発生した

としても（対処できる）自信がある」（劉明康主

席、上記インタビュー）としている。

2009年9月末、工商銀行、中国銀行、建設銀

行の税込利益はそれぞれ1,289億元、848億元、

1,116億元であった。自己資本比率は09年9月末時

点で、工商銀行12.6％、中国銀行11.6％、建設銀

行12.1％と、最低水準として求められる11％を満

たしている（中国人民銀行「中国貨幣政策執行報

告	二〇〇九年第四季度」）。

表１：2009年の中国全金融機関貸出・預金統計
単位 2009年末 前年末比

貸出	
残高

兆元 42.6 10.5
人民元 兆元 40.0 	9.6	
外貨 億米ドル 3,799 1,362

単位 2009年末 前年末比

預金	
残高

兆元 61.2 13.2
人民元 兆元 59.8 	13.1
外貨 億米ドル 2,089 162

（資料）中国人民銀行	
「中国貨幣政策執行報告	二〇〇九年第四季度」
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グラフ１：金融機関貸出月別純増額

資料：人民銀行、CEIC、中国証券報

金融業、金融機関を巡る動き
金融監督管理の強化

09年中に急増した銀行貸出に対して、その「規

範化、貸出された資金の実体経済への投入確保、

消費者保護のため」（劉明康主席）、銀監会は年

半ば以降、「貸出管理３規則と１手引」を制定・

公表した。具体的には「固定資産貸出管理暫定規

則」（固定資産貸款管理暫行弁法）、「流動資金

貸出管理規則」（流動資金貸款管理暫行弁法）、

「個人向け貸出管理暫定規則」（个人贷款管理暂

行办法）の3規則と、「プロジェクトファイナン

ス業務の手引」（項目融資業務指引）である。

いずれも基本的内容であるが、例えば「個人向

け貸出管理暫定規則」（パブリックコメント用ド

ラフト）公表時説明によると、「個人向け貸出が

急速に拡大しており、09年上半年の個人向け新規

貸出の累計額は6,508億元に達し、昨年同期比で

は3,917億元増加した。従来は統一的な管理規則

がなかったため取扱基準を作成する必要がある。

金融機関の違法現象として「案件を擬装した不動

産担保貸付」（假按掲）、「他人名義での借入」

（頂冒名）および貸付金の流用等が発生してい

る」としている。

農村部における金融機関設立拡大

銀行貸出は急増したが、国有大企業向けやイン

フラ建設プロジェクト向けが主体であり、農村部

や小企業向けの貸出については不十分との指摘が

ある。このため農村金融について、銀監会は09年

7月29日公表した「新型農村企業機関2009-2011

年業務手配（工作安排）」で、今後3年間に全国

35の省市（チベット自治区を除く）及び計画単

列都市で、1,294社の新型農村金融機関を設立す

る計画を明らかにした。この内訳は村鎮（鎮は村

の上にある農村部の行政単位）銀行1,027行、貸

付専門会社（貸款公司）106社、農村資金互助社

161社で、こうした新型農村金融機関の数は09

年末に172社に達した。新聞報道によれば、これ

らのうち村鎮銀行の設立は都市商業銀行（四大国

有商業銀行、株式制商業銀行より小規模な地方銀

表2：商業銀行不良債権額、同比率

（億元､％）	
2008年末 2009年末

残高 不良債権
比率

合計に占
める比率 残高 不良債権

比率
合計に占
める比率

不良債権 5,602.5 2.4% 100.0% 4,973.3 1.6% 100.0%

分類別
次級類(破綻懸念) 2,625.9 1.1% 46.9% 2,031.3 0.7% 40.8%
可疑類(実質破綻) 2,406.9 1.0% 43.0% 2,314.1 0.7% 46.5%
損失類(破綻) 569.8 0.3% 10.2% 627.9 0.2% 12.6%

金融機関別

主要商業銀行 4,865.3 2.5% 86.8% 4,264.5 1.6% 85.7%
国有商業銀行 4,208.2 2.8% 75.1% 3,627.3 1.8% 72.9%
株式制商業銀行 657.1 1.4% 11.7% 637.2 1.0% 12.8%
都市商業銀行 484.8 2.3% 8.7% 376.9 1.3% 7.6%
農村商業銀行 191.5 3.9% 3.4% 270.1 2.8% 5.4%
外資系銀行 61.0 0.8% 1.1% 61.8 0.9% 1.2%

資料：中国銀行業監督管理委員会（CBRC）
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行）が主体になって進められている。

消費金融会社設立の認可

09年の中国の景気回復は投資に牽引されてお

り、09年に急増した銀行貸出の多くは固定資産

投資向けである。個人消費も増加しているものの

消費需要の拡大を通じた経済構造の調整が課題と

なっている。銀監会は09年7月に「消費者金融会

社試行管理規則」（消費金融公司試点管理弁法、

7月22日付。8月13日対外公表）を公布した。こ

れに基づき10年１月、北京銀行（北京）、中国銀

行（上海）、成都銀行（成都）が主要な出資者と

なる消費金融会社の設立が認可された。

従来、個人向け貸出は銀行の業務として認めら

れていたが、今次規則公布により「消費者ローン

専門会社」でも手がけることが可能となった。消

費者ローンの貸付限度額は月収の５倍とされ、小

口融資に過ぎないが、家電や携帯電話などで販売

促進の効果を期待できる。消費者ローンの金利等

の融資条件はローン会社が自ら決め、銀監会の承

認を受ける。『金融時報』等の報道では、銀行に

よる個人向けローンと比較すると、一件当たりの

金額は小さいが、審査が速く、担保不要、期間が

短い等の特徴がある。

外国銀行の動き

2008年末時点において、46か国・地域の196

行の外国銀行が237か所の駐在員事務所を設置し

ている。12カ国・地域の銀行が外資100％出資の

現地法人28行を設立、157の支店を有する。合弁

銀行は2行（支店5店舗、下部機関1か所）あり、

他に、25か国・地域の75の銀行が116の支店を設

置している。また、08年末に人民元業務許可を取

得している外国銀行の支店は58、外資銀行現地法

人は27行ある。

外国銀行の資産総額は09年9月末現在1兆3,104

億元(	1,919億米ドル)で、中国銀行業の資産総額

の1.7％を占めているが、その比率は08年末の

2.2％からは低下している。

2010年の金融展望
2010年も人民銀行は、通貨政策の連続性と安定

性を保ち、引続き「適度な金融緩和策」を実施す

る。通貨政策の目標として、金融機関の人民元新

規貸出増加額は7.5兆元と設定された。金融政策運

営は引続き、経済成長の維持を優先に進められ、

表向き「適度な金融緩和策」の看板は下ろされな

い。但し、過剰流動性への対応のために09年7月以

降強化されている中銀手形発行による流動性吸収

や、10年初来2か月連続で引き上げられた預金準備

率に加え、資産価格や物価の情勢次第では金利引

き上げも含めた引締め策の強化が想定される。

貸出に対する当局スタンスは、リスク管理強

化や業種・分野による選別姿勢が鮮明になる。具

体的には、「貸出管理を実施」する分野として、

1）地方資金調達プラットフォーム（地方融資平

台。地方政府関連会社などを通じたインフラ建設

や不動産向け貸出）、2）不動産（一件め取得の

ための住宅ローンは除く）、3）高エネルギー消

耗、高排出、生産能力過剰業種が挙げられてい

る。他方、「経済発展方式転換を積極的に支持」

する分野として、1）小企業、「三農」（農業、

農村、農民）向け金融、2）省エネ環境、3）消費

拡大ローン、4）バラック地区改造、中低価格住

宅建設が挙げられた（10年1月26日「2010年第一

次経済金融形勢通報会」における劉明康銀監会主

席発言）。

＜建議＞
　	2009年初に突然国家税務局より通達が公

布され、海外からの資金調達に対する源

泉所得税課税(10%)が2008年度分に遡っ

て賦課されるようになった。更に一部の

地域では源泉営業税(5%)も徴税開始され

ており（遼寧省等、北京はまだ）、これ

らの税負担は最終的には顧客に転嫁せざ

るを得なくなる。本件については、外資

銀行顧客の金利コスト上昇につながるも

のであり、取り消しを要望したい。
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２．生命保険
2009年の市場動向
市場概況

生保業界全体の収入保険料は8,144.2億元と前年
比約11％の伸びを見せた。2009年末時点の生保会
社数は58社（内資系会社30社、外資系会社28社）
である。

地域別シェアでは、広東省（深圳市除く）が

8.7％で首位、江蘇省が8.2％で２位と、上位２省

に順位の変動はなかったが、３位は前年比18.0％

と大幅な伸びを示した北京市が、シェアを6.5％に

伸ばし、前年３位の上海市と入れ替わった。

販売商品構成の変化

昨年来、中国保険監督管理委員会（以下、保

監会）は、生保会社の収益性を改善するため、生

保各社に対し商品構成の是正を促してきたが、そ

の一環として、1月23日には、投資連結保険（ユ

ニットリンク保険）に関する販売秩序の改善を目

的とした販売管理強化に関する通知『关于进一步

加强投资连结保险销售管理的通知』を発布した。

こうした中、多くの生保会社が、一時払い・貯蓄

性商品に偏重していた販売方針を平準払い・保障

性商品をも重視する方針へと転換した結果、平準

払い新契約保険料が新契約保険料全体に占める割

合は25.2%（2008年比＋5.4ポイント）に上昇し

た。一方、代表的な貯蓄性商品である投資連結保

険および万能保険（ユニバーサル保険）の販売は

抑制気味となった。

各社の業績

最大手の中国人寿の収入保険料が、初めて前年

比マイナスとなった。これは、同社が主力であっ

た一時払い商品の販売を抑制し平準払い商品の販

売を強化した結果であると考えられる。一方、一

時払い商品の販売スタンスは維持しつつ平準払い

商品の販売を強化した第２位の平安人寿の収入保

険料は、前年比プラスとなった。このように2009

年は、販売戦略の違いが各社の業績格差に顕著に

現れた１年であった。

外資系生保会社全体のシェアは、好調な銀行窓

口販売に支えられ、前年の4.9％から5.2％へと若

干拡大した。

【表】2009年､2008年業績参照（出所：中国保

険監督管理委員会ホームページ）

2009年の主なニュース
保険法の改正と新たな会計ルールの制定

10月1日、新しい改正『中華人民共和国保険法

（以下、保険法）』が公布された。1995年の制定

以来、実質的には初めてとなる今回の改正では、

経営環境の変化を踏まえ、保険契約者ならびに被

保険者の権利の明確化、保険会社の経営範囲の拡

充、リスク管理の強化等を定める新たな条文が加

えられた。具体的には、例えば、保険契約者の権

利保護の観点からの「保険金支払いに要する日数

制限の明確化」、経営範囲の拡充としての「資産

運用チャネルの拡充」、「不動産投資の解禁」等

が挙げられる。

一方、会計面では、財政部が12月22日に、保

険会社の会計処理方法を国際会計基準に近づける

ことを目的とした『保险合同相关会计处理规定』

（保険契約関連会計処理規定）を制定し、各社に

対し2009年度決算からの同規定の適用を求めた。

同規定の適用により保険会社の財務体質の一層の

向上と国際的競争力の強化が促されるものと考え

られる。

商業銀行による保険会社への資本参加の解禁

11月26日、中国銀行業監督管理委員会（以

下、銀監会）は、商業銀行による保険会社への資

本参加に関する実務、リスク管理等について定

めた『商业银行投资保险公司股权试点管理办法』

を制定した。これにより、保険会社は銀行法にお

いて出資が認められる対象となったため、商業銀

行による保険会社への資本参加（出資）が可能と

なった。

これを受け、12月25日には、中保康聯人寿の

株式（中国人寿が保有する51％分）の交通銀行に
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よる取得が保監会に認可されたほか、中国建設銀行

とINGグループとの間でも同グループが保有する太

平洋安泰人寿の株式（50％分）の譲渡に関する合意

がなされ、銀監会および保監会の認可待ちの状況と

なっている旨、報道されている。今後、保険市場へ

の参入を目的とした、商業銀行による保険会社への

資本参加が増えていくものと予想される。

政府系投資会社による新華人寿の買収

業界第５位の新華人寿は、元会長による不正

行為を契機として、2007年に保険保障基金（日

本の「契約者保護機構」に相当）が一部の株主か

ら保有株式を買い取る形で保監会の管理下にお

かれたが、11月、政府系の投資会社である中央

匯金投資公司が、同基金が保有する同社の全株式

（38.815%）を取得し、同社の最大株主となっ

た。同社株式の17.273％が、同じく政府系企業で

ある宝鋼集団（３位株主）に保有されていること

と併せ、同社は事実上、政府が経営に大きく関与

する保険会社となった。

2010年の展望と課題
2010年も継続する商品構成の是正

2008年下半期から始まった商品構成是正の動

き（一時払い・貯蓄性商品への偏重から、平準払

い・保障性商品へのシフト）は、2010年も継続す

るものと考えられる。中国の保険商品の構造上、

平準払い商品・保障性商品の収益性が相対的に高

いことから、こうした動きは保険会社の収益性の

向上に寄与すると考えられる。ただし、貯蓄型商

品に関しては、投資連結保険に代表される投資型

商品の販売は抑制気味となっているものの、養老

保険の販売好調は継続しており、上記シフトが順

調に進むか否かについては不透明な面もある。

その他の動きとしては、保監会が、税制優遇措

置の導入による保険販売促進政策の一環として、

上海地区において試験的に、個人所得税繰延型の

養老年金保険の販売を認める旨、表明している。

銀行窓販の変化

11月に商業銀行による保険事業への参入が解禁

されたことを受け、既にいくつかの銀行による保険

会社への出資が予定されている。銀行と資本関係の

ある生保会社が今後どのように銀行窓販戦略を展開

していくのかも、2010年の注目点の一つである。

資産運用の多様化とリスク管理

保険法が改正され保険会社の資産運用方法の

多様化が進んだが、特に不動産市場への影響の観

点で注目すべきは、不動産投資の解禁である。ま

た、資産運用方法の多様化は、保険会社にさまざ

まな収益機会を提供する一方、保険会社のリスク

も多様化することから、各社にとってリスク管理

の強化は、従来以上に重要な課題となろう。

＜建議＞
①	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、複数の支社または支店

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。新たな支社または支店

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。

②	外資系企業が中国市場に参入する場合、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％が上限となって

いる。同制限の緩和を要望したい。

③	外資系企業は依然として無担保社債に投

資することができないばかりか、社債へ

の投資も前四半期総資産の40％を超えな

いよう制限されている。これらの制限に

より、投資を分散させて投資リスクの低

減を図ることが難しくなっている。外資

系保険企業が社債に投資する際の制限緩

和を要望したい。
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表：2009年、2008年業績

会社名 2009年
収入保険料(億元) 前年比 シェア 2008年

収入保険料(億元) シェア

中国人寿 3,101.7 -0.9% 38.1% 3,131.0 42.7%
平安人寿 1,323.0 30.8% 16.2% 1,011.8 13.8%
太平洋人寿 675.8 2.2% 8.3% 660.9 9.0%
泰康人寿 670.1 16.0% 8.2% 577.5 7.9%
新華人寿 667.8 19.9% 8.2% 556.8 7.6%
中国人保寿険 524.4 82.0% 6.4% 288.1 3.9%
太平人寿 225.9 19.4% 2.8% 189.1 2.6%
生命人寿 70.0 -12.8% 0.9% 80.3 1.1%
中国人保健康 62.0 -55.0% 0.8% 137.8 1.9%
合衆人寿 58.0 6.4% 0.7% 54.5 0.7%
民生人寿 48.6 -22.6% 0.6% 62.8 0.9%
幸福人寿 42.8 312.2% 0.5% 10.4 0.1%
陽光人寿 41.3 48.4% 0.5% 27.9 0.4%
国華人寿 38.8 335.0% 0.5% 8.9 0.1%
正德人寿 29.7 60.1% 0.4% 18.6 0.3%
英大人寿 28.6 31.7% 0.4% 21.7 0.3%
嘉禾人寿 28.5 -40.0% 0.4% 47.6 0.6%
華夏人寿 28.0 42.7% 0.3% 19.6 0.3%
平安養老 21.1 82.2% 0.3% 11.6 0.2%
長城人寿 15.3 -10.3% 0.2% 17.1 0.2%
信泰人寿 11.2 -13.4% 0.1% 13.0 0.2%
百年人寿 3.3 - 0.0% - -
平安健康 1.0 186.1% 0.0% 0.3 0.0%
昆侖健康 0.8 315.4% 0.0% 0.2 0.0%
瑞福德健康 0.3 -88.8% 0.0% 2.4 0.0%
中郵人寿 0.1 752.3% 0.0% 0.0 0.0%
太平養老 0.0 - 0.0% 0.0 0.0%
中国人寿養老 0.0 -	0.0% 0.0 0.0%
長江養老 0.0 - 0.0% 0.0 0.0%
泰康養老 0.0 - 0.0% 0.0 0.0%
内資生保会社合計 7,717.9 10.6% 94.8% 6,976.6 95.1%

友邦	（米：AIA） 80.4 6.1% 1.0% 75.8 1.0%
中意人寿	（伊：ジェネラリ) 45.0 113.1% 0.6% 21.1 0.3%
華泰人寿(米国	:	エース)	 43.3 61.1% 0.5% 26.9 0.4%
中英人寿	（英：アビバ)	 41.8 8.5% 0.5% 38.5 0.5%
信誠人寿（英：プルデンシャル)	 40.2 8.2% 0.5% 37.1 0.5%
中美大都会	（米：メットライフ)	 20.6 28.4% 0.3% 16.0 0.2%
中徳安聯	（独：アリアンツ) 17.6 -26.9% 0.2% 24.1 0.3%
中宏人寿	（加：マニュライフ)16.5 17.9% 0.2% 14.0 0.2%
光大永明	(加：サンライフ) 14.9 2.8% 0.2% 14.5 0.2%
海康人寿	（蘭：エイゴン) 14.8 -5.2% 0.2% 15.6 0.2%
恒安標準	（英：スタンダードライフ) 14.5 -28.6% 0.2% 20.4 0.3%
太平洋安泰	（蘭：INGエトナ) 9.8 -6.3% 0.1% 10.5 0.1%
聯泰大都会	（米：メットライフ) 9.1 -10.5% 0.1% 10.1 0.1%
首創安泰	（蘭：ING) 8.7 -52.5% 0.1% 18.2 0.2%
招商信諾	（米：シグナ) 8.5 -45.7% 0.1% 15.6 0.2%
金盛人寿	（仏：アクサ) 8.3 40.9% 0.1% 5.9 0.1%
瑞泰人寿（スウェーデン：スカンディア) 7.1 94.8% 0.1% 3.6 0.0%
国泰人寿(台湾:	国泰人寿) 6.0 0.9% 0.1% 6.0 0.1%
海尓紐約	（米：ニューヨークライフ) 4.6 8.5% 0.1% 4.2 0.1%
恒康天安	（加:マニュライフ) 3.5 24.8% 0.0% 2.8 0.0%
中法人寿	（仏：CNP) 2.7 109.8% 0.0% 1.3 0.0%
中新大東方	（星：グレートイースタン） 2.4 113.6% 0.0% 1.1 0.0%
中航三星	（韓：サムソン生命） 2.3 85.5% 0.0% 1.2 0.0%
長生人寿(日：日本生命) 2.1 28.3% 0.0% 1.6 0.0%
中保康聯	（豪：CMG)	 0.8 -45.5% 0.0% 1.5 0.0%
君龍人寿	(台：台湾人寿) 0.4 23502.1% 0.0% 0.0 0.0%
匯豊人寿（英：HSBC） 0.2 - 0.0% - -
新光海航（台：新光人寿） 0.1 - 0.0% 0.0 0.0%
外資生保会社合計 426.3 18.1% 5.2% 361.0 4.9%

合計 8,144.2 10.99% - 7,337.6 -
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３．損害保険
中国保険市場の現状
市場成長力の強さ

中国保険業は、改革開放を受け1980年に再会
し、以来、経済発展や国民の生活水準の向上に伴
い目覚しい成長を続けている。

2008年世界金融危機により、保険市場も大き

な打撃を受けたものの、2009年度の生損保総収入

保険料は１兆1,137億元、前年比13.8%の増収を

確保し、その成長力の強さをみせている。2009年

度生損保総収入保険料のうち、損害保険収入保険

料は2,993億元で前年比22.4％増であった。また

生命保険収入保険料は7,457億元で前年比12.0％

増、健康保険収入保険料は574億元で前年比△

1.9％減、傷害保険収入保険料は230億元で前年比

13.3％増であった。

表１：2004年－2009年　中国保険業の発展状況   
（単位：億元）	

年度 2004
年

2005
年

2006
年

2007
年

2008
年

2009
年

総収入
保険料 4,318 4,927 5,641 7,036 9,784 11,137

前年比 11.3％ 14.1％ 14.5％ 24.7％ 39.1％ 13.8％

損害	
保険 1,125 1,281 1,580 2,086 2,446 2,993

前年比 30.8％ 13.9％ 23.3％ 32.0％ 17.3％ 22.4％

出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）HP

表２：保険機構の数　2009年末
保険機構 数(外資系)
集団公司 8(	0)
損害保険会社 52(18)
生命保険会社 59(28)
再保険会社 8(	6)
資産管理会社 9

保険代理店（専業） 2,510
保険ブローカー 436
外資保険代表所 155

出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）HP

大きい潜在余力

中国保険市場はその潜在力の強さをみせている

が、世界保険市場でのポジションはまだ低い。保

険の普及率を示す保険深度（GDPに占める収入保

険料の割合）と保険密度(一人当たり年間保険料)

は、2008年度3.3％と105.4米ドルであった。世

界平均の保険深度7.01％と保険密度633.9米ドル

と比べても低い。2009年中国GDPは世界3位であ

り、2010年には日本を抜いて第２位になるとの予

測もあり、保険市場の潜在成長余力は大きい。

表３：2008年 市場規模比較　
（単位：百万米ドル、米ドル）

収保総額
(百万米ドル) 順位 世界分布	

(%)
保険	
深度(%)

保険	
密度

生
損
保

世界 4,269,737 ‐ 100.00 7.07 633.9

OECD	
加盟国
30ヶ国

3,696,073 ‐ 85.56 8.32 3,015.2

北米 1,345,816 1位 31.52 8.54 3,988.8

中国 140,818 6位 3.30 3.30 105.4

日本 473,197 2位 11.08 9.80 3,698.6

損
保

世界 1,779,316 ‐ 100.00 2.95 264.2

北米 719,751 1位 40.45 4.6	 2133.2

中国 44,987 10位 2.53 1.0	 33.7

日本 106,085 4位 5.96 2.2	 829.2

出所：2009年中国保険年鑑

保険市場はGDPとともに拡大

2009年生損保総収入保険料は、2001年WTO加

盟年と比べ5.3倍の規模になっている。世界ランキ

ングも当時13位であったものが、2008年では第

6位まで順位を上げてきている。中国保険市場の

特徴としてリテール分野が極めて小さく、ホール

セール分野が大半を占めていることである。この

ためGDPとの相関が極めて強くなっている。GDP

と総収入保険料の量的推移は表4のとおりであ

り、パラレルの関係が見て取れる。



314

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

表４： GDPと総収入保険料推移　
（単位：10億元(GDP)、億元(収保)）

出所:中国統計年鑑、中国保険年鑑他			注(※)2010年予
測値はGDP9％と仮定しトレンドから試算

中国損害保険市場の概況
中国保険業が再開した1980年における国民総

生産(GDP)は4,517億元で、財産保険元受収入保

険料は4.6億元であった。それが2009年では名目

GDP32.5兆元、財産保険元受収入保険料2,993億

元の規模にまで拡大している。こうした成長の背

景には、中国保険会社が保険市場の競争環境の変

化を一定受け入れつつ、積極的に海外保険会社の

経営理念、商品、サービス、システムなど、経営

モデル戦略を取り入れていることが窺える。また

近年の中国大手保険会社は、資本市場へ積極的に

参加している。このことは資本力を強めるだけで

なく経営を健全化し、グルーバル・スタンダード

の競争力を付けることにもなる。

表５：中国保険会社の上場状況
会社名 時期 証券市場
中保国際 2000年6月 香港

中国人民保険 2003年11月 香港

中国人寿保険
2003年12月 ニューヨーク・

香港
2007年1月 上海

平安保険
2004年6月 香港
2007年3月 上海

民安HD 2006年12月 香港

太平洋保険
2007年12月 上海
2009年12月 香港

出所：各保険会社HP

表６：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 本社	
所在地

09年度	
収入保険料

市場	
シェア

中国人民財産保険 北京 11,946,412 39.92%
太平洋財産保険 上海 3,422,795 11.44%
平安財産保険 深圳 3,848,338 12.86%
中華聯合保険 ウルムチ 1,943,963 	6.50%
大地財産保険 上海 1,025,303 	3.43%
天安保険 上海 700,002 	2.34%
永安財産保険 西安 533,887 	1.78%
国寿財産保険 北京 790,604 	2.64%
陽光財産保険 北京 659,729 	2.20%
安邦財産保険 寧波 531,152 	1.77%
太平保険 深圳 450,034 	1.50%
都邦財産保険 北京 397,704 	1.33%
輸出信用保険 北京 684,436 	2.29%
永誠財産保険 上海 412,335 	1.38%
華泰財産保険 北京 289,960 	0.97%
安華農業保険 吉林 222,683 	0.74%
陽光農業保険 ハルピン 164,920 	0.55%
中銀保険 北京 199,263 	0.67%
渤海保険 天津 103,824 	0.35%
大衆保険 上海 144,147 	0.48%

天平自動車保険 上海 190,577 	0.64%
民安保険 深圳 127,716 	0.43%
華安財産保険 深圳 280,873 	0.94%
その他（10社計） 540,785 	1.81%

小計 29,611,441 98.94%
全損保合計 29,928,990 100%

出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）HP

外資系損害保険の現状
外資系損害保険会社は2009年末時点で18社、

総収入保険料は31億7,549万元である。WTO加盟

以降、外資系保険会社に対する規制は徐々に撤廃

され、拠点認可等も速度が速まっている。当局の

開放姿勢が窺えるが、外資系損保の収保シェアは

1.06%の低位にとどまっている。また増収率も前

年比10.1％増と、市場全体の伸び率22.4％と比べ

ても低い。
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表７：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 拠点所在地 09年	
保険料 シェア

AIU アメリカ 上海、広州、深
圳、仏山、北京 80,992 0.27%

東京海上日動火災 日本 上海、広州 33,034 0.11%

三井住友海上 日本 上海、広州、
北京 32,828 0.11%

三星火災 韓国 上海、北京、深
圳、蘇州、青島 26,425 0.09%

アリアンツ ドイツ 広州 25,843 0.09%

ロイヤル･サン･ア
ライアンス イギリス 上海、北京 13,166 0.04%

損保ジャパン 日本 大連、上海、
広州 12,982 0.04%

リバティー アメリカ 重慶、北京、
杭州 22,178 0.07%

チャブ アメリカ 上海 11,721 0.04%

ウィンタートゥール スイス 上海 15,247 0.05%

チューリッヒ スイス 北京 12,199 0.04%

現代海上火災 韓国 北京 8,025 0.03%

ジェネラリ イタリア 北京、大慶 11,444 0.04%

あいおい損保 日本 天津 2,396 0.01%

グルパマ フランス 成都 4,321 0.01%

キャセイ 台湾 上海、南京 2,275 0.01%

日本興亜 日本 深圳 671 0.00％

LIG 韓国 南京 1,803 0.01％

小計 317,549 1.06%

全損保合計 29,928,989 100%

出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）HP、各社HP

新保険法の施行
既述のとおり中国保険市場は急拡大しており、

この環境に適応した法整備が喫緊の課題となって

いた。このため2009年10月1日新たに「保険法

(以下、新保険法という)」が施行された。本法は

2002年改正旧保険法の条文を踏まえて、49ヵ条

を追加、改正旧法20ヵ条を削除、さらに123ヵ条

に対し修正が加えられたものである。

法整備の沿革

中国の保険法立法は、1949年に遡る。現代中

国での保険立法の主な沿革は、1985年「保険会社

管理暫定条例」、1992年「上海市外資保険機関暫

定規則」「海商法」、1995年「保険法」、2002

年「外資保険管理条例」、2004年「保険会社管

理規程」「外資保険会社管理条例に関する実施細

則」、2005年「保険代理機構管理規程」「保険仲

立人管理規程」、2006年「保険販売員管理規程」

「機動車(自動車)交通事故強制責任保険条例」、

そして2009年「保険法」等である。

明確になった被保険者保護

新保険法の主な改正ポイントは、以下のような

ものである。

・保険当事者の権利義務を明確にする等、保険契
約に関する法律を整備し、被保険者の合法権益
を保護する。

・保険会社の業務範囲を拡大し、保険資金運用
ルートの幅を広げる。

・保険会社のソルベンシー・マージンに対する監
督管理の改正整備をする。

・保険会社コーポレートガバナンス関連規定、保
険市場参入・撤退の規定を整備する。

・保険監督管理を強化し、違法行為に対する処罰
を厳格にする。

・保険活動当事者の法律責任をより明確にし、違
法行為を取り締まる。等

新法のさらなる発展モデルを目指す

新保険法の立法者の一人は「今回の新保険法

は、保険業界の現状と市場の形成状態ならびに監

督管理の実践に即して立法したが、満足できる発

展モデルに至っていない。さらなる制度構築や法

整備を目指す」とコメントしている。市場の開放

によって、外資系保険会社などが参入し先進的な

経営モデルが持ち込まれ、競争を通して足腰の強

い市場が形成される。中国市場は、そのことを熟

知している。

2010年の中国損害保険市場の展望
テレマーケティングにみられる販売チャネルの多様化

テレマーケティングによる自動車保険販売が

好調であり、着実に存在感を増している。自動車

保険は、損保収保全体の約7割を占めている。ま

た同保険販売チャネルの7割が自動車ディーラー

等の代理店チャネルによるもので、同チャネルへ

の依存度が高くなっている。自動車保険に関し、

過去に過度なインセンティブを代理店に与えたた

め、募集コストがかさみ保険経営を圧迫したケー
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スがあった。こうした反省などから、コスト軽減

が図られ価格競争力のあるテレマーケティングが

注目され、チャネル戦略の柱の一つとなった。

2007年から平安財産保険会社が、自動車保険

の電話販売を開始して以来、人民財産保険、太平

洋財産保険、大地保険、天平保険など10数社の損

保会社が、テレマーケティング市場に参入してい

る。2009年平安財産保険の自動車保険電話販売

による収入保険料は、30億元を超えたとのことで

ある。この額は同社個人自動車保険の15％に当た

り、前年比で60％増加したことになる。その他、

人保財産保険は、2009年5月にコールセンターを

北京に設置し、新チャネルの充実を進めている。

自動車専業保険会社である天平保険は、新チャネ

ル収保の9割が電話販売によるまでになっている。

今後、競合保険会社の追従等により電話販売が拡

大し、5年以内に個人自動車保険市場の3割を占める

との予測がある。電話販売よる個人向け自動車保険

料は、通常割引からさらに10～15％が割り引かれ

る。こうした市場需要に加え、テレマーケティング

での商品拡大やネット販売、好調の銀行窓販など顧

客の利便性がさらに向上すれば、販売チャネルの多

様化は加速していくものと思われる。

社会変化に伴う保険商品への期待

2002年から始まったといわれるモータリゼー

ションに伴い、リテール市場での自動車保険の伸

張が顕著となっている。しかし外資系損保に対し

ては、現時点では未だ自動車強制責任保険につい

ての販売規制が残っており、早期での緩和が期待

されている。

2010年７月に施行される権利侵害責任法（不

法行為法）等は、社会の権利・賠償意識を向上さ

せ、自動車保険も含め賠償保険分野の拡大充実と

いった需要がさらに高まるものと思われる。その

他、個人住宅の需要も旺盛であることから、住宅

総合保険等も伸びていくものとみられている。

期待される自動車保険収益改善への取組み

自動車保険損害査定リスク防止に関して、2009

年に①損害調査サービスの品質向上、②保険金代理

受領リスク対応の厳格化、③適正保険料割引等のた

めの情報共有化、等の当局通達が出された。その取

組み成果により、自動車保険のリザルト改善が顕著

になってきている。このように自動車保険に対する

当局の監督姿勢に、木目細やかさや積極性がみられ

る様になっている。自動車保険の収益改善に向けた

さらなる取り組みが期待される。

求められる市場競争による体質強化

過度な価格競争は市場の疲弊につながることが

ある。しかし保険市場の安定を第一義にし過ぎる

と弊害も懸念される。保険会社の体質形成まで時

間がかかったり、市場競争が制限的になることで

ある。消費者視点に立った商品開発やサービスの

充実といった保険会社が本来保持すべき競争力の

涵養を遅らせてはならない。保険会社がさらに競

争力を高めていくためには、従来型の収保拡大戦

略のみではなく、収益性やコア・コンピタンスの

向上といったことが、今後より重要になってくる

ものと思われる。

＜建議＞
①	テレマーケティングでの商品拡大やネッ

ト販売、銀行窓販など顧客の利便性が向

上してきているが、さらなる利便性の向

上・販売チャネルの多様化を図ることを

要望したい。

②	外資系損保に対しては、未だ自動車強

制責任保険についての販売規制が残っ

ている。早期の緩和を要望する。また

緩和後は秩序ある公正な制度実施を要

望したい。

③過度な価格競争は市場の疲弊につながる

ことがある一方で、保険市場の安定を第

一にし過ぎることの弊害も懸念される。

従来型の収入保険料の拡大戦略のみでは

なく、収益性やコア・コンピタンスの向

上に立った制度整備を要望したい。



320

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

４．証券
2009年の中国証券市場の概況

2009年の中国証券市場は、金融危機後の景気対
策、特に金融緩和策に大きく影響された。2009年
の株価（上海総合指数）は、2008年末の1,820.81
から2009年末3,277.14と約80％上昇した（下
図）。株価の動きをみると、年初から8月4日のピ
ーク3,471.44まで急速に上昇した後、8月に調整
局面に入り、9月1日の2683.72まで約1ヵ月間で急
落し、その後、年末まで緩やかに戻る展開となっ
た。

背景には、2008年中に発表された景気対策の

影響がある。マクロ政策では、積極財政政策に

伴って年初から銀行融資が急速に伸び、この急激

な金融の緩和を受けて、一部の資金が不動産市場

や株式市場に流れた。また、中国経済が他国に先

駆けて急速に回復したことから、海外からホット

マネーも再び流入し始めた。こうした中で、年央

には資産価格バブルの形成が懸念されるようにな

り、人民銀行は行き過ぎた金融緩和を微修正し始

め、これが株価調整の一因になったとみられる。

債券市場をみると、2008年に債券価格が急

伸した後、2009年は基本的に狭い範囲の動きと

なった。銀行間国債指数をみると、2008年末の

124.08から2009年末は117.16へ低下しており、

イールドカーブは年間を通して上方シフトした。

株価と売買代金（上海証券取引所・週次）	

注：売買代金は上海証券取引所のみ
出所：証監会、CEICより作成

2009年の主な出来事をみると、第１にIPO（新

規公開）再開・発行制度改革がある。中国証券

監督管理委員会（以下、証監会）は、6月10日に

「新株発行体制のさらなる改革と改善に関する指

導意見」（以下、指導意見）を発表した。IPO再

開の条件となっていた発行制度改革に関する意見

が発表されたことで、2008年9月以降停止されて

いたIPOは6月に再開した。中国では、2005年に

ブックビルディングによる発行価格決定方式が導

入されたものの、従来から発行市場の過熱等の問

題が指摘されていた。「指導意見」は、市場メカ

ニズムによる新株発行価格決定のさらなる推進等

を挙げているが、6月の改革後も、発行価格の形

成が必ずしもうまくできていないことから、さら

なる発行制度の改革が検討されている。

第２に、創業板の設立がある。証監会は2009

年3月31日に「株式新規公開発行・創業板上場管

理暫定弁法」（5月1日実施）を発表した。新興企

業向け市場が深セン取引所に設立されることにな

り、10月30日には実際に上場・取引が始まった。

2000年代初頭に先進国でのITバブルの崩壊を受け

て、創業板市場設立の話が立ち消えになった経緯

を考えると、創業板は10年近い年月を経て漸く日

の目を見たことになる。

創業板の設立の意義は、株式市場の多層化の骨

格が完成したことにある。創業板設立により、メ

インボード・中小企業板・創業板・店頭市場（旧

三板・新三板）という一連の多層的構造ができ

た。また、最近増えつつある人民元PEファンドに

エグジット（投資資金回収）を提供する点でも重

要である。

第3に、2010年1月の出来事ではあるが、株価

指数先物と信用取引の導入がある。2010年1月8

日に国務院は①証券会社の信用取引業務の試行と

②株価指数先物の導入を認めた。株価指数先物と

信用取引の導入は、過熱か急落の一方向に振れや

すい株式相場の形成メカニズムの改善につながる

ことが期待されている。
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証券業界の動向
　2009年は、株式市場が復調する中で、証券会

社の利益も好調であった。2010年1月時点で判明

している57社の純利益は合計611.19億元で前年比

90.1％の増加となった。営業収入面では、上位会

社への集中傾向がみられる一方、業界全体として

は、依然としてブローカー業務の収入が約7割を

占めている。また、IPOの再開は投資銀行業務の

収益に貢献している。ここでも上位証券会社への

業務集中が進んでいる。証監会は以前から、強い

証券会社をより強くし、弱い証券会社は淘汰して

いくという業界再編の方針を採っており、実際の

動きもそれを反映しつつある。

証券投資基金（投資信託）の状況をみると、年

初から株価が回復する中で、年末の純資産規模は

2兆6,760.8億元となり前年比38％増加した（Wind

資訊のデータ）。また、2009年に、ファンド数は

118ファンド増加した。内訳をみると、株式型ファ

ンドが増加する一方で、債券型ファンド、マネー

マーケット型ファンドで解約が増えた。

証券会社の再編は加速しつつある。証監会は、

10月に「一参一控」（同一株主が多くの証券会社

を支配したり多くの証券会社に資本参加したりす

ることを、関連取引・利益相反等の観点から禁止

したもの。具体的には、同一株主は、同時に1社

の支配株主となる一方、他の1社に資本参加でき

るが、それ以上は禁止される）の日程表を発表し

た。これによれば、各証券会社は2010年末までに

「一参一控」を実現しなければならない。但し、

2007年までの証券業界の整理・再編期に子会社が

増加した中央匯金と建銀投資は例外で、2013年5

月末までに「一参一控」の要求を満たせばよいこ

とになった。日程が明確になったことにより、各

証券会社・金融機関は傘下にある証券会社の整理

や吸収に動き始めている。

また、証券会社の上場についてみると、2009

年は、1月に西南証券（「借殻」上場、つまり上

場廃止手前といった業績の悪い会社に自身の資産

を注入する形の裏口上場）、8月に光大証券（通

常のIPO）、11月に招商証券（IPO）の3社が上場

した。2010年2月に広発証券（借殻）も上場し、

2010年2月時点で上場証券会社は12社となった。

自己資本は、証監会による証券会社の分類管理上

の重要な指標であるため、証券会社には、上場し

て自己資本を厚くすることで、分類管理上のラン

クを上げて業務拡大をしやすくする意図がある。

対外開放
2009年、対外開放の面をみると、証監会は新

たに19社のQFII（適格海外機関投資家）を認可し

た。これで、2009年末において、QFIIは86社、

投資枠は164.7億ドルとなった（Wind資訊）。税

制面では、国家税務局が2月にQFIIの得た配当・利

息収入に対して10％の企業所得税を課すことを発

表した。一方、QDII（適格国内機関投資家）をみ

ると、2008年の金融危機発生以降、QDII資格の認

可が一時停止していたが、2009年2月に再開され

た。2009年末時点でQDIIの投資枠合計は640.3米

ドルに上っており（Wind資訊）、収益率も、海外

市場の回復に伴って第2四半期以降改善した。

外資との合弁会社設立では、1月にドイツ銀行と

山西証券の合弁証券会社設立が証監会に認可され

た。2007年に外資との合弁証券会社設立が再開され

てから2件目となる。1件目の瑞信方正証券（2008

年認可、クレディスイスと方正証券の合弁会社）は

2月から営業を開始した。今後かなり大きくなると

思われる証券業界再編（上述）を経て、国際競争力

を持つ大規模証券会社が現れるまでは、対外開放の

スピードが限られるおそれがある。

2010年の展望
2010年初に発表された株価指数先物と信用取引

導入により、中国の資本市場改革は、はっきりと

新たな方向に動き出した。資本市場改革の青写真

である国務院のいわゆる「9条意見」発表（2004

年）後の動きをみると、まず、2005年に始まる非

流通株改革や2004～07年の証券会社再編によっ
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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則改正・

緩和を要望したい。

⑤	外国指数ETF市場の早期開設を要望し

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

て、中国の資本市場が歴史的に抱えてきた負の遺産

の整理を進め、次に、2007年以降、上場会社の質

の向上、インサイダー取引等の違法行為の取締りの

強化、証券会社のリスク管理強化、発行制度の手直

し、創業板の導入等、資本市場の基礎を固めてきた

ことがわかる。負の遺産の処理と不十分ながらも基

礎固めを進めた上で、今度は、中国では「金融革

新」と位置づけられる株価指数先物と信用取引の導

入に踏み切ったわけである。つまり、中国の資本市

場にとって、2010年は、この両者の導入を以て革新

の方向へ一歩踏み出す年となる。

2010年1月に証監会の尚福林主席は、今年の重

点工作として7項目を挙げている。信用取引業務

試行と先物市場の導入が入っているのは言うまで

もないが、他の注目点としては、発行制度改革の

深化がある。また、資本市場の多層化の点では、

2009年の創業板導入後のメインボード、中小企業

板、創業板、店頭市場からなる体系のさらなる整

備、特に、全国的な店頭市場の構築に向けた動き

が出るものと期待される。さらに、上海証券取引

所の国際板（海外企業の国内における上場）も、

今年の注目点の一つである。
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第９章 
観光・レジャー 

１．旅行
2009年度市場動向
日本人訪中旅行

2008年9月に発生したリーマンショックによる
世界同時不況の影響でビジネス需要を中心に旅行
需要も大きく減速した。

2009年に入り、5月以降の先行受注状況は回復

の兆しをみせていたが、4月27日に新型インフル

エンザ警戒レベル4が発出されたことを契機に取

り消しが相次ぎ、上期（1-6月）は非常に厳しい状

況となった。（2009年度上期前年比▲15.50％）

下期以降も大きな好転要素はなかったものの

中国は独自の景気底上げ対策が功を奏し、世界同

時不況の影響を最小限に止めることができたた

め、日本からのビジネス出張等の需要が回復基調

となり、結果としては331.75万人（対前年比▲

3.73％）と微減で止まり、第１位となった。

しかしながら、観光需要については、チベット

や新疆への日本における渡航自粛も続いており、

全体としては非常に厳しい１年であった。

【添付１】

外国人訪中旅行

日本人訪中旅行と同様の要因により、全世界的

に訪中旅行は厳しい状況となった。

特にリーマンショックの影響を大きく受けた韓

国、ロシアからの訪中旅行者が激減した。（対前

年比：韓国；▲19.26％、ロシア；▲44.20％）

一方、マレーシア、シンガポール、インドネシ

ア等アセアン諸国からの訪中旅行者は微増してお

り、中国と東南アジア諸国との関係強化が進んで

いることが改めて明らかになった。（対前年比：

マレーシア；+1.78％、シンガポール；+1.57％、

インドネシア；+10.04％）

また、インドからの訪中者数は45万人と実数は

まだ少ないものの対前年比+2.82％と着実に伸び

ており、この傾向は2010年も続くものと見込まれ

る（表1）

表1：2009年12月主要国訪中者数統計

中国公民国内旅行

中国公民の国内旅行は堅調に推移し、2009年は

延べ人数累計で約19億人（対前年比：+11％）、

観光収入は1兆元（対前年比：+15％以上）を突破

する勢いである。

国家旅游局の2010年政策方針の中でも「国内旅

行を重点とし、インバウンドを積極的に発展し、

アウトバウンドを順序よく発展する」と発表して

おり、国内旅行の重要性が更に増している。

国内旅行に関する公式情報は意外と少なく、裏

付けを取ることはできないが、人気デスティネー

ションとしては、杭州西湖、桂林山水、天安門広

場、万里長城、黄山、雲南麗江、九賽溝、張家界
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などが挙げられる。

中国公民海外旅行

訪日旅行

新型インフルエンザやリーマンショックの影響

は好調に推移してきた中国訪日旅行市場にも影響

を与え、上期（1-6月）中国公民訪日旅行者数は前

年比▲4.2％と非常に厳しい年となった。しかしな

がら、8月の個人査証解禁を契機に市場での話題

性が高まり、観光需要を中心にV字回復を図り、

結果としてJNTO発表数値では1,006,915人と前年

を+0.7％（約6,500名）上回る結果となった。

表2：中国公民訪日旅行者数の推移

海外旅行全体

2009年の海外旅行は訪日旅行と同様、前半は

新型インフルエンザやリーマンショックの影響で

伸び悩んだが、後半以降、順調に回復し、延べ人

数ベースで4,766万人に達し、対前年比+4.0％と

なった。（国家旅游局数値）

渡航先国としては香港マカオを除くと日本が実質

の１位であり、今後もこの傾向は続くと思われる。

（国家旅游局の発表では、日本への渡航者数は

1,5552,500人（延べ人員ベース）となっており、

香港マカオについて国別では第１位となってい

る。【添付：3】）

添付3：2009年の中国人海外旅行者数

	

2010年の市場動向展望
2010年度国家旅遊局が発表している2010年度

の旅行市場予測については、以下の通りである。

①中国国内旅行の延べ人数が21.5億人に達

成、前年比増加率が13％になる見込み

②外国人訪中者数の延べ人数が1.32億人に

達成、前年比増加率が5％になる見込み

③中国公民の海外旅行者数の延べ人数が

5100万人に達成、前年比増加率が7％に

なる見込み

安定した経済成長に支えられて旅行市場は堅調

に拡大すると見込まれている。

特に中国公民海外旅行者数はいよいよ、5,000

万人を突破すると想定されており、中国が世界の

インバウンド事業（特に東アジア）に与える影響

力は非常に大きくなってゆく。

一方、懸念されるのは、日本人訪中旅行市場の

復活である。

新型インフルエンザやリーマンショック等外

的一過性の阻害要因に原因を求めがちだが、格安

旅行商品の氾濫による商品企画力の低下やデス

ティーネーション開発の停滞等により観光旅行者

（特にリピーター旅行者）の拡大ができていなこ
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とが大きな問題となっている。

2010年は今のところ、目立った旅行阻害要因は

見当たらないことから、業界をあげて構造問題に

取り組むことで観光市場復活の年となることを期

待している。

外国人訪中旅行（特に日本）

第１に2010年度の注目は何と言っても5月から

半年間に亘って開催される「上海万博」である。

期間中の外国人入場者目標350万（内、日本から

の入場者目標：100万人）とここ数年、低迷して

きた外国人訪中旅行（特に日本）市場を活性化す

る起爆剤として大いに期待されている。

第２に、ここ数年の傾向である中国経済の発展

に伴うビジネス関連の旅行は2010年度も堅調に推

移すると考えられる。

第三に中国内陸部への旅行の復活である。四川

省大地震後の復興途上の四川省、民族問題で世界

各国からの非難や渡航自粛が続くチベット、新疆

等観光資源が豊富な内陸部への観光阻害要因の改

善が図られれば旅行需要の拡大に繋がることは間

違いない。

中国公民海外旅行（特に日本）

訪日外国人3000万人プログラム（訪日外国客

2013年1500万人、2016年2000万人、2019年

2500万人）において、最重要市場が中国であると

言っても過言ではない。

特に中国-日本間について言及すれば、中国から

の訪日旅行者数は2009年度に100.6万人と微増な

がら日本への外国人渡航者構成比は14.8％（前年

比：2.8Ｐ上昇）と堅調に推移しており更なる拡大

が見込まれている。

中国公民国内旅行

新幹線等鉄道網や幹線道路の整備が急ピッチで

進んでおりインフラの観点からも国内旅行の拡大

を後押ししている。

また、古鎮めぐりや都市一人歩きのためのガイ

ドブック等旅行情報も質量ともに充実してきてお

り、中国の国内観光市場は今後も飛躍的に拡大す

ると想定される。

＜建議＞
①	外資企業への中国公民海外旅行の解禁を

要望したい。

・飛躍的な拡大を続ける中国公民の海外旅

行において、すでに長年の海外旅行企

画・販売に携ってきた外資旅行社のノウ

ハウ、経験をとり入れ、活用することで

さらなる発達が見込まれることが大いに

期待できる。

②	中国観光デスティネーションマネージメ

ントの強化を要望したい。

・世界遺産（38ケ所）を保有し、５６の民

族が多彩な文化を育くんでいる中国は豊

富な観光資源を有し、世界有数の観光資

源国と言える。しかしながら、十分なデ

スティーネーション開発、プロモーショ

ンが行われているとは言い難く、結果と

して日本市場においては旅行代金ありき

の旅行企画となっており、中国の魅力を

十分に伝えきれていない。

・これは、食の安全、環境汚染、民族問題

等ここ数年に亘り、中国のイメージを悪

化される要因が継続して発生したことも

大きな原因ではあるが、我々、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。

・日中相互交流の観点からも中国公民の訪

日旅行の更なる拡大とともに、中国に来

る日本からの観光客の拡大を日中、官民

一体となって対策を講じることが急務で

ある。
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２．ホテル
2009年外国人入境者数動向

2008年秋より始まった世界経済危機の影響によ
る低迷は2009年上半期まで中国ホテル業界へ大き
な影響を与えたものの2009年下期以降徐々に回復
傾向を辿り、都市によって異なるものの中国国家
旅遊局の統計によると2009年の中国における外国
人入境者数は2008年を上回る結果となっている。

都市別の外国人入境者数では上海が最も多く

439万人、北京343万人、広州231万人ととなり、

各都市とも入境者数については前年比にて90％台

以上の回復となる。また2008年、2007年二期連

続にて入境者数が増加した都市は天津、大連、杭

州、重慶となる。

主な都市の外国人入境者数数は下記の通り。

尚、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 2009年
入境者数

2008年
入境者数

2007年
入境者数

09年
/08年
増減率

09年
/07年
増減率

北京 3,429,198	 3,357,173 3,826,081 102.1% 89.6%

天津 1,305,772	 1,130,037 952,372 115.6% 137.1%

大連 947,705	 856,223 750,156 110.7% 126.3%

上海 4,390,495	 4,416,223 4,426,148 99.4% 99.2%

蘇州 1,160,336	 1,217,247 1,218,879 95.3% 95.2%

杭州 1,572,838	 1,543,665 1,453,650 101.9% 108.2%

青島 801,424	 697,736 924,213 114.9% 86.7%

広州 2,311,843	 2,144,926 2,231,622 107.8% 103.6%

深セン 1,463,808	 1,514,186 1,616,415 96.7% 90.6%

珠海 478,622	 493,068 506,576 97.1% 94.5%

桂林 751,126	 814,409 825,995 92.2% 90.9%

西安 616,090	 535,837 850,905 115.0% 72.4%

重慶 847,967	 742,792 622,427 114.2% 136.2%

成都 439,993	 346,697 521,559 126.9% 84.4%

昆明 561,620	 498,172 487,641 112.7% 115.2%

他都市
も含め
た総数

25,467,349	 24,929,725 25,733,149 102.2% 99.0%

2009年中国ホテル業界の市場変化
2008年世界経済危機の影響は特にビジネス需要

において経費削減を目的とした出張費（宿泊代）

の削減により宿泊するホテルのランクを下げる変

化が顕著。一方、客室供給数においてはオリン

ピックに合わせ大幅なホテル軒数増となった北京

市をはじめ中国内の各都市においてはここ数年の

開発によりホテルの軒数が飛躍的に増え客室供給

数過多という状況に陥っている。

主要都市別平均稼働率（高級ホテル郡）

主要都市別平均客室単価（高級ホテル郡）

このような環境下、北京、大連、上海、深セ

ン、三亜の都市においては外国人を多く誘致して

いた高級ホテル郡（4星以上）の稼働率、客室平

均単価は軒並み落ち込んだ。加えて客室を高単価

にて販売できた外国人商用客の減少により多くの

高級ホテル郡は販売価格を下げ「中・低価格帯ホ

テル郡」の持つ国内をはじめとする市場の取り込

みを図り市場を変化させている。
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＜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

の緩和を要望したい。

②	厳しい市場環境下、それぞれのホテルは

ホテル独自の特徴を生かし集客に取組む

施策を講じている。特に日系ホテルにお

いては日本国内同等に品質の高い食材を

利用した日本食レストランをセールスポ

イントとしている。しかし、中国本土で

は入手出来ない日本国産魚介類、生鮮食

料品があるため、輸送ラインの拡大と通

関上の緩和措置を希望したい。

2010年市場傾向と懸念
2009年について世界経済危機後の市場変化につ

いて述べたが、2010年においては中国経済の回復

をはじめ回復傾向を見込んでいるがホテル客室供

給数過剰状況により需要と供給のバランスが等し

くなる訳ではなく、2010年については継続しホテ

ル間の価格競争をはじめとする競合が激しくなる

年と予想している。

ホテル間の競争が激しくなるなかホテルは独自

に持つ特徴（サービスレベル・商品）をより生か

した「販売の取組み」を実施することとなるが、

価格競争が激しくなることにより業界内において

は収益確保のために人件費抑制の動きが強まる。

一方ホテルの軒数増に伴いホテル人材の不足に

直面して来ており、雇用の確保、適切な賃金が充

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。
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北京市
09年の経済状況
一人当たりGDPが1万ドルを超える

09年の北京市のGDPは１兆1,866億元、実質成
長率は前年比10.1％増となった。第１四半期から
順に、前年同期比6.1％増、9.4％増、12.8％増、
11.4％増と推移した。市民一人当たりのGDPは1
万70ドルと、初めて1万ドルの大台を突破した。
05年に5,000ドルを超えて以来、わずか4年で倍増
した。

09年の経済成長を支えたのは、インフラ建設を

中心とした固定資産投資である。北京市では金融

危機が発生した直後の08年11月、09年および10

年の2年間で1兆元（約13兆円）の投資を行う「２

年１兆元」投資促進計画を発表した。初年度の09

年における全市社会固定資産投資額は、26.2％

増加し4,858億元となった。不動産開発投資は

22.5％増の2,338億元、インフラ投資は26.0％増

の1,462億元だった。

消費も堅調で、社会消費品小売総額は15.7％増

の5,310億元となった。中でも自動車の販売台数

は30.8％増の115万台に達し、08年の伸び率と比

べ20.8ポイント上昇した。自動車購入税の減税策

が09年末までの時限措置（09年末に継続が発表）

だったことによる駆け込み需要もあり、特に12月

単月の販売第数12万台を超え、月次の最高記録を

更新した。

また不動産販売面積も76.9％増の2,362万㎡

と急増。うち住宅は82.3％増の1,880万㎡と全体

の約8割を占めた。その内訳をみると、建売住宅

販売は96.5％増の410万㎡、建設前住宅販売は

第１章　
華北地域（北京、天津、青島）

78.7％増の1,470万㎡だった。

北京市の一人当たりGDP推移

出所：北京市統計年鑑09年版及び北京市統計局発表

輸出は15.9％減の484億ドル、輸入は22.2％減

の1,664億ドル。総額では20.9％減の2,148億ドル

となった。輸出は12月に前年同月比6.4％増と増

加に転じ、輸入は11月にプラスとなり、12月に

は61.1％増と急増した。対内直接投資（実行ベー

ス）は0.6％増の61億ドルとわずかながらの増加

にとどまり、伸び率は前年と比べ19.5ポイント低

下した。

消費者物価指数（CPI）はマイナス1.5％となっ

たものの、商品別でみると食品価格が同2.4％上昇

した。

経済のサービス産業化がさらに進展

第1次産業は前年比4.6％増の118億元、第2次

産業は9.7％増の2,743億元、第3次産業は10.3％

増の9,005億元であった。GDPの各産業別比率を

みると、05年の1：30.9：67.7に対し、09年は

1：23.2：75.8と、この4年間で北京市経済のサー

ビス化がさらに進んだ。

また、地方一般財政収入は10.3％増の2,027億
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元だったが、伸び率は08年に比べ12.8ポイント下

がった。主要な税目をみると増値税は13.5％、営

業税は15.5％、個人所得税は3.8％、それぞれ増加

したものの、金融危機の影響もあり、企業所得税

は13.5％減少した。

都市部の住民一人当たりの可処分所得は8.1％

増の2万6,738元、農村住民一人当たりの現金収入

は同11.5％増の1万1,986元だった。09年末の常

住人口は1,755万人で、08年末比で60万人増加し

た。うち北京市の戸籍保有者は08年末比16万人増

の1,246万人。他省・市からの外来人口は509万人

と、全人口の29％を占めた。

不動産価格は10カ月連続の上昇

09年12月の不動産価格は前年同月比9.2％上

昇、うち新築住宅価格は13.9％上昇、中古住宅

は同2.9％上昇した。前月比でみると、それぞれ

3.1％、4.7％、1.5％上昇しており、不動産価格お

よび新築住宅価格は10カ月連続の上昇となった。

中央政府は2010年1月10日、「不動産市場の

安定的、かつ健全な発展を促進するための通知」

（国弁発(2010)4号）を発表し、保障性住宅・一

般普通住宅の供給増加、投資・投機のための住宅

購入の抑制および各地方政府の責任の明確化など

を通じ、不動産価格の上昇を抑制する方針を打ち

出した。これを受け北京市の郭金竜市長は、1月

25日に開催された政府工作報告の中で、2010年

の住宅供給面積の50％以上を低・中所得者向けの

安価な「保障性住宅」建設にあてると発表した。

住宅価格の急騰が著しい北京市では、過去3年に

おいて開発した保障性住宅面積は2,333万㎡。う

ち09年は938万㎡と、全住宅施工面積の38％にと

どまっている。

2010年の経済展望
北京市は10年の経済目標として、GDPの9％成

長、全社会固定資産投資11％増、社会消費品小売

総額12％増、所得6％増以上、CPI3％以内、財政

収入9％増などを掲げている。

「２年１兆元」投資促進計画の最終年となる10

年は、さらに民間投資の拡大を図っていく予定で

ある。とはいえ景気浮揚を重視していた09年とは

異なり、投資プロジェクトや「融資平台」（資金

調達のためのプラットフォーム）といわれる政府

が出資した投融資企業に対する管理監督の強化を

強調している。そのため、区政府出資の投融資企

業による企業債や中小企業の集団企業債の発行な

どを試験的に実施する。一方、住宅、自動車（汽

車下郷）、家電の買い替え（以旧換新）など、消

費拡大のための政策を推進していくとしている。

在北京日系企業が抱える 
主な問題点・改善要望
　北京市は一人当たりのGDPが1万ドルを超え

るなど、急速に大きな消費市場へと拡大してい

る。北京に進出している日系企業は、日本商会の

会員企業だけでも651社（10年2月10日時点）に

達しており、地域統括本部の設立や販売拠点の新

設など、今後も企業数の増加が見込まれている。

このような中、在北京日系企業が直面している主

な問題点・改善要望は以下のとおりである。

＜建議＞
①	「関於加強区県間税源戸遷移管理的通知｣

について：北京市において、企業が区を

越えて移転することを制限する措置の改

善を要望する。そもそも本通知自体が非

公開となっている。北京市への投資促進

の側面から見ても、阻害要因となってい

ることは明らかである。

②	北京支店設立が難しい：上海など他地域

に本社を置く日系企業が北京支店を設立

する際、申請手続きが複雑で許可を得る

のに半年ほどの時間を要している。投資

環境を改善するためにも手続きがより簡

単、よりスピーディになることを要望し

たい。
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③	他地域からの本店移転が難しい：投資性

公司の本店を他地域から北京に移転させ

る際、移転元の税務当局や政府との関係

が障害となっている。手続きが滞った

り、移転を断念せざるを得ない場合もあ

る。企業は中国全体に対する投資の拠点

をどこに置くかという観点から考えてい

る。行政単位の括りが障害にならないよ

う改善を要望したい。

④	複数支店の設立認可を要望：北京は市場

規模が大きく、消費者のニーズにきめ細

かく対応していくためには、複数の販売

拠点（分公司）を北京に設置する必要が

ある。外資の分公司の設立は一部業種を

除き基本的に各区に1つ設立できること

になっているが、実際は一都市一分公司

に制限されている。これでは市場の要求

に対応していくのが大変難しい。是非北

京に複数の分公司の設立認可を要望した

い。

⑤	地域本部に対する優遇策について：地域

本部を設立する法人への優遇政策のひと

つとして、トップの個人所得税の還付(最

大50万元)があるが、必ず2010年末まで

に実行いただきたい。また、実施細則が

ないなどを理由に、そもそも優遇策とし

て挙げられているビザ申請の優遇が認め

てもらえない。早急な改善策の検討を要

望したい。

⑥	中国人新卒学生採用にあたっての戸籍の

付与：優秀な学生が集まる北京の大学の

卒業生を採用したい場合でも、戸籍が取

得できないという理由でやむなく希望の

外資系企業への入社を断念するケースが

発生している。外資系企業に対する戸籍

付与の条件の緩和を要望したい。

天津市
09年の経済状況
09年の天津市の域内総生産（GRP）は7,501億

元、実質成長率は前年比16.5％増となった。第

１四半期から第３四半期のGRPは順に、前年同期

比16.0％増、16.2％増、16.3％増と金融危機後

も大きな落ち込みを見せることなく好調に推移し

た。通年の実質成長率前年比16.5％増は、全国

で２番目に高い水準である（トップは内モンゴ

ル自治区の16.9％増）。市民一人当たりのGDPは

9,136ドルと、上海、北京に次いで第3位となって

いる。

09年の経済を需要項目別にみると、都市部にお

けるインフラ建設を中心とした固定資産投資が活

発で、全市社会固定資産投資額は、47.1％増加し

5,006億元となり、ここ18年来で最も高い伸び率

を示した。

消費も堅調で、社会消費品小売総額は21.5％増

の2,431億元となった。これは94年以来最高の伸

び率である。この要因としては、特に家電や自動

車、オートバイの下郷政策、以旧換新政策に因る

ところが大きく、特に自動車類小売総額は前年比

37.8％増となり、都市住民100戸あたりの家庭用

自動車保有台数は11.7台となった。また不動産販

売面積も27.0％増の1,590万㎡となった。

輸出は29.0％減の299億ドル、輸入は11.4％減

の339億ドル。総額では20.6％減の638億ドルと

なった。輸出は第3四半期以降、回復基調にある

ものの前年比で見るとマイナスが続いている。他

方、輸入は12月には68.2％増と急増し、回復傾

向が鮮明となっている。対内直接投資（実行ベー

ス）は21.6％増の90.2億ドルと順調に増加。この

うち濱海新区における投資が22.2％増の53.8億ド

ルと約6割を占めている。

生産面からみると、第1次産業は前年比3.4％増

の131億元、第2次産業は18.2％増の4,111億元、

第3次産業は15.1％増の3,259億元と、第2次産業

の伸び率が最も高かった。
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消費者物価指数（CPI）はマイナス1.0％となっ

たものの、商品別でみるとタバコ酒および生活用

品価格が同4.7％、食品価格が同1.2％上昇した。

都市部の住民一人当たりの可処分所得は10.3％

増の2万1,430元、農村住民一人当たりの現金収入

は同10.4％増の1万675元だった。

全市財政収入は21.1％増の1,805億元。うち地

方一般財政収入は21.6％増の821億元、全市税収

は6.6％増の1209億元だった。

2010年の経済展望
天津市は2010年、「構造改革、経済発展モデ

ルの転換促進、4つの実力アップ（経済・科学

技術・文化・国際競争力）、4つのレベルアップ

（経済発展、都市計画建設管理、市民生活、安定

的で調和のとれた社会）」を社会経済発展のため

のベースの考え方としている（中国語では「調結

構、促転変、増実力、上水平」）。

経済目標としては、GRPの13％成長、財政収入

12％増、全社会固定資産投資20％増、社会消費品

小売総額16％増、対内直接投資（実行ベース）15

％増、輸出8％増、都市部の住民一人当たりの可

処分所得および農村住民一人当たりの現金収入10

％以上増、CPI3％前後、などを掲げている。

主要任務としては、以下の10点が挙げられている。

（１）	濱海新区の開発を加速させる

（２）	区県の経済を発展させる

（３）	ハイテク産業の発展を加速させる

（４）	サービス産業の発展を加速させる

（５）	自主イノベーション能力を増強させる

（６）	金融や政府機構、管理体制などの重点領域

における改革を深化させる

（７）	都市・農村における建設および管理の水準

を向上させる

（８）	教育や医療、文化等の社会事業インフラ整

備を進展させる

（９）	市民生活のレベルを引き上げる

（10）	行政サービスレベルを高める

濱海新区の概要
80年代の深セン、90年代の上海に続き中国の

経済発展の第3のエンジンとして期待される環渤

海経済圏の中心として位置づけられ、さまざまな

プロジェクトが進行中である。総面積は2,270平

方キロメートルにおよび、先進製造産業園区、ハ

イテク産業園区、化学工業区、中心ビジネス商業

区、港湾物流区、臨空産業区、レジャー観光区、

臨港産業区、生態都市区（エコシティ）という9

つの機能区を有する。また、上海洋山港に次ぐ第

2の保税港区として建設中の東疆保税港区は総面

積31.9平方キロメートル（第一期4平方キロメー

トルは稼働済み）におよび中国最大となる予定で

ある。

GRP、工業総生産、固定資産投資、輸出総額、

外資利用実行額などの数値において、濱海新区は

天津市の半分以上のシェアを占めているばかり

か、工業総生産、固定資産投資は上海浦東新区を

上回っている。日系企業の進出数は約400社であ

る。

在天津日系企業が抱える 
主な問題点・改善要望
天津市は主として電気電子および自動車関連

製造業の進出が多いが、伊勢丹、ユニクロ、セブ

ンイレブン、無印良品、イオンモールなど日本の

非製造業の進出も増えてきている。一人あたりの

GDPは上海、北京に次ぎ第3位を占めるだけに消

費市場としても注目が集まっている。天津に進出

している日系企業は、天津日本人会の会員企業だ

けでも343社（10年3月時点）に達する。

現地日系企業は天津市各政府機関や開発区管理
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青島市
概況
山東省青島市は膠州湾を囲む7区5衛星都市から

成る、人口761万人（2008年）2009年ＧＤＰは

4890.3億元（2008年比12.2％増）の副省級都市

である。

2010年においては（１）産業構造の高度化、

（２）重点区域発展建設による湾岸計画、（３）

改革開放の拡大、（４）市民生活レベル向上を経

済・社会発展の重点項目による経済発展の維持

（2010年ＧＤＰ目標11％増）挙げている（2/24青

島市人民代表大会における夏耕市長スピーチ）。

進出日系企業は、食品、繊維、電気・電子、機

械等を中心とした生産・輸出基地であったが、餃

子事件、金融危機などを経て、中国国内販売を目

指し、営業機能を付加する企業が増えている。ま

た、新規進出案件として、青島～山東省市場を目

指したサービス業（飲食、教育、娯楽、観光、保

険等）が増えてきている。（青島市都市住民の１

人あたり可処分所得22368元(2008年比9.3％増、

2010年目標8％増)、農民一人当たり準収入9249

元（2008年比8.7％、2010年目標8％増)）

2009年の問題など
投資環境上の日本企業の問題は、青島市商務

庁、各経済開発区、各行政区、外商投資協会等が対

応窓口となり、問題の情報共有もよく行われておお

むね解決されているが、急速な経済発展、開発、縦

割りの行政対応などに起因する新たな問題も起きて

おり、新しい問題についても情報共有し、解決にむ

けて継続協議をしていく必要がある。

【2009年までの問題で解決・減少の方向にあるもの】

土地使用権証書の未発給問題

労務問題

・金融危機対応にともなう合理化に対する労働争

議（レイオフ、自宅待機等による人員削減、リ

ストラ補償不満によるストライキ等）

委員会などと総じて良好な関係を築いている。し

かし、急速な経済発展、開発などに起因するさま

ざまな問題も生じてきており、問題の改善・解決

にむけて協議をしていく必要がある。

このような中、在天津日系企業が直面している

主な問題点・改善要望は以下のとおりである。

＜建議＞
①	日本人出向者にかかるPE課税の問題につ

いて、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本社立

替の海外駐在員費用の当地から日本への

送金を実現する対応が望まれる。

②	日本から60歳以上の社員を現地に赴任さ

せるにあたり、就業許可申請の際、当該

申請者の年齢が60歳を超える場合につ

いてビザが取得できない問題が一部で発

生している。以前よりはだいぶ改善され

てはいるものの、更なる改善を希望した

い。

③	電動自転車の交通マナーが悪く危険。交

通事故の多発に伴う渋滞発生で物流にも

影響が生じているケースがある。取り締

まりや規制強化（優先レーンの設置等）

を図るとともに、交通ルールの無視等に

対しては厳正に対処願いたい。

④	濱海新区を中心とする天津市における発

展計画について、短期、中期、長期と各

フェーズに応じた発展モデルや重要プロ

ジェクトの内容およびタイムスケジュー

ルを具体的に示して欲しい。

⑤	天津市内と開発区（ＴＥＤＡ）や空港を

結ぶ公共交通手段を更に整備し、軽軌や

火車の各駅間やバスなどとの乗り継ぎが

スムーズにいくよう利便性の向上を希望

したい。
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＜建議＞
①行政対応の一層の改善

　開発に伴う立ち退き、移転および移転補

償金の課税などの新規事項については、

行政側も企業側にとっても経験のないこ

とであるが、企業にとって相当負荷のか

かる対応であることを理解いただき、不

要な混乱・懸念を避けるため、以下の対

応を要望したい。

・	一連の業務・手続き概要をあらかじめ書

面で説明する。

・	事案ごとにワンストップで対応する行政単

位を定めるなど、行政サービスの向上を図

る。

②ビジネスに関連した法と環境の整備

　輸出拠点としての中国進出から、中国国

内販売や技術移転などを通じ、中国現地

化を進めていく中で、債権・知的財産権

など、経営活動の基礎となる法的権利保

護は、中国特有の商習慣上の問題と相俟

って、大きな懸念事項となっている。こ

れは、日本企業の経営上の問題であるだ

けでなく、貿易・技術移転による経済・

消費の高度化を中国国民が享受できない

ことにつながる。司法・行政による権利

保護は勿論、政府指導者が更にリーダ

ーシップを発揮し、啓蒙・教育活動を通

じ、WTOメンバー国として相応しいビジ

ネス環境の整備を進めて頂きたい。

③就業ビザ発給の弾力化	

　日本から社員を現地に赴任させ、就業許

可申請を提出した際に、従来は当初から

１年にて	ビザが取得できていたにも関わ

らず、最近６ヶ月に短縮される例が発生

している。外資企業の誘致を促進するた

めには派遣社員のより快適な駐在環境

を整えることが肝要と考えられる。従

来どおり、当初から最低１年は滞在で

きるよう改善を要望したい。

【2009年に増加傾向のあった問題】

課税強化への対応方法について

課税通知の根拠説明・開示がなく、突然通知が

きてすぐ支払うように求められるケースが多く、

徒らに混乱を引き起こしている。

・個人所得税、企業所得税の税務調査強化

・税輸入設備・機械の免税措置見直し

・本社への販売価格、駐在員人件費送付等、移転

価格調査の強化

・輸入原材料のＨＳコード見直し

・技術指導料に対する課税

開発計画に伴う立退き、移転問題

突然立ち退き通知がきてすぐ立ち退きを求める

ケースが多く、徒らに混乱を引き起こしている。

移転補償金に対する課税について、税務当局と移

転対応行政との見解にずれがあるケースもあり、

行政対応上の問題は大きい。

一般工員の募集難など労働力不足
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2009年の経済概況
2009年は金融危機の影響を受けた外需環境の悪化に

より輸出が減少し工業生産が低水準に推移したため、華

東地域の上海市、江蘇省及び浙江省の３市省は他の地

域に比べ相対的に低い成長にとどまった （注1）。このう

ち、江蘇省だけは GRP（域内総生産）伸び率12.9％と比

較的高い水準を示したが、これは当該省では内需向けを

中心に工業生産が好調に推移したこと、３市省の中で

GRPに対する投資率が相対的に高い中で全社会固定資産

投資の伸び率が他の２市省を上回ったこと （注2,3）等に

よるものとみられる。

図1：2009年華東地域の市省別GRP伸び率
（単位：％）

一方で、上海市を始めとしてサービス産業が主導す

る産業構造への転換が進行しつつある。上海市の第３

次産業生産の伸び率は17.1％に上り、GRPに対する割

合は59.4％と前年よりも3.4ポイント上昇したほか、史

上最高の105.4億米ドルに達した上海市の外資直接投

資額（実行ベース）のうち第３次産業の占める割合は

72.3％に上った。

取り分け上海市のサービス産業のうち不動産業の生

産額は前年比30％も増加したが、一方で、新築住宅の

月別販売単価は2009年1年間で約1.7倍も上昇し、バブ

ルの懸念が高まっている。

第２章 
華東地域（上海、江蘇、浙江）

政策の動向
2009年４月に中央政府から「上海の現代サービス業

及び先進製造業の加速的発展並びに国際金融センター及

び国際水運センターの建設の推進に係る国務院意見」が

発表され、2020年までに中国の経済力と人民元の国際

的地位に見合った国際金融センター及び世界的水運の産

業資源を配備する能力を備えた国際水運センターをほぼ

完成させるという政策目標が示されるとともに、洋山港

保税区内の水運業者等に対する営業税の免除、技術先進

型サービス企業に対する企業所得税減税、オフショア・

アウトソーシングサービス業務に係る営業税の免除等の

具体的施策が打ち出された。これに関連して、５月には

上海市の浦東空港のある浦東新区と洋山港のある南匯区

が合併され空運・海運の統合的管理が図られるととも

に、11月には浦東新区におけるディズニーランドの建

設が正式に発表された。

また、上海市では2008年から多国籍企業の統括本部

の設立を促進するための財政支援等の措置が講じられて

おり、2009年には統括本部、投資性企業又は研究開発

センターは79か所増加した。2010年からはさらにこれ

らに在籍する外国人高級人材に対するビザ発給基準の緩

和等の措置が講じられている。

一方、江蘇省では、2009年８月に「江蘇沿海発展計

画」が国務院の認可を得て、連雲港、塩城、南通への重

点投資が図られている。

各市省政府発表の政府工作報告に基づき2010年の主

な政策を整理すると表１のとおりである。上海市では、

上海国際博覧会の成功裏の実施やサービス産業主導の産

業構造の転換に、江蘇省では、消費喚起と重点投資プロ

ジェクトの推進や新エネ等の戦略新興産業の育成に、浙

江省では産業構造転換に比較的重点が置かれているとみ

ることができる。
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＜建議＞
①	知的財産権侵害に関する政府当局による取締

り強化を要望したい。

②	HSコードに関する見解が税関によって異なっ

ていたり、事前に照会しても確認できなかったり

する。対応の改善を要望したい。

③	諸外国に比べても通関に要するコストが大き

い。改善の検討を要望したい。

④	労働法規に関する規制内容が明確でない。改

善を要望したい。

⑤	移転価格等の税務に関する作業コストが膨大

である。改善を要望したい。

⑥	従業員の福利厚生費等の費用が税控除対象と

なっていない。改善を要望したい。

⑦90日を超える延べ払いに係る外債登記につい

て、膨大な書類の添付が求められていること

から、事務負担の軽減を図っていただきた

い。

⑧区間、市省間をまたがる事業所の移転・撤退

に際し、税務署による「発票」の発給遅延や

過去に遡った徹底的な税務調査、開発区によ

る登録抹消の不承認といった妨害とも思える

行為を受けることがある。華東地域において

円滑に事業所の移転・事業の再編が進められ

るような仕組みを早急に構築していただきた

い。

⑨電力の安定供給の確保及び供給制限に係る十

分な時間的余裕を持った事前周知の徹底をお

願いしたい。

⑩就労ビザ (60歳以上への発給制限等)に関する

発給制限を緩和していただきたい。

⑪税関の荷物検査において、荷物の取扱いが丁

寧でないため商品の一部が破損したり、汚れ

たりする事象が多々見られる。また、検査の

ために必要以上の商品が抜き取られる事象が

ある。これらにより企業の事業コストが不当

に増大するため、改善していただきたい。

⑫日本政府において、中国国民の日本との往来

の活発化を図る観点から、就労ビザや個人観

光ビザの発給要件を緩和していただきたい。

日系企業の動向
世界的な経済減速の影響を受け、輸出向けの製造業

を中心に2009年第１四半期の生産は落ち込んだ。日本

人駐在員やその家族を本国に引き上げる動きもあり、日

本人小学校（虹橋校）の児童数は前年に比べ約100人減

少した（注4）。しかし、建設機械、自動車部品等の内

需型の製造業は第２四半期以降好調に推移した。また、

上海市を中心として外食、物流、ソフトウェア関連の日

系企業の積極的な進出が目立った。現に契約ベースの外

資直接投資額は上海市全体で△22.3％であったのに対

し、日本からの直接投資額は△3.9％の微減にとどまっ

た。江蘇省関連では、シャープ㈱が南京市の液晶事業会

社に対する第６世代液晶パネル生産設備の売却、同市に

おける液晶パネル・液晶テレビに係る設計開発センター

の設立を発表し、関係者の注目を集めた。

上海市の一部日系企業に対し任意で事業環境上の課

題について意見を求めたところ、比較的以下のような制

度・運用に関して問題意識が高かった。中国政府におい

ては早急な運用改善等が望まれる。

（注１）GRP伸び率に係る31の直轄市・省・自治区別

順位では、上海市29位、江蘇省13位、浙江省

28位。

（注２）資本形成比率（2008年）：上海市44.0％、江

蘇省49.4％、浙江省45.4％。

（注３）全社会固定資産投資の前年比伸び率（2009

年）：上海市9.2％、江蘇省24.5％、浙江省

15.2％。

（注４）虹橋校のホームページによると、2008年度

1,452人、2009年度1,339人
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上海市

１．上海国際博覧会の成功
(1)博覧会関連準備の実行
(2)安全・サービスの確保
(3)中枢インフラの建設
(4)都市管理水準の向上
２．経済発展方式転換の加速
(1)国際金融センター・国際運輸
センター建設に係る国務院意
見の確実な実施、サービス経
済主導の産業構造の迅速な形
成
・現代サービス業発展加速
・先進製造業の発展強化
(2)ハイテク産業化への重点化、
自主イノベーション能力の増
強
(3)資源節約と環境保護の強化、
都市環境の改善
(4)郊外新城建設による都市と農
村の一体的発展の推進
(5)重点領域への集中、経済体制
改革の深化
・浦東総合改革モデル地域の深
化の継続
・国有企業改革の推進
・非公有型経済環境の改善
(6)対内外改革開放の拡大、開放
型経済水準の向上
・伝統市場の保持、新興市場の
開拓、加工貿易の高度化、自
主ブランド・高付加価値品輸
出の促進
・サービス貿易の拡大
・外資投資の現代サービス業、
ハイテク産業、先進製造業へ
の誘導
・対外投資の促進
・長江デルタの一体的発展の促
進

	江蘇省

○イノベーション牽引型経済の
良好・迅速な発展の強化
(1)経済回復の強化と向上
・消費需要の積極的拡大
・消費喚起
・不動産業の健全発展促進
・重点投資プロジェクト推進
(2)経済構造調整の強化
・戦略的新興産業の促進
・重点産業振興の継続
・現代サービス業の発展加速
(3)自主イノベーション能力の強
化
・各種科学技術企業孵化施設の
建設、知的財産戦略模範省の
創建
・産学共同研究の推進
(4)都市・農村の計画的「三農」
発展基礎の構築
・都市化の推進
・戸籍制度改革の推進
(5)沿海開発を重点として区域の
協調的発展の推進
・全省挙げての沿海開発
・蘇北・蘇中・蘇南の共同発展
の促進
(6)省エネ・環境保護の推進
・水質汚染物質排出許可証管理
法の施行、排出権有償使用モ
デル地点の拡大、二酸化硫黄
排出権取引の展開
(7)改革の深化、開放の拡大
・県の経済社会権限の拡大
・開放型経済の先導役の保持
・外資増長方式の転換
・外資の質の高度化
・対外直接投資の加速
・開発区イノベーションの推進
　シンガポール、台湾、香港と
の合作機構の完成

浙江省

○構造調整・転換と経済の持続
的発展の着実な推進
(1)産業構造調整の強化
・第１次産業の穏やかな高度
化、第２次産業の調整、第３
次産業の拡大	
重点産業転換年度実施計画の
制定・実行、戦略的新興産業
の育成、100	のサービス重点
企業の育成、サービス業発展
の制度的障害除去
(2)投資、消費、輸出の調和的増
大の促進
・有効投資の拡大、長期発展的
大プロジェクトの実施
・都市農村住民の収入の増加、
消費の増大の推進
・国家級、省級の輸出基地の建
設
(3)科学技術と人材サポートの強
化
・自主イノベーション能力向上
計画の実施、国家技術革新プ
ロジェクトモデル省の建設推
進
(4)資源保全と省エネ・環境保護
の強化
・資源節約・環境保護行動計画
の実施、循環型経済モデル省
の建設、低炭素経済の発展、
強化資金、土地等の保全と集
約・節約利用
(5)発展エリアの拡大と都市・農
村区域の協調的発展
・海洋経済の発展加速
　海洋経済発展建設の国家戦略
への格上げを目指す
・新型都市化と新農村建設の協
調的推進

表1：各市省の政府工作報告における2010年の経済政策のポイント 
（華東地域）
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2009年華南経済の動向
広東
・2009年の広東省の域内総生産（GRP：Gross 

Regional Product）は3兆9,081億元、前年比
9.5％増。中国全土の11.6％のシェアを誇ってい
るもの、わずかであるがシェアが下落。

・目標値の8.5％を上回ったが、経済成長の要因

は主に固定資産投資の拡大、前年比19.5％増、

更に社会小売総額が同16.3％増。貿易総額が同

10.8％減、特に輸出が同11.5％減、貿易黒字

が同14.5％減となる中、投資と消費が経済を牽

引。なお、第2次産業分野は同8.7％増であり、

GRP貢献度も48.4％。

工業分野は前年比8.3％増だが、特に乗用車生産

は前年比28.1％増の生産台数100万台を達成、中

国全土の13.4％を占める。第３次産業分野は前年

比11.0％増、更にGRP貢献度も49.1％、特に、不

動産業が前年比19.6％増、金融業同13.45％増と

サービス分野が拡大。

・車の両輪となった投資と消費も比べてみれば、

2008年の消費は前年比20.5％増を記録してい

たため、2009年の伸び率は4.2ポイントの下

落。一方、投資は2008年の前年比16.3％増と

比べても2009年は伸び率3.2ポイント上昇。

・固定資産投資の拡大を支えた要因は主には政府

部門の投資が増大。電力・ガス部門が前年比

63.5％増、交通インフラ部門が同49.9増、水

利・環境部門が同53.8％と大幅に増加。民間

部門の投資が中心である製造業部門は同1.7％

増、不動産部門同6.5％と比べてみれば如何に

政府部門の投資が経済成長を牽引したか一目瞭

第３章　
華南地域（広東、福建）

然。なお、不動産部門における不動産開発投資

は同1.0％増であるが、内訳をみると住宅投資が

同1.3％減少する中、事務所ビル投資同35.4％

増、商業ビル投資23.3％増と商業分野中心に成

長したかが見て取れる。

・広東省経済のイメージは輸出加工型企業である

が金融危機の影響をもろに受け、輸出は大きく

落ち込んだものの、中国全体でも前年比16％

減となる中、中国全土の輸出に占めるシェアは

29.9％と昨年より上昇。また貿易黒字は1,068

億米ドル、前年比14.5％減となるものの、中国

全土の貿易黒字に占めるシェアは54.5％と昨年

の42.3％に比べると大幅に上昇した。なお、輸

出の内訳では軒並み前年比減少する中、携帯電

話、集積回路が各々前年比29.5％増、同27.5％

増。また、国別を見ると軒並み減少する中、唯

一東南アジア向けが同8.2％増、中国全土の対東

南アジア向け輸出が同7.0％減とする中、中国―

東南アジア自由貿易協定による関税引き下げが

最終段階となる以前においても貿易が拡大して

いる状況が見て取れる。

・対内直接投資は実際投資額195億米ドル、前年

比1.9％増。中国全土の対内直接投資が同2.6％

減となる中、製造業を中心に拡大。対内直接投

資における製造業分野のシェアも56.8％と中国

全土の52％と比べても大きく、「世界の工場」

は未だ君臨している。

・広東省における日系企業は広州総領事館調べに

よると約1,800社。2008年までは自動車産業を

中心に日系企業による対内直接投資が拡大して

いたが、金融危機以降は、投資が停滞。逆に人

件費の上昇、加工貿易を巡る制度変更等により
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中国内陸又は他地域への投資を検討する企業が

出始めた。

福建
・2009年の福建省のGRPは1兆1,950億元、前年

比12.0％増。産業構造でみると第1次産業同

4.7％増、第2次産業同12.9％増、第3次産業同

12.5％増であり、構成比は9.9：48.6：41.5。

福建省もサービス産業の構成比が前年より1.3ポ

イント拡大。

・福建省においても経済の牽引は固定資産投資。

固定資産投資は前年比20％増。製造業投資が同

14％増、建築業が同73.9％と大きく拡大してい

るのが特徴。勿論政府投資の電力・ガス部門は

同20.2％増、交通インフラ同48％増、水利・環

境同３9.4％増と大きく伸ばしている。

・社会小売総額は前年比16.5％増。2008年が前年

比20.1％増と比べると伸び率は３．6ポイント

下落。

・貿易総額は前年比6.1％減、輸出同6.4％減と中

国全土の落ち込み率に比べると小さいものの減

少。こうした中、対台湾向け輸出が同16％増

と両岸貿易は増加。更には対東南アジア向けが

15.1％増、また対東南アジアからの輸入も同

4.3％増と対東南アジアとの貿易が拡大した。な

お、対内直接投資は実施投資額57億米ドル、前

年比1.2％増。

・福建省における日系企業は広州総領事館調べに

よると約180社。日系企業の投資が拡大してい

るわけではない。

貿易・通関上の問題点・要望

・金属材料・樹脂材料等国際市況に係る原材料を

通関する場合、通関価格が国際市況を始め当局

が算定する価格より低い場合、通関停止され納

期を順守するため結果的に関税を支払う場合が

多い。契約内容等提出すれば瞬時に通関する等

速やかな処理を要望。保証金による対応ができ

た場合も、返却までに時間かかるため資金負担

増となる。

・当該製品に対するHS番号への当てはめが、地

域毎、担当者毎により異なる。本来HS番号の

適用は各税関等において統一されるべきもので

ある。

税務・会計上の問題点・要望

・技術譲渡契約を履行するため派遣した出張者が

係る業務を日中租税条約第5条を根拠にPE（恒

久的施設）と認定され、ノウハウ等使用料に対す

る10％の企業所得税を源泉徴収するとともに、出

張者に対する個人所得税の徴収を要求。技術譲渡

契約を履行するため派遣した出張者は技術サービ

ス活動ではなく、技術支援は技術譲渡の一部であ

りPEを構成しているわけではないため、過去と同

様の取り扱いを行うべきである。

・来料加工廠から中国法人への転換に係る問題

①来料加工廠の営業許可証の取り扱いが地域（鎮

や税関管轄区）によって異なる。取り扱いの統

一化が必要。

②東莞/深圳には工業団地方式で一つか二つの来料

加工ライセンスの下に複数の企業が属して生産

活動に従事しているところがある。このような

場合、法人転換するにしても現状では新規法人

数は来料加工ライセンス数しか認められない。

このため、個別企業がそれぞれ法人になれるよ

うな手続きを速やかに制定することが必要。

・来料加工廠が香港法人等から導入した無償設備

を売却した場合の外貨送金の許可を要望。

・外貨借り入れ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。

労務上の問題点・要望

・華南地域においては人手不足が益々悪化。外来

人に対する社会福利厚生の本土人と同等の適

用。更に、戸籍取得の容易化により外来人が華

南地域において安定した生活基盤を送れるよう

な制度改善が必要。
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＜建議＞
①	原材料の通関に関し、通関価格が国際市

況や当局の算定価格より低い場合であっ

ても、迅速に通関されることを要望した

い。

②	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。

③	技術譲渡契約に基づき中国に出張した者

は、PEを構成していないにもかかわら

ず、企業所得税、個人所得税を要求され

るケースが発生している。過去と同様の

取扱いを要望したい。

④	来料加工廠から中国法人への転換に係る

問題につき、以下を要望したい。

・来料加工廠の営業許可証の取り扱いの統一。

・工業団地方式で1つの来料加工ライセンス

の下に複数の企業が属して生産活動に従

事している場合でも、個別企業が法人転

換できるような手続きの早期制定。

・来料加工廠が香港法人等から導入した無

・地域の総工会より工会の設置を求められるもの

の、労働派遣における工会の諸規定は未整備な

状況。本来派遣元での工会に所属すべき問題で

あり、派遣先での工会設置要求は取り消けされ

るべきである。

知的財産権保護に関する問題点・要望

・2009年3月に実施したIPG（In te l l e c tua l	

Property	Group。知的財産権関連問題に関心を

もつ日系企業を中心に組織。北京、上海、広東

に設置。）会員向けのアンケート調査では、模

倣品の製造地域、流通地域として、広東省での

被害が最も深刻とされた。一方、同省内のある

地域では案件の受理、取締行動に消極的である

などの問題もあり、当地の工商行政管理局、質

量技術監督局、知識産権局など知的財産権保護

関連部門に対する積極的かつ自主的な取締が求

められる。

・深セン市政府は機構改革により、工商行政管理

局、質量技術監督局、知識産権局を統合し市場

監督管理局を設置。統合した結果、①商標権、

専利権、著作権の各侵害行為を取り締まる担当

部門が一つになる、②流通領域における商品の

品質監督管理と、生産領域における製造加工品

の品質監督管理の担当部門が一つになるなどの

点で、権利者の模倣対策の利便性向上につなが

る可能性がある。統合の効果が十分に発揮され

ることを強く望む。

省エネ・環境保護に関する問題点・要望

・環境アセスメントに対する基準が地域毎に異な

るとともに、一定の割り当てがある状況。CO2
大気放出に関する当該基準の統一化及び割り当

てを行う場合の状況等外部公表するなど透明性

の向上が必要である。

・塗装等を中心に工場排水に係る水処理規制が強

化。新規設備導入が許可されない状況も発生し

ている。他方、塗装等を新規に行う場所を対外

公表するなど、環境分野に関する事前の情報開

示が必要である。

危険化学品の安全生産許可証に関する 
問題点・要望

2004年4月に実施された「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

産企業は品種毎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。却下理由は「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

されているだけでは具体的是正指導がない状況。

こうした事案は数多くみられ、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関する明確な指導が必要。
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・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。

・華南では電源コストが北京、上海、香港

等に比べ割高であり是正を要望したい。

・空港の着陸料等航空会社に課せられる費

用に関し、内外航空会社間で格差が発生

しており不平等。内国民待遇の適用を要

望したい。

・日本からの折り返し便に便乗するパイロ

ット等のパスポートへの出入国押印を国

際慣行に従って省略を要望したい。

償設備を売却した場合の外貨送金の許

可。

・外貨借り入れ総額は投注差によって規制

されている。同制度の撤廃。

⑤	外来労働者に対する社会福利厚生を本土

人と同等の適用にすることを要望した

い。また、戸籍取得の容易化および制度

改善を要望したい。

⑥	派遣先での工会設置要求の取り消しを要

望したい。

⑦	模倣品被害に関し、案件の受理、取締行

動をより積極的に行って欲しい。広東省

の工商行政管理局、質量技術監督局、知

識産権局など知的財産権保護関連部門に

対し、積極的かつ自主的な取締を要望し

たい。

⑧	深圳市政府は機構改革により、商標権、
専利権、著作権の各侵害行為を取り締ま

る担当部門が一つになり、権利者の模倣

対策の利便性向上につながる可能性があ

る。統合の効果が十分に発揮されること

を要望したい。

⑨	環境アセスメントに関し、CO２大気放出

に関する基準の統一化及び割り当てを行

う場合の状況等を外部公表するなど透明

性向上を要望したい。

⑩	水処理規制が強化されたことで、新規設

備導入が許可されない状況も発生。他

方、塗装等を新規に行う場所の対外公表

を行うなど、環境分野に関する情報開示

を要望したい。

⑪	危険化学品の安全生産許可証に関し、品

種追加に係る安全生産許可申請に関する

明確な指導を要望したい。

⑫	その他
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中国統計年鑑および各省統計年鑑によると、東
北三省（遼寧省、吉林省、黒龍江省）には登記上
25,000社ほどの外資系企業が存在する。そのうち
60％が遼寧省、中でも省都瀋陽と大連へ進出して
いるが、特に日系企業は東北三省全体の80％以上
が大連に集中している。

従い、本稿は東北地域全体を網羅するのではな

く、以下（1）経済状況は瀋陽と大連、また（2）

具体的問題・建議は日系企業の集中する大連、に

ついてまとめる。

経済状況
瀋陽

2009年、瀋陽市の域内総生産（GRP）は4,359

億元で、前年比14.1％増だった。中国全体は8.7％

の伸びであり、それを上回る高度成長となった。

主要経済指標も大きな伸びをみせた。固定資産

投資は3,676億元で同22.2％増、規模以上工業生

産は2,017.5億元で同19.1％増、社会消費品小売

総額は1,778.6億元で同18.1％増、地方財政一般

予算収入は320.2億元で同10％増となった。

対外経済活動をみると、輸出額は35.2億米ドル

で同14.3％減となり、2008年に発生した世界金融

危機のあおりを受けた形だが、外資の対内直接投

資（実行ベース）は同0.4％増の53.1億米ドルの微

増となった。

2010年は前年比で、GRP14％増、固定資産投

資20％増、規模以上工業生産18％増、社会消費品

小売総額16％増、地方財政一般予算収入11％増と

09年並の成長が目標となっている。

第４章　
東北地域（瀋陽、大連）

瀋陽は周辺7都市と共に「瀋陽経済区」と称

し、交通･通信網の整備や戸籍管理の一元化を進

めている。また同区は2010年中に、「国家総合改

革試験区」（以下、「総改区」）として国務院の

批准を受けることを目指している。「特区」「新

区」に続く新しい経済発展戦略である「総改区」

に認定されると、時代の要請と地域の特性に合わ

せて、各地域が自主的に投資環境の整備や産業構

造調整などを行い、それにより経済成長の質、行

政システム、公共サービスなどを強化していくこ

とが可能となる。「瀋陽経済区」の一体化が進

み、また「総改区」として国家批准を受ければ、

今後の瀋陽市の経済成長にも寄与するだろう。

大連

2009年、大連では夏季ダボス会議や北京－東京

フォーラム、ソフトウェア・情報サービス交易会

（CISIS）など国際的なイベントが開催され、また

大連を中心とする遼寧沿海経済帯発展計画が国家

戦略として批准されたことから、注目を浴びた一

年だった。

主要経済指標については、“两个高于”と呼ばれ

る目標（遼寧省および全国副省級都市平均レベル

以上）を達成している。

域内総生産（GRP）は4,417.7億元で前年比

15％増だった。中国全体は8.7％の伸びで、それ

を大きく上回る高度成長となった。成長を牽引

しているのは第二次産業で、前年比16.5％増の

2314.8億元、GRPに占める比率は52％である。

規模以上工業生産も同17.5％増の1733.1億元と

なった。また、ハイテク製品生産は1,052億元で

同31.2％増となった。
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その他、固定資産投資は3,273 .5億元で同

30.2％増、社会消費品小売総額は1,396.7億元で

同18.1％増、地方財政一般予算収入は400.2億元

で同18％増となった。なお地税収入は同20.2％増

の307億元で、この15年の平均伸び率は19％、

07年からの3年間は瀋陽の地税収入を上回ってい

る。

対外経済活動をみると、輸出額は208.18億米ド

ルで同12.4％減となり、2008年に発生した世界

金融危機のあおりを受けたが、遼寧省の輸出額の

62％を占めている。また、輸出入総額は403.47億

ドルで、大連以外の東北地域全体の総輸出入額の

80％となっている。

外資の対内直接投資（実行ベース）について

は、批准されたプロジェクト数は同6.7％減となっ

ているものの、実行ベースの投資額は同20.2％増

の60.2億米ドルで、高い伸びを維持している。

2010年は前年比で、GRP15％増、固定資産投

資30％増、社会消費品小売総額15％増、地方財

政一般予算収入15％増、対内直接投資（実行ベー

ス）20％増と、09年並の成長が目標である。

遼寧沿海経済帯発展計画が国家戦略になった

ことで、同計画にも触れられている北東アジア国

際航運センター、北東アジア国際物流センター、

地域金融センター、現代産業クラスター（従来の

製造業に加え、ハイテクや環境関連の新興産業、

サービス業、研究機関の一大集積地）の建設が進

み、東北地域の玄関口としての大連の役割はます

ます重要視されると考えられる。

具体的問題
政策・制度

経営に影響する規模の政策・制度変更が頻繁に

発生している（例　PE課税の運用面での混乱、賞

与課税の運用面での変更、福利費の適用範囲の拡

大）。実施に当たっても過去への遡及や即日発効

があり、企業経営に大きな影響を与えるケースがあ

る。また、社会保険の基数となる数値の根拠が明確

ではなく、実体経済から乖離していると感じるもの

がある（平均給与の大幅（21.5%）上昇など）。

既進出企業は、過去の大連市の優遇策に惹かれ

て進出しているケースも多い。政策の変更や運用

方法の変更は、企業経営に大きな影響を与える。

労働資源

高級管理人員・専門職・技術者が慢性的に（少

なくともこの5年程度は）不足している。また、

作業者についても、製造業を中心に特に09年後半

から不足している。退職率は上昇傾向にあり（特

に若い世代）、従業員が安定しない。

企業での人材育成に問題となっており、企業経

営上、将来の発展に不安を与えている。

物流

輸出入に関する規制（税関・商品検査局など）

やサービス（納期・費用）は、他地域に比較し改

善のできる余地が大きい。他地域との比較で効果

的な事例は以下の通り。

・広東省などでは『先銷后税』が認められてい

る。大連でも電子手冊を導入した企業には認め

られているものの、電子手冊の運用にはまだ課

題がある。

・青島港等では、インボイス・パッキングリスト

のコピーで通関が可能

・上海保税特別区では入庫・出庫のHSコードは

上4桁一致のみで可能（大連は全て10桁の一

致）。国内各税関において、HSコードの解釈が

異なり、手冊の差異・通関できない、などの状

況も発生している。

行政サービス

駐在員の就労ビザは多くの場合１年ごとに更新

しなければならず、煩雑である。

家族へのビザ発給がなかなか認められないケー

スもある（大連市以外が本社の場合、ビザの発給

が認められず、子供が日本人学校に入学できない
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＜建議＞
①	投資環境の悪化に繋がる政策変更の実

施、従来の運用方法・解釈の変更に当

たっては、意見吸収などのプロセスを明

確にして実施し、準備期間を十分に取り

（遡及に関しては絶対に避ける）、公平

な制度運用への配慮を要望したい。

②	労働力確保・育成に政府側としての施策

を期待する。例えば、周辺地域からの労

働力確保施策の推進、地方出身従業員が

帰省した際の医療保険適用、専門職・技

術者育成への資金的支援、社会保障制度

の基数となる社会平均賃金などの合理的

算出（根拠の明確化）、社会制度変更時

の十分な影響調査・検討など。

③	日系企業としては大連市・大連税関・検

験検疫局と協力し、大連を世界有数の貿

易港として発展させ、中国東北地区の主

要港としての位置づけを更に高めたいと

考えている。物流業・製造業の競争力を

強化するためにも、保税品と非保税品の

分離管理コストの低減、通関･管理コスト

の低減などによる輸出入の利便性向上を

要望したい。

④	外国人駐在員の３～５年間有効のマルチ

ビザの申請を認めるよう要望したい。

⑤	大連市の発展計画に沿う、戦略的な電力

供給を要望する。万が一の不足時には見

た早期の通知を要望したい。

⑥	公共交通機関のルート、時間帯の適宜見

直し、運行指導の徹底を要望したい。

などの不便がある）。

電力

09年は大きな問題は起きていないと認識する

が、今後も安定した供給が必要である。

交通

車両の増加に、道路整備・駐車場整備が追い付

いていない。路上駐車が多く、渋滞を引き起こし

ている。また事故の危険も増大する。

また、バス・タクシー・軽軌などの運営上の改

善が必要。商業地域・工業地域・居住地域が拡大

しているものの、交通機関の整備が遅れており、

通勤に支障を来たしている。例えば、バス等の公

共交通機関の終了時間が早い。
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2009年の経済概況
2009年の主要な中西部地域（安徽省、湖北省、

湖南省、重慶市及び四川省）の経済は、金融危機
によるダメージはほとんどなく、前年比伸び率
13％以上の高い水準を確保した。

図1：2009年中部地域の主な省別GDP伸び率
（単位％）

図2：2009年西部地区の主な市省別GRP伸び率
（単位％）

積極的なインフラ投資が経済を牽引しており、

各市省の全社会固定資産投資は四川省の58.1％増

第５章　 
中西部地域（安徽、湖北、湖南、重慶、四川）

を筆頭に、湖北省41.6％増、湖南省及び安徽省

36.2％増、重慶市31.5％増と軒並み全国平均を上

回る高い水準であった。

　2009年12月には武漢－広州を３時間弱で結

ぶ高速鉄道（最高時速350㎞）が、同年９月には

重慶－成都を２時間弱で結ぶ準高速鉄道（最高時

速200㎞）がそれぞれ開業し、交通網の整備が進

んだ。

政策の動向
中部地域については、2009年９月に国務院で

「中部地区促進計画」が原則的に採択され、そ

の全文が2010年１月に公表された。この2015年

までの計画の中では、一人当たりGRP36,000元

への引き上げ（2008年：17,833元）、都市化率

48.0％への引き上げ（2008年：40.3％）等の数

値目標とともに、食料生産基地建設の強化、重要

エネルギー・原材料基地としての地位の強化等の

目指すべき発展の方向が示されている。

西部地域については、2009年５月に「重慶市都

市・農村統合改革プラン」、「成都市都市・農村

総合改革実験プラン」がそれぞれ国務院で認可さ

れ、都市部と農村部の統合的な公共サービス制度

の構築等の具体策が示された。また、西部大開発

優遇政策により、2010年まで奨励類プロジェクト

に関しては企業所得税の減免措置（15％）等が講

じられている。2009年には米インテル社の半導体

パッケージに係る上海工場の閉鎖及び成都への集

約化、米ヒューレッド・パッカード社の重慶工場

の契約調印等が行われた。

各市省政府発表の政府工作報告に基づき2010年
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＜建議＞
①	電力やガスの安定的供給を強く要望したい。

②	成都など、日系企業の進出の多い都市と

東京の直行便の早期就航を要望したい。

③	成都市など、タクシー絶対数の不足が顕

著な都市がある。増量を要望したい

の主な政策を整理すると表１及び表２のとおりで

ある。いずれもこれまでの有効需要拡大策の維持

が表明されており、投資主導の経済政策が継続さ

れるものとみられる。

日系企業の動向
2009年の日系企業は内需向けの建設機械、自動

車、流通等の関連企業は業績も好調であった。コ

ベルコ建機㈱の合弁会社成都神鋼建設機械有限公

司が成都市の油圧ショベル工場を従来の約５倍の

敷地に移転・拡張を行い、成都イトーヨーカドー

有限公司が成都市に４店目の店舗を新たに開店す

るなど、事業規模の拡張が積極的に行われた。ま

た、東風本田汽車有限公司は、2010年１月に武漢

市での第２工場の建設を発表した。

事業環境上の課題に関しては、2009年末から

2010年初めの冬季に重慶市、武漢市等の地域にお

いて、電力やガスの供給が制限され、安定的な工

場操業に支障を来した。このため、安定的かつ十

分な電力及びガスの供給の確保が強く望まれる。
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安徽省

1.有効需要拡大維持、経済の安定
的発展の促進

・大規模プロジェクトの推進中塩
合肥化学工業基地、熔安動力船
舶用ディーゼルエンジン、奇瑞
乗用車第5工場、大陸タイヤ	等	

・消費拡大策の継続
・輸出促進策の実施、貿易発展方
式の転換

2.自主イノベーションの推進強
化、経済構造調整と発展方式の
転換加速

・国家技術イノベーションプロジ
ェクトモデル省の取組推進、蕪
蚌自主イノベーション総合モデ
ル区の建設着手	

・戦略的新興産業の発展加速
・自動車重要装備の国産化
・サービス業の発展促進
・資源節約・環境保護の強化
3.産業移転の引受け、対外開放の
全方位拡大

・産業移転引受模範区建設の全力
推進

・長江デルタ区域発展分業協力の
深化

4.都市と農村の計画的発展、社会
主義新農村の建設

5.都市化の加速、区域の協調的発
展の推進

・中心都市及び都市群建設
・北部地区開発の加速
6.財税制金融の重視、発展指示能
力の強化

7.制度改革の深化、発展活力の増
強

・非公有経済の発展
・資源性産品価格改革の推進

湖北省

1.内需の一層の拡大、経済の安定
的発展

・住民消費の拡大
・農村市場システムの建設による
農村消費の拡大

・都市流通施設の建設による都市
消費の拡大

・新たな消費モデルの育成
・投資の合理的増加と投資構造の
高度化

　重大インフラ建設による総合交
通センターの地位向上、エネル
ギー構造の改善、エネルギー供
給の確保

2.構造調整の推進、経済発展方式
の迅速な転換

・産業高度化の加速、「工業振興
省」戦略の実施

・戦略的な新興産業の育成
・現在サービス業の発展
3.地域の調和的発展、新しい経済
成長軸の形成

・武漢都市圏の「両型」社会建設
改革試験の推進

・鄂西自然文化旅遊園の建設
・湖北長江経済帯の開放開発
・新型都市化の積極的推進
4.都市と農村の計画的発展の推
進、「三農」の基礎構築

・農業総合生産能力の向上
・新農村建設の推進
5.改革開放の深化、発展活力の増
強

・生産要素価格メカニズム、収入
分配制度等諸改革推進

・民営経済の発展促進
・開放先導戦略の実施
6.自然環境建設の強化、緑色発展
の推進

湖南省

1.内需拡大の堅持
・有効投資の拡大堅持
・優位産業プロジェクト・新産業
プロジェクト建設

・インフラ整備
・需要の拡大、消費の持続的拡大
の促進

・消費能力の向上、消費構造の高
度化、経済成長に対する消費牽
引力の強化

・現代サービス業の発展、サービ
ス業の発展水準の向上

2.発展方式の転換
・伝統産業の高度化の促進
・戦略的な新興産業の育成
・園区による産業クラスター発展
プラットフォームの形成	

・自主イノベーション能力の増強
・省エネ・排出削減の推進
　省エネ・排出削減価格補償メカ
ニズムの確立、主要汚染物排出
権取引試験の実施

3.現代農業の発展加速
4.試験区建設と区域の協調的発展
の推進

・長株潭モデル地区改革建設の加
速

・都市化の推進
・協調的な区域発展
・県域経済の発展
5.改革の深化と開放の拡大
・国有企業改革の継続
・財政税制金融投融資体制の改革
深化

・非公有制経済と中小企業の発展
・開放型経済水準の向上

表1：各省の政府工作報告における2010年の経済政策のポイント
（安徽省、湖北省、湖南省）
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重慶市

1.	経済回復の趨勢の強固化
・金融危機対応の一連の施策の継続
・消費需要の拡大
・投資需要の拡大と投資構造の高度化、工業の強
固化、インフラ建設、不動産その他第3次産業
を一斉進行する投資構造の堅持
・資源保障能力の向上
2.	産業構造の高度化
・電子情報、機械装備製造、重化学工業の重点的
発展、アジア最大のノートパソコン基地の構築
・サービス産業発展の加速、先進製造業と現代サ
ービス業の融合の促進
・科学技術イノベーションの推進
　社会研究開発経費のGDPに占める割合を1.7%
以上に
・省エネ・排出削減強化、過剰生産能力の抑制
3.「5つの重慶」の建設の加速
・居住環境の質の向上
・交通水準の向上
・自然緑化水準の向上
・都市農村の安全保障能力の向上
・市民の健康向上
4.	都市化の健全な発展の推進
・全市の都市化率を53%に	
・外環地帯の開発
・万州の第2都市化
5.「三農」と倉庫区域工作の強化
6.	内陸開放の拡張
・商業投資誘致の水準と質の向上
・加工・サービス・一般貿易の総合的実施
・両江新区の早期国家批准
・「走出去」戦略の実施
・全方位的な交流協力の展開
7.	重点改革の推進
・長江上流地区金融センターの建設
・農村土地、林権等の制度改革
・国有企業改革の深化
・非公有制経済と中小企業の発展促進
・不動産市場の健全な発展の促進

四川省

1.	災害後の復興再建の推進、目標任務の達成
2.	投資構造の高度化、投資増大の保持
・重大プロジェクトの建設の推進
・投資構造の高度化
・プロジェクト管理の強化
3.	産業の強大化、産業支援の強化
・工業構造の高度化の促進
　新型工業化国家産業基地の建設、成都高新地
区、経済開発区、綿陽高新区党の国家級開発区
の発展加速
・現代農業の発展強化
・現代サービス業の発展加速
・科学技術支援の強化
4.	都市化の加速、都市と農村、区域の協調的発
展の促進
・新型都市化の積極的推進
・都市と農村の一体的発展の推進
・区域の協調的発展の促進
5.	改革開放の推進、発展活力の増強
・重点領域の改革推進
・開放協力戦略の実施
・投資誘致方式の改革
　国内省外5000億元、実行外資50億米ドルを目
指す、「1525」プロジェクト（2012年までに
年商1000億元以上の産業園区を１か所、500
億元以上を5か所、100億元以上を25か所建
設）の推進
6.	財政金融政策の強化、資金保障と金融サービ
ス水準の向上
・公共財政体制の整備
・金融改革イノベーションの促進
7.	省エネ・排出削減と生態建設の強化、持続可
能な発展の実現への努力
・重点プロジェクト、重点領域における省エネ・
排出削減の実施
・生態省建設の加速
・循環型経済と省エネ環境保護産業の発展

表2：各市省の政府工作報告における2010年の経済政策のポイント
（重慶市、四川省）
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その他の建議

＜建議＞
　各地域の日本商工会および日本人会に対

し、法人格を与えるよう要望したい。


