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ご挨拶
日中両国は、2017年に国交正常化45周年を、2018年に日中平和友好条約締結40周年を迎え、多くの記念事業が
実施され、また、2018年4月に8年ぶりとなる日中ハイレベル経済対話が再開、同年5月には李克強首相の訪日が実
現するなど友好の機運が醸成されています。こうした背景のもと、相互交流が強化され、両国の経済発展をさらに推
進し、日中関係の改善の流れに積極的な影響を与えることが期待されます。
中国日本商会は中国の中央政府および地方政府とのさらなる対話促進を目的として、2010年から本白書を発刊し
ています。本白書は、中国日本商会および中国各地の商工会組織の日系企業（法人会員 8,841社）が直面している
課題の分析および解決のための建議を取りまとめたものです。｢中国経済と日本企業の現状｣、｢共通課題・建議｣、｢各産業の現状・建議｣、｢各地域の現状・建議｣の4部に分かれ、全27章、54の建議項目からなっています。描かれて
いるのは、日本企業の目から見た中国経済の現在の姿にほかならず、中国全土で長きにわたり事業に携わってきた日
系企業が、中国での発展を追い求める過程で遭遇したさまざまな課題が浮き彫りになっています。
2018年3月に開催された第13期全国人民代表大会第1回会議では、第13次五カ年規画のこれまでの達成状況等
を踏まえ、供給側の構造改革を踏み込んで推進すること、行政の簡素化などでビジネス環境を不断に改善すること、
国際的に普及している経済・貿易ルールとの一致を強化し、世界一流のビジネス環境を整備することなどが示されま
した。本白書の主要な訴求点である「公平性の確保」はこれらの実現にあたっての土台となるものであり、中国が発
展の質の向上を図るうえで不可欠なものです。本白書の建議には、中国政府がこれらの実現のため改革の深化を図
るにあたり、ヒントとなるものが多く含まれていると確信しています。
中国経済の改革開放において、外資の重要性は計り知れず、中でも日本企業の果たしてきた役割は非常に大きいも
のがあります。また昨今、世界を取り巻く情勢の不透明感が高まる中で、中国日本商会は先人の業績を引き継ぎ、日
中間の経済協力関係をさらに磐石で強固たるものとし、中国のビジネス環境をさらに良いものとするために、今後も
中国の中央政府および地方政府に積極的に建議して参ります。
本白書は、すべて中国日本商会の会員である企業の方々から仕事の傍ら寄せていただいた玉稿から成っていま
す。本白書の取りまとめにあたり、調査委員会事務局（日本貿易振興機構（ジェトロ）北京事務所）が中心的な役割
を担いました。また、中国各地の商工会組織との連携では、中国日本商会事務局および上海、大連、広州、青島、武
漢、成都の各ジェトロ事務所がその役割を担いました。この場をお借りし、御尽力いただいた方々に心からお礼を申
し上げたいと思います。
本白書を通じて日中両国の対話が促進され、両国間の絆が深まり、共にさらなる発展に繋がることを切に願ってい
ます。

平井 康光
中国日本商会会長

4

中国経済と日本企業2018年白書

2018年建議の訴求点
＜全体コンセプト＞

「公平性の確保」
＜建議の三要素＞

1. 近代的な市場体系の完備

秩序ある競争の行われる市場体系の建設のため、公平競争の阻害となっている各種制度

の見直し、国内企業と外資企業への公平な待遇、知的財産権制度の一層の改革を要望する。

2. 行政管理体制改革の深化

法治政府・サービス型政府の建設のため、行政手続きの簡素化・迅速化、許認可・認証

の大幅な廃止を要望する。併せて、制度の運用・解釈の統一や制度変更の際の十分な準
備期間の確保を要望する。

3. 全面的開放に向けた新枠組みの完備

経済のグローバル化に適応するため、製造・サービス業分野での外資参入制限の一層の
開放、グローバルスタンダードのさらなる採用を要望する。

＜本年の重点分野＞

１．
「環境」

環境規制の実施にあたり、客観的かつ内外無差別で公平な基準の提示と事前通知の徹底
を要望する。新たな規制の導入に当たっては、科学的かつ合理的な基準の策定と統一的
な運用体制の完備を要望する。

２．
「物流」

サプライチェーンの連結性・効率性の向上のため、通関、流通、輸送等に関する人的・物的・
制度的インフラのさらなる整備を要望する。輸出入時の HS コード分類の判断の統一や事
前裁定制度の確実な実施および各種行政対応の迅速化など、予見可能性の向上に資する
制度の整備を要望する。
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エグゼクティブ・サマリー
中国経済の改革の方向と主要な建議
さらなる改革の深化に期待

第13次五カ年規画要領（以下、13・5規画）では、小康社
会の全面的完成に向け、イノベーション発展、調和のとれた
発展、グリーン発展、開放発展、共に享受する発展という5
つの発展理念の確固たる樹立と徹底した貫徹に取り組むと
している。
これにあたり、13・5規画では改革によって構造調整を推
進することや市場の役割を重視する方針が改めて強調され
ている。
また、2018年3月に開催された第13期全国人民代表大
会第1回会議（全人代）の政府活動報告（以下、政府活動
報告）では、13・5規画のこれまでの達成状況等を踏まえ、
2018年の重点活動任務が定められた。その筆頭として挙げ
られたのは、
「三去一降一補（過剰生産能力の解消、不動産
在庫の解消、金融リスクの防止・解消、企業のコスト削減、
有効な供給の拡大）」に代表される供給側の構造改革を踏
み込んで推進することであった。加えて、行政の簡素化や減
税、
「五険一金」の保険料負担割合の引き下げなどに力をい
れ、ビジネス環境を不断に改善し、経済発展の質を高めると
しており、企業活動を活発化させることに注力する方針だ。
このほか、財産権の保護、契約の遵守、統一市場、平等な交
換、公平な競争を基本方針として、関連法律法規を完全な

ものにするなどして、国際的に普及している経済・貿易ルー
ルとの一致を強化し、世界一流のビジネス環境を整備する
と強調した。
日系企業は、2018年が「公平性の確保」された、
「透明性
の高い」ビジネス環境の整備に繋がる改革の深化が図られ
る重要な年となるよう期待しつつ、中国政府が改革の深化
を図り、5つの発展理念を貫徹する上で、各種ビジネスなど
を通じて積極的に貢献をする構えである。
13・5規画およびそれを踏まえた2018年の政府活動報告
において、中国政府は近代的な市場体系の完備、行政管理
体制改革の深化、全面的開放新体制の完備を目指し、改革
を深化させていく方向にあるが、日系企業が中国ビジネス
の現場で直面している課題を、それぞれの分野で整理すると
下記の通りである。
改革の深化にあたり、長きにわたり中国で事業に携わって
きた日系企業が直面している課題の分析と解決のための建
議を取りまとめた本白書にはヒントとなるものが多く含まれ
ると確信している。この中の少しでも今後の政策運営の参考
としていただきたい。

近代的な市場体系の完備

13・5規画の中で、統一的な市場や公平競争の障害となっ
ている各種規定や方法を徹底的に整理・取り除き、公平競
8
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争が可能な審査制度を実施する点や、市場参入制限を緩和
する点が強調されたところである。本白書ではこの方向性に
沿って、市場原理が十分に活きるように、公平競争の障害と
なっている各種制度を見直し、透明性の高い市場経済ルー
ルの整備とその適正な運用を要望する。

・労務：中国国内で就労する駐在員等には、日中両国で重
複して社会保険料を納めなければならない状況が依然と
して存在している。短期出向者を含む駐在員等が日中両
国で重複して社会保険料を納付することは、中国に所在
する日系企業にとって大きな負担となっている。一方で、
2018年5月9日に日中両国の外相が「社会保障に関する日
本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」
（日・中
社会保障協定）に署名したことは、大きな進展として歓迎
される。日系企業および駐在員等の負担が早期に軽減さ
れるよう、日中両政府による各国での国内手続き等、協定
の早期発効に必要な作業および調整を速やかに実施す
るよう要望する。
・競争法：中国企業間の事業者結合については、特に国有
企業間の結合において結合後の国内シェアが極めて大き
くなっても承認されているケースがあり、根拠規定や市場
範囲の画定方法等、その判断基準が不透明であると同時
に、結果として、独占・寡占が進むことにより当該分野に
おける中国国内市場への参入障壁が高まることにもなる。
そのようなケースにおいては、事業者結合審査の透明性
向上の観点から、独占禁止法上の適用の根本にある方針
について公表することを要望する。
・自動車：「乗用車企業の平均燃費と新エネルギー車クレ
ジットの並行管理弁法」において、クレジットの加算対象
とされなかったハイブリッド車もEV車と同様に販売1台
当たりに対する割増係数を認めるよう要望する。また、定
められた目標値を達成できなかった場合に、政府からの
クレジット購入（罰金）が可能となる制度の導入を要望す
る。さらに今後、2021年以降のNEV（新エネルギー車）規
制を導入する場合に、適切な強制化比率の設定と早めの
公布を要望する。
政府は、13・5規画の中で、イノベーションの奨 励に有
利な知的財産権制度を完備すると決意を示した。さらに、
2018年3月に開催された全人代では、国務院機構改革の実
施が決まった。政府は、機構改革の目的として、これまで、複
数に跨っていた行政機能の一元化などを通じて、行政効率
とその執行能力を高めることを目指すとしている。機構改革
により、これまで競争法や知的財産権分野などにおいて複
数の行政機関により判断が異なることが原因となり発生し
ていた問題が解決に向かうことが期待される。日系企業か
らもこれらの問題については、改善を望む声も強いため、適
切な取り組みを要望する。

・知的財産権：独占禁止法違反となる知的財産権の濫用に
ついては、
「知的財産権濫用に関する独占禁止指南（意
見募集稿）」などで濫用などの分析・判断要素が検討され
ている。これに対しては、公平性の確保などの観点から、

濫用の分析・判断要素のみならず、その要素の具体的判
断基準を明確にし、独占排他権たる知的財産権の一般的
な正当な行使が安易に知的財産権の濫用と判断されるこ
とがないよう要望する。また、現在、複数の政府関係機関
から類似の案が示されている知的財産権の濫用に関する
基準判断規定・指南につき、複数の政府関係機関に亘る
唯一の統一的な基準（指南・ガイドライン）を作成するよ
う要望する。
・知的財産権：一つの製品に対して、意匠権と商標権など複
数の行政機関にかかわる知的財産権が付与されており、
それらが同時に侵害された場合、権利者が上記複数の行
政機関内の一方に侵害救済の申し立てを行った場合、そ
の一方の行政機関が上記複数の行政機関内の他方の行
政機関と連携を取って協調して同時摘発実施などの侵害
対応をとること、すなわち侵害対応における行政機関間の
連携強化を要望する。
・化学品：危険有害性を有する化学品は複数の部門により
所管され、危険化学品および危険貨物という二つの異な
る概念に基づく法規制が並存している。そのため、同一の
化学品に対して複数の部門から異なる段階で異なる概念
の規制が適用され、非効率な管理を余儀なくされる場合
がある。管理監督を行う行政部門においては、統一的な
判定基準を採用するよう要望する。

行政管理体制改革の深化

13・5規画の中で、行政審査・認可制度改革を深化させ、
最大限に政府の企業経営への干渉を減らし、審査・認可事
項の範囲を最大限縮小すること、公開で透明、高効率で迅
速、誰にとっても公平な政府サービスを実現することを強調
した。政府活動報告においても、過去5年で国務院部門の
行政審査・認可事項が44％削減され、行政許可法の枠外の
行政審査・認可が完全に廃止されたとしていた。行政手続き
の簡素化・迅速化、必要最低限のものを除いた許認可・認
証の廃止、政府サービスの向上は、本白書においても引き
続き日系企業が多くの分野で求めているものである。政府
は、2018年も「行政簡素化と権限移譲」「緩和と管理の結
合」
「サービスの最適化」改革を深化させるとしており、いっ
そう積極的な取り組みの展開を要望する。加えて、制度変更
の際の十分な準備期間の確保や制度の運用・解釈の統一な
ど、ビジネス上の予見性の向上に関わる改善も多くの分野で
求められており、これらについても一層の改善を要望する。

・物流：通関一体化の拡大に伴いシステムの統一も進めら
れ、一部の項目ではペーパレス化も実現されて審査手続
きの効率が向上するなど、システムの運用面で改善が見ら
れるようになった。しかし、更新が頻繁に実施されること
により安定性を欠き、システム自体の不具合が手配遅延
をもたらすことも多発しているほか、システム間の連携不
備、システムレベルや運用方法の地域差などが依然として
見受けられる。システムの安定化と統一化をさらに推進す
るよう要望する。
・環境：環境保護法の改正等によって、法令違反の企業に
対する罰則は強化されている。日系企業としては法令遵
守については誠心誠意取り組んでいくつもりであるが、法
令遵守を適切に行うことができるよう、地方政府等による
監視や取り締まりなど執行面において、担当者の恣意的
な対応ではなく、内外資問わず統一した基準などに基づ
く運用がなされることを要望する。加えて、企業に対する
10
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行政指導等の際には、その根拠法令やデータ等の違反根
拠を書面で示す等の説明を要望する。
・化学品：中央政府からの環境査察と、京津冀大気汚染伝
播都市（以下、
「2＋26都市」）でさらなる厳格な大気特
別排出制限が実施されたことは、違法な汚染物排出の取
り締まり、
「散乱汚企業」の淘汰あるいは閉鎖、環境改善
に対して大きな効果を収めたが、一部の地方政府は、中
央政府からの環境査察または「2＋26都市」の特別制限
要求に対応するため、環境規制の一律取り締まり（一刀
切）を行い、排出基準を満たしているか否かにかかわら
ず、一律に生産を停止させた。その際、排出基準を満たし
ていた企業も数カ月の生産停止を命じられたケースがあ
り、企業経営あるいは生産に大きな影響を与えた。国家
環境保護法令と標準を遵守しているか否かを取り締まり
の基準とし、地方の一律取り締まりによるこのような弊害
を無くすよう対策を講じるよう要望する。

全面的開放に向けた新枠組みの完備

13・5規画の中で、公平競争が行われる市場環境、公正透
明な法運用の実現、サービス業などの開放とイノベーション
の全面的な実行が示された。2017年6月には、
「外商投資
産業指導目録（2017年改訂）」が公布され、サービス業、製
造業、採鉱業への外資参入のさらなる緩和がなされるなど、
中国がより開かれた市場となるための取り組みが進展して
いる。政府活動報告では、
「一層広い範囲で、高い段階の開
放をはかり、開放の構造・配置と体制・仕組みをより完全も
のにする」としており、外資参入規制分野の一層の開放、グ
ローバルスタンダードのさらなる採用に向けた積極的な取り
組みを要望する。

・技術標準・認証：2017年6月1日から施行されたサイバー
セキュリティ法について、その具体的な内容は弁法、細
則、標準等により明確になると国家インターネット情報弁
公室から説明されているが、これらの細則、標準等の制定
プロセスにおいて、外資系企業を含む関係者の意見を取
り入れるとともに、外国製品を差別的に取り扱うことのな
いよう制度の制定や運用面での配慮を要望する。
・情報通信：企業が情報通信を利用する場合にセキュリ
ティ確保が必須であり、企業内の自社の業務目的のため
にインターネットVPNを自社で構築するケースが増えてい
る。しかし、昨今、インターネットVPNでの通信接続状況
が悪化している事象を確認している。このような事態は外
資系企業の事業活動を妨げ、外資を活用した国内経済の
発展を阻害する要因となっている。自社の業務目的のた
めのインターネットVPNを安定的に利用できる環境を整
備するよう要望する。
・ソフトウェア：環境汚染、交通渋滞、医療・高齢化、教育、
省エネ等の問題は、中央政府、地方政府が最も注力して
いる政策の一つである。ICT関連の日系企業はこれら領
域に関して先進的なテクノロジーに基づく多くのソリュー
ションを有している。この分野の関連政策策定における
情報公開の充実と参入機会の拡大を要望する。
・銀行：2017年に各地において、大口の配当金送金、遠隔
地企業の決済、域外貸付業務などの際、外貨・人民元の対
外支払に対する取引ができない事象が起きた。企業の実
需に基づく合法的な対外決済に支障をきたせば、対中投
資に対する潜在的リスクと捉えられかねず、法令法規で明
確な禁止規定がない限り決済に制限をかけない等、透明

性の高い運用を要望する。また、全国で統一した、明確な
外貨管理規制の定着化を要望する。

昨年の建議のうち、改善がみられた主な項目

2017年白書の建議のうち、改善がみられた主な項目を例
示すると次の通り。これらの項目では、建議の方向に沿った
改善がみられたと考えており、中国政府のビジネス環境改善
に向けた取り組みに感謝する。しかし、これらの中にもさらな
る改善が求められる部分が残されているものもある。また、
これら以外にも改善を期待する分野は依然多く残されてお
り、引き続き、改善の取り組みが行われることを期待する。
1) 日本企業のオンショアにおける人民元建て債券（パンダ
債）の発行（2017年版白書、p252、建議④）
金融面では、2017年に日本企業のオンショアにおける人
民元建て債券（パンダ債）の発行が可能となるなど、金
融市場の自由化は着実に進展していると認識しており、
今後、自由化に向けた動きがさらに加速することを期待
する。
2) 外商投資産業指導目録の改訂（2017年版白書、p34、建
議⑤）
2017年7月に施行された「外商投資産業指導目録」の改
訂版は、2015年版目録と比較して制限措置が30項目減少
し、一定の緩和が進んだ。
3) 社会保険料率の引き下げ（2017年版白書、p54、建議②）
2018年3月5日、全人代の政府活動報告にて供給側構造
改革の一環として企業の税負担および税外負担をさらに
軽減する方針が示された。引き続き企業の「五険一金（養
老保険、失業保険、医療保険、労災保険、生育保険、住宅
公共積立金）」の保険料負担割合を引き下げるなど、市場
主体である企業の活力を一段と引き出す取り組みが具体
的に示されたことは歓迎される。
4) 化粧品安全技術規範の改訂（2017年版白書、p162、建
議⑤）
2017年6月に、化粧品安全技術規範改善に向けた「関于
征集2017年度化粧品安全技術規範修訂建議的通知」が
公表された。同通知による意見募集は、化粧品審査基準
の統一や審査円滑化に向けた取り組みとして感謝する。

日系企業の中国ビジネスへの取り組み

2017年における日本の対中投資は前年比5.1％増の32億
7,000万ドルとなり前年までの4年連続減少から増加に転じ
た（図1）。また、世界からの2017年の対中投資実行額も、
前年比4.0％増（ドルベース）となり、2012年以来初めて減少
となった前年から増加に転じ、過去最高を記録した。
中国に進出している日系企業に対して2017年10～11月に
ジェトロが実施したアンケート調査（図2）では、今後1～2年
の事業展開の方向性について、
「拡大」と回答した企業の割
合は48.3％、
「現状維持」と回答した企業の割合が44.3％と
なっている。中国における事業拡大の意向は、2015年度は
38.1％と1998年の調査開始以来、初めて4割を下回っていた
が、2016年度は2.0ポイント拡大し40.1％となった。さらに、
2017年度は大幅に回復して48.3％となった。そして「拡大」
すると回答した企業に対し、具体的に「拡大する機能」を複
数回答で尋ねたところ、
「販売機能」
（59.6％）、
「生産（高
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付加価値品）」
（41.7％）が上位2位の回答となった。中国で
製造・消費の高度化が進展するなか、優れた商品や技術、ノ
ウハウ等を提供すべく日本企業が市場開拓を強化している
様子がうかがえる。
人件費の上昇等の投資環境の変化や対中投資リスクが指
摘される場面は依然あるものの、日本企業が中国を世界有
数の巨大市場と捉えていることに変わりはなく、内販型の企
業・業種を中心に拡大する中国市場の開拓を強化する動き
は今後も継続するとみられる。
また、前述の調査では、経営上の問題点についても選択
式で尋ねている。それによると、最も多かったのは前年同
様「従業員の賃金上昇」であった。回答率は前年より2.5
ポイント縮小したが、75.3％と突出しており、問題の大きさ
がわかる（表）。以下、
「競合相手の台頭(コスト面で競合)」
（55.0％）、
「調達コストの上昇」
（50.2％）、
「品質管理の
難しさ」
（50.2.％）、
「限界に近づきつつあるコスト削減」
（46.1％）と続く。日本企業は厳しいコスト削減圧力に直面
している。
また、
「調達コストの上昇（前年比18.3ポイント増）」に
加えて「環境規制の厳格化（16.1ポイント増）」が前年比で
回答率が大きく増加しており、2017年には「環境規制の厳
格化」も企業が直面した大きな課題であったことが表れて
いる。
日系企業としては環境規制等にかかわる法令遵守にしっ
かりと取り組んでいく意向であるが、地方政府等による監視
や取り締まりなどの際は、内資・外資問わず統一した基準な
どに基づく運用がなされることを要望している。加えて、企
業に対する行政指導等の際には、当局からその根拠法令や
データ等の違反根拠を書面で示すことや、新たな規制を執
行する際、既存設備への適用については、猶予期間・経過
措置を設けることなどを要望している。
これら日系企業の直面する課題の解決は、中国政府が進
める「企業のコスト削減」ならびに「美しい中国」の実現と
も合致するものであり、改善に向けた政策の実施を要望す
るとともに、こうした課題に対して日系企業としても貢献して
いきたいと考えている。

中国経済における日本

中国が成長の質と効率の向上を図りながら経済規模を拡
大してきた中で、日系企業はこれまで非常に重要な役割を
担ってきた。貿易については、日本は2017年の中国の輸出
先として国別では第2位で、金額は1,373億ドルとなった。輸
入でも第2位の1,657億ドルと、中国にとって日本は重要な貿
易パートナーとなっている。中国は部品などの生産財や機械
などの資本財を輸入し、中国での製品化に活用したうえで、
世界に向けて輸出しているが、特に基幹部品や工作機械は
日本からの輸入が多い。
投資について中国側の統計をみると、中国への進出日系
企業数は外資企業全体の7.9％を占める2万3,094社（2012
年末時点、中国貿易外経統計年鑑2013：注）であり、国別
ではトップとなっている（なお、日本外務省の「進出日系企
業実態調査平成29年要約版：2016年10月1日時点」では中

国の日系企業の総数「拠点数」は3万2,313拠点）。直接・
間接合わせて約1,000万人以上の雇用を生んでいるとされ、
雇用創出面での貢献も大きく、職場環境の整備や福利厚生
制度の充実にも努めている。
また、優れた技術・ノウハウ等を保有する日系企業が少
なくなく、受発注両面で中国企業の技術力や経営効率の向
上、競争力の強化に貢献している。また、一部産業のサプラ
イチェーンにおいては、他に代替のききにくいハイテク製品
の基幹部品や特殊原材料の供給における日系企業のプレ
ゼンスも高い。
日系企業は経済がグローバル化し、サプライチェーンが複
雑に絡み合った状況の中、今後も中国とともに発展しようと
している。

「一帯一路」構想と日系企業

国家発展改革委員会、外交部、商務部は2015年3月、
「シ
ルクロード経済ベルトと21世紀海上シルクロードの共同建
設推進におけるビジョンと行動」を共同で発表した。それに
よると、
「一帯一路」構想では、政治・経済・文化という各
方面を包括する運命共同体の建設を目指すとされた。協力
の重点としては、①政策の疎通、②施設・インフラの相互連
結、③貿易・投資の円滑化、④資金の流通、⑤国民間の意思
疎通の5点を挙げた（いわゆる「5通」）。
2017年5月に開催された「一帯一路」国際協力ハイレベル
フォーラムでは、
「中国が『一帯一路』イニシアチブを提起し
たのは、世界と中国の発展がもたらす大きなチャンスを分か

るとともに、関連するビジネスにつなげられるよう、中国日本
商会の「一帯一路連絡協議会」が中国政府・企業等との橋
渡し役を担っていきたいと考える。そのため、関連当局に対
してより一層の情報提供を要望する。加えて、関連するプロ
ジェクトの情報提供や情報交換のための中国側窓口の設置
を要望する。
注： 中国貿易外経統計年鑑では、2014年版以降は国別の企業数の統
計が発表されていない。

図１：日本の対中投資
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出所：商務部、CEIC

図２：今後1～2年の事業展開の方向性

ち合うことが目的であり、中国は世界各国と国際・地域組織
が積極的に『一帯一路』共同建設に積極的に参加すること
を歓迎する」との方針を示した。
日系企業も「一帯一路」構想に関連する政策やその進捗
などについて注目している。さらに、中国日本商会も「一帯
一路」構想が環太平洋の自由で公正な経済圏に良質な形で
融合し、地域と世界の平和と繁栄に貢献していくことを期待
するとともに、そのような観点から協力をしていきたいと考
える。また、
「一帯一路」構想を含め、第三国でも日中のビジ
ネスを展開していくことが、両国のみならず対象国の発展に
も有益であると認識している。
しかし、
「一帯一路」構想への理解や具体的な進捗状況、
政策措置などの情報が不足していることから、中国日本商会
が「一帯一路連絡協議会」を設置し対外的な窓口機能を果
たすとともに、中国の関係当局の担当者や「一帯一路」構想
に関連するビジネスを行っている日系企業を講師としたセミ
ナーを開催するなどの活動を行っている。
日系企業からの「一帯一路」構想に関する具体的な要望
としては、予見性の高い輸送手段として活用できるよう、鉄
道輸送の定時性を上げるよう制度およびインフラの整備を
期待するものや、鉄道輸送について、現在、40フィートの普
通コンテナが中心であり、冷蔵コンテナの活用は容易ではな
いため、個別の冷蔵コンテナを手頃な価額で輸送できるよ
うインフラの整備等を含めた政策的支援を求めるものなど
があげられる。
また、日系企業が「一帯一路」構想についての理解を深め
14
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表：経営上の問題点
(中国 全分野上位10項目、複数回答)
回答項目
1位 従業員の賃金上昇
競合相手の台頭2位
(コスト面で競合)
3位 調達コストの上昇
3位 品質管理の難しさ
限界に近づきつつある
5位
コスト削減
6位 従業員の質
主要取引先からの7位
値下げ要請
新規顧客の開拓が8位
進まない
9位 環境規制の厳格化
10位 通関に時間を要する

2017年調査(％)
75.3

2016年増減
調査(％) (ポイント)
77.8
△ 2.5

55.0

44.4

10.6

50.2
50.2

31.9
45.0

18.3
5.2

46.1

48.2

△ 2.1

44.3

42.4

1.9

41.5

36.6

4.9

39.9

40.9

△ 1.0

39.3
33.8

23.2
31.9

16.1
1.9

出所：ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」
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第１章
中国経済と日本企業の現状
2017年の中国経済

2017年の中国経済をみると、GDP成長率は政府目標値
や当初の大方の予想を上回る6.9％となった。消費が総じ
て堅調に推移し、投資も経済を支える中、輸出が堅調で
あったことなどを背景に、経済成長率は目標に対して上振
れした。

押ししたと見られる。また、民間投資は企業収益が回復する
中、前年対比伸び率が上昇した。
輸出は、世界経済の回復を背景に堅調に推移し、2017年
の純輸出は経済成長率に対してプラスの寄与に転じた。

図２：固定資産投資の推移

表１：主要経済指標と予測目標値
2017年

目標

実績

2018年
目標

GDP成長率(実質)
6.5％前後 6.9％ 6.5％前後
消費者物価指数(CPI)
3.0％前後 1.6％ 3.0％前後
全社会固定資産投資(名目)
9.0％前後 7.0％
n.a.
社会消費品小売総額(名目)
10.0％前後 10.2％ 10.0％前後
M2
12.0％前後 8.2％
8.2％(注)
都市登録失業率
4.5％以下 3.9％ 4.5％以下
都市新規就業者数(万人)
1,100以上 1,351 1,100以上
全国住民一人当たり可処分所得(実質) 6.5％前後 7.3％ 6.5％前後

注： M2の値については、
「2017年国民経済・社会発展計画の執行状
況と2018年国民経済・社会発展計画案についての報告」における「M2の伸び率は、2017年の実績の伸びと同じ規模になるようにす
る」との記載を踏まえたもの。
出所：「2018年政府活動報告」、国家発展改革委員会「2017年国民経
済・社会発展計画の執行状況と2018年国民経済・社会発展計画
案についての報告」、CEIC

図１：実質GDP成長率と寄与度
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出所：CEIC

過剰生産能力解消への取り組み

経済が安定的に推移する中で、中国政府は過剰生産能
力の解消にも注力した。過剰生産能力の解消は、2016年
以来、供給側の構造改革推進における5大任務の1つとし
て掲げられ、2017年も、鉄鋼や石炭等の業種において取
り組みが進展した。こうした下で、PPI（ 生産者価格指数）
は、2016年9月に54カ月ぶりに前年比プラスに転じて以降、
2017年も一貫して前年比プラスで推移した。マクロ的にみた
中国製造業の需給および企業収益の改善が窺われ、過剰
生産能力の解消に一定の成果がみられたと言えよう。

図３：PPIとCPI
0
-5
出所：CEIC

目標を上回る経済成長

消費は、底堅い所得・雇用環境を背景に、前年比10.2％
増と引き続き堅調に拡大した。経済成長率に対する寄与率
も6割程度を占めるなど、消費主導型経済へと徐々に進み
つつある。
固定資産投資（農家を除く）をみると、前年比7.2％増と、
中国経済の安定成長を支えた。内訳をみると、インフラ投
資の前年比伸び率が上昇しており、一帯一路関連投資も後
18
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金融デレバレッジの推進

金融面をみると、中国政府は、2016年12月の中央経済工
作会議で、金融政策を「穏健」から「穏健中立」に変更。
2017年はやや引き締め気味の金融政策を行う下で、金融デ
レバレッジを推進したことから、インターバンク金利や債券
金利は総じて上昇基調で推移。この間、人民銀行は、FRB
の利上げに追随する形で、公開市場操作金利（リバース・レ
ポ金利）を3回（合計0.25％ポイント）引き上げた。
また、銀行業監督管理委員会は、2017年春に、銀行に
よるインターバンク調達等を利用したシャドー金融商品等
の保有拡大を抑制する目的で、規制を立て続けに打ち出し
た。もっとも、銀監会は、市場の安定に配慮しつつ、金融デ
レバレッジを緩やかに進めている様子が窺える。

図５：人民元対ドルレートと外貨準備
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0

3.3

3.0

金融デレバレッジの進展はデータにも表れており、M2は
8.2％と2016年末（11.3％）から低下した。
2.7

図４：インターバンク金利と債券金利（10年）
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出所：CEIC

2018年の展望
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出所：CEIC

人民元レートの安定

人民元対ドルレートについてみると、2017年初にかけて
人民元安が進行し、対ドルレートは一時7.0近くまで元安が
進行。その後も、年央頃までは元安期待が根強かったが、ド
ル安が進行する中で、5月に当局が人民元基準値の算出方
法に関する政策を変更したこともあって、年央以降は徐々
に元高となった。2017年末の対ドルレートは6.50付近と、
2016年初の水準にまで戻るなど、人民元を取り巻く環境は
落ち着きを取り戻した。この間、2017年中の外貨準備高に
ついては、緩やかながら増加の一途をたどった。
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2018年は、2020年の小康社会の全面的な建設に向け
て、2017年10月の第19回党大会や12月の中央経済工作会
議で示した今後3年間の重要方針（①重大リスクの防止・解
消、②貧困からの確実な脱却、③汚染対策）に沿って、取り
組みが強化されていく重要な1年となろう。
今年の中国政府の経済政策運営方針を表明する政府活
動報告では、中国経済は、高速成長の段階から質の高い
発展を目指す段階へと切り替わっていくとの認識を改めて
示したうえで、2018年の経済成長率の目標値を前年同様、
6.5％前後に設定。財政政策については、｢積極的な財政政
策の方向性は不変｣とし、減税により特に小企業、零細企業
の負担を軽減することなどして経済を下支えする方針を表
明。金融政策については、
「穏健な金融政策を中立に維持
する」としており、引き続き、前年同様の金融政策を継続す
ると見られる。
足許の堅調な景況感や中国政府の経済政策運営方針を
踏まえると、2018年も、安定成長の持続がメインシナリオ
と言えよう。ただし、リスク要因としては、①前年の党大会以
降に新たに規制が打ち出される中で、シャドーバンク（信託
会社、基金子会社、証券会社資産管理商品等）を通じた資
金供給が滞り、資金の受け手であった不動産デベロッパー
や地方融資平台等が資金繰りに窮することがないか、②貿
易摩擦が起こり、意図せぬ形で世界経済や中国経済に対し
ても悪影響を及ぼし得ることがないか、などを指摘でき、引
き続き注意深く見ていく必要がある。

第１部 中国経済と日本企業の現状

在中国日系企業の経営状況

表２：在中国日系企業の経営上の問題点

日本貿易振興機構（ジェトロ）が毎年実施している「アジ
ア・オセアニア進出日系企業実態調査」によれば（2017年度
の有効回答企業数：818社、有効回答率：58.2％）、2017年度
の営業利益（見込み）を「黒字」と回答した在中国日系企業
の割合は前年度比5.9ポイント増の70.3％と7割を超えた。

図６：中国における営業利益（見込み）の推移

1位
2位
3位
3位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

従業員の賃金上昇
競合相手の台頭(コスト面で競合)
調達コストの上昇
品質管理の難しさ
限界に近づきつつあるコスト削減
従業員の質
主要取引先からの値下げ要請
新規顧客の開拓が進まない
環境規制の厳格化
通関に時間を要する

回答率(%)
2017- 2016年度
年度
75.3
77.8
55.0
44.4
50.2
31.9
50.2
45.0
46.1
48.2
44.3
42.4
41.5
36.6
39.9
40.9
39.3
23.2
33.8
31.9

増減(ポイント)
▲ 2.5
10.6
18.3
5.2
▲ 2.1
1.9
4.9
▲ 1.0
16.1
1.9

出所：ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査（各年度版）」

0%

20%

40%

60%

80%

100%

出所：ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査（各年度版）」

このアンケートでは、経営上の問題 点についても選択
式で尋ねている。それによると、最も多かったのは前年同
様「従業員の賃金上昇」であった。回答率は前年より2.5
ポイント縮小したが、75.3％と突出しており、問題の大き
さがわかる。以下、
「競合相手の台頭(コスト面で競合)」
（55.0％）、
「調達コストの上昇」
（50.2％）、
「品質管理の
難しさ」
（50.2.％）、
「限界に近づきつつあるコスト削減」
（46.1％）と続く。
日系企業は主に、コスト上昇（「従業員の賃金上昇」）に
加え、厳しいコスト削減圧力（「競合相手の台頭（コスト面
で競合）」、
「調達コストの上昇」、
「限界に近づきつつあ
るコスト削減」）、品質向上の圧力（「品質管理の難しさ」、
「従業員の質」）に直面している。

なお、上位10項目のうち、前年度と比較して回答率の上
昇幅が最も大きかったのは「調達コストの上昇」であり、そ
れに次いで「環境規制の厳格化」となった。後者の回答率
上昇の背景には、中国政府が昨今環境保護対策を強化して
いることがある。これを受けて、環境アセスメント、産業廃
棄物、工業廃水、VOC排出などの問題を指摘され、進出日
系企業が対応を余儀なくされるケースも発生している。
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また、国際協力銀行のアンケート「わが国製造業企業の
海外事業展開に関する調査報告」では、中国を「中期的（今
後3年程度）有望事業展開先国・地域」とする企業の比率
（得票率）が、2013年度調査では37.5％と大幅に低下し、
初めて首位から第4位に後退したが、2014年度調査では
43.7％に回復して第3位に上昇、2015年度調査では38.8％
に低下したものの、インドネシアと並んで第2位となった。
2016年度調査では単独第2位となり、得票率は前年度より
3.2ポイント増加した。2017年度調査では2012年度以来5
年振りに第1位を獲得。得票率は前年度より3.7ポイント増
加し45.7％となった。有望理由の第1位は「現地マーケット
の今後の成長性」
（68.5％）、第2位は「現地マーケットの
現状規模」
（61.4％）であった。他方、課題については、
「労
働コストの上昇」が64.7％と最も多く、以下、
「他社との厳し
い競争」
（57.4％）、
「法制の運用が不透明」
（54.2％）など
が挙げられている。

第２部
共通課題・建議
第２部
共同问题及建议

第１章
貿易

第２部
共通課題・建議

2017年の中国の貿易総額は前年比11.4％増の4兆1,045億
ドル、輸出は2兆2,635億ドル（前年比7.9％増）、輸入は1兆
8,410億ドル（15.9％増）となり、3年ぶりに輸出入とも前年比
でプラスの伸びになった。海関総署は2017年の貿易が好調
だった要因として、外需と内需の拡大、主要商品価格の上昇、
「一帯一路」の推進による新興市場への輸出の増加を挙げ
た。特に内需の拡大については、供給側構造改革が進展した
ことにより、実体経済が改善すると同時に、一部の消費財の
輸入関税の引き下げや貿易の利便性を高める政策などが輸
入の拡大にプラスの影響をもたらしたと評価した。政府は、
2018年3月の政府活動報告において、
「国際的に普及してい
る経済・貿易ルールとの一致を強化し、世界一流のビジネス
環境を整備する」とし、通関の総所要時間をさらに3分の1短
縮するなどの方針を打ち出している。これらの進捗が注目さ
れる。
2017年の日中貿易を双方輸入ベース（注1）でみたところ、
総額は前年比9.2％増の3,292億8,936万ドルとなり、3年ぶ
りに前年比で増加に転じた。日本からの輸出（中国の対日
輸入、以下同じ）は13.7％増の1,648億6,565万ドル、輸入は

5.0％増の1,644億2,370万ドルとなった（注2）。輸出は6年ぶ
りの2ケタ増となり、輸入は3年ぶりに増加した。その結果、日
本の中国に対する貿易収支は4億4,196万ドルと、6年ぶりに黒
字に転じた。
日本からの輸出を品目別にみると、機械類（HSコード84
類）、車両（HSコード87類）のほか、集積回路などの電気機器
（HSコード85類）が輸出を牽引した。なかでも輸出額の構成
比で20.9％を占める機械類は、中国における旺盛な設備投資
を背景に、前年比26.9％増と大幅に増加した。その内訳をみ
ると、半導体、集積回路、フラットパネルディスプレイ等の製
造用機器（HSコード8486）に加え、電子部品を実装するため
の機械や産業用ロボットなどの機械類（HSコード8479）等の
増加が目立った。
車両（構成比10.0％）も前年比19.1％と好調だった。うち、
高級車（特に排気量3,000cc超の乗用車）の牽引を受けて乗
用車（HSコード8703）が好調であった。
電気機器（構成比25.6％）は4.5％増だった。うち、電話機の
部分品（HSコード851770）が9.4％減となったものの、接続用
の機器（HSコード8536）が14.1％増加した。またスマートフォ
ンや自動車に使用される電子部品である多層式セラミックコ
ンデンサー（HSコード853224）が72.1％と大幅に伸びた。
中国からの輸入は、スマートフォンなどの携帯電話端末
（HSコード8517）の数量の増加と単価の上昇などを受けた
電気機器（構成比28.4％）が4.6％増とけん引した。また、タ
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ブレット型端末などの自動データ処理機械（HSコード8471）
の数量の増加と単価の上昇により、機械類（構成比17.4％）も
7.5％増と好調だった。
日本の貿易における中国の構成比は、輸出が19.0％で前年
比1.3ポイント拡大した一方、輸入は24.5％で1.3ポイント縮小
した。その結果、貿易総額に占める中国の構成比は21.7％と、
前年比0.1ポイント拡大した。日本の対世界貿易において、中
国は貿易総額と輸入額で引き続き第1位となった。それぞれ
2007年以降11年連続、2002年以降16年連続で第1位となっ
ている。
中国の統計では、2012年末の在中国日系企業数は2万
3,094社（中国貿易外経統計年鑑2013：注3）と2万社を超え
ている（なお、日本外務省の「進出日系企業実態調査平成29
年要約版：2016年10月1日時点」では中国の日系企業の「拠
点数」は3万2,313拠点）。日系企業は中国に生産・販売拠点
を設置し、中国での競争力強化と内需開拓に向け経営資源を
傾斜しつつ、積極的に事業を展開し、グローバルなサプライ
チェーンの中で日々貿易に従事している。
中国政府はWTO加盟後、貿易・通関面において、制度面の
効率化、透明度・サービスの向上など、各種の努力を行って
おり、以前に比べると環境は大きく改善している。しかしなが
ら、日系企業からは2017年版白書に引き続き改善要望が寄
せられており、さらなる法制度整備および運用統一化、通関
手続の簡素化などを期待する声が大きい。ジェトロが在中国
日系企業に行った調査（注4）でも、経営上の問題点という項
目において、回答した企業（791社）の33.1％が「通関等諸手
続が煩雑」を挙げた。回答は前年度調査より1.1ポイント低下
したものの依然高い数字であり、さらなる取り組みの展開を
お願いしたい。
注１： JETROが財務省貿易統計と中国海関統計を基に分析したもの。貿
易統計は輸出を仕向地主義、輸入を原産地主義で計上しており、香
港経由の対中輸出（仕向地を香港としている財）が、日本の統計で
は対中輸出に計上されない。一方で、中国の輸入統計には日本を原
産地とする財がすべて計上されることから、両国間の貿易は双方の
輸入統計のデータがより実態に近いと考える。なお、中国の輸入統
計はドルベース発表値、日本の輸入統計はGlobal Trade Atlasによ
るドル換算値を用いている。
注２：財務省貿易統計の円ベース（輸出確報、輸入9ケタ速報）では、総
額が33兆3,378億円（13.5％増）、輸出が14兆8,917億円（20.5％
増）、輸入が18兆4,461億円（8.4％増）となった。
注３：中国貿易外経統計年鑑では、2014年版以降は国別の企業数の統
計が発表されていない。
注４：「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査（2017年度調査）」。調
査時期は2017年10月10日～11月10日。

貿易・通関における具体的問題点
法制度・運用の不透明性

中国には通関拠点数が4,000近くある。これだけ多くの拠
点があるためか、依然として各税関において税関審査や法制
度の解釈に違いがみられるなどの問題が発生している。同一
商品が通関担当者によって異なるHS番号区分と判定され、関
税率や輸出増値税還付率が異なるケースも発生している。研
修の強化やより詳細なマニュアルの整備などで、全国で統一
的な運用がなされるよう要望する。
さらに、危険品に関しては、数多くの法令が公布されており
所管機関も多いことに加えて、天津の爆発事故以降、規制運
用の強化がみられることに鑑み、運用方針の明確化と統一的
な相談窓口の設置を要望する。

第２部
共通課題・建議

なお、日本企業から依然として強い声があるが、通関に伴う
規制・制度の変更を実施する場合は、十分な準備期間を確保
するとともに、文書で事前に税関ホームページに掲載するな
ど情報開示および具体的な実施方法の周知徹底をお願いし
たい。

通関手続の複雑（煩雑）性

中国政府は通関の効率化やサービス向上のため、各種努力
を行っており、以前に比べると状況は大きく改善している。通
関のペーパレス化などの進展を評価する日系企業の声も聞か
れる。
海関総署が2017年12月26日に公布した「海関予裁定管理
暫行弁法」
（海関総署令第236号）は、事前裁定について、そ
の申請や認可範囲と手続等について規定しており、2018年2
月1日から施行された。同法の施行により輸出入貨物の商品
分類や原産地等資格ならびに課税価格にかかわる要素等つ
いて事前の裁定が認められることになり、企業の輸出入にか
かわる予見性の向上に寄与することが期待される。
一方で、これまでの事前教示制度の運用においては、税関
からの回答の迅速化およびEメールなどのより簡便な方法で
直接税関への照会ができるよう制度の改善を求める要望が
あったことから、企業の申請に対する税関からの裁定結果の
迅速な回答など制度の確実な実施を要望したい。加えて、各
税関における同法の運用においては、日系企業に対しての制
度の情報提供を一層充実させるとともに、統一的な運用がな
されるよう期待する。
また、輸入商品の法定検査について、
「輸出入商品検査法
実施条例」第16条に基づき通関申告地の出入境検験検疫機
構へ検査申請することになっており、かつ同条例第18条によ
り目的地でその検査を受けなければならないが、通関申告地
と目的地の出入境検験検疫機構間で申請情報の連絡がうま
くできておらず、検査まで非常に時間がかかったケースなどが
日系企業から報告されている。通関申告地においても法定検
査を受検できるようにするなど検疫についても一体化を進め
ることを要望したい。併せて、商品検査検疫の迅速化、手続の
簡素化、通関・検疫のペーパレス化を早期に実現していただ
きたい。
その他、ロイヤルティ支払いにかかわる調査が強化されて
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いる一方、個々の案件について、税関からどのような根拠・基
準に基づいて課税の必要性や価格の妥当性を判断している
かの情報が企業に十分に開示されていない。また、企業の主
張および説明に対して、税関が同意しない場合、その理由を
明確にせず、企業に主張を立証するように一方的に求める事
例がある。企業の対応負担を減らすため、税関側に判断根拠
を明確に提示することを要望する。

さらなる自由化への期待

中国政府は貿易のさらなる自由化のため、近年諸外国・地
域との積極的なFTA締結に向けた取り組みを進めており歓迎
できる。日中韓三カ国で日中韓FTA、ASEANと日中韓三カ国、
インド、オーストラリア、ニュージーランドの16カ国で進める東
アジア地域包括的経済連携協定（RCEP）の交渉も進めてい
る。これらの締結により、関税・非関税措置の撤廃および段
階的な削減がもたらされ、貿易の自由化・円滑化がこれまで
以上に進むことが期待されるため、早期締結を要望したい。
ただ自由化の一方で、FTA利用に必要な原産地証明につい
て、例えば、中国・ASEANのFTAで、その施行細則上に、原産
地証明書に記載するHSコードを輸入国のHSコードとする旨
の規定があるが、輸入国と輸出国（中国）のHSコードが異な
る品目につき、中国各地の商検局が、自国（中国）のHSコード
を記載する様に要求するケースがある。各地商検局に対して、
条文と矛盾する、または条文に記載のない要求を企業に対し
て行わないように指導の徹底を要望する。
さらに、企業と税関の相互の業務効率化、スムーズな通関
の実現に繋がるため、企業が所轄税関に事前相談できる制度
の構築を要望する。加えて、物流の効率化をさらに図る観点
から、休日、祝祭日、時間外においても、通関対応が可能な地
域の拡大を要望する。

＜建議＞
①通関に伴う規制・制度の変更を実施する場合
は、十分な準備期間を確保するとともに、文書
で事前に税関ホームページに掲載するなど情報
開示時期および具体的実施方法についての配慮
を要望する。
②同一製品のHS番号や原産地証明など輸出入申
告に関する税関審査および保税区、物流園区ま
たは保税港区の運用や規則、規定に対する解釈
も、地域や担当者により異なる。通関一体化の
推進に伴い改善が見られる部分もあるが、窓口
人員等への研修の強化やより詳細なマニュアル
の整備などで全国統一的運用を要望する。
③申請窓口の1本化、優良企業に対するさらなる優
遇などにより、通関、商品検査にかかわる手続
の簡素化、リードタイムの短縮を要望する。
④輸入商品の法定検査について、「輸出入商品検
査法実施条例」第16条に基づき通関申告地の
出入境検験検疫機構へ検査申請することになっ
ており、かつ同条例第18条により目的地でそ

の検査を受けなければならないが、通関申告地
と目的地の出入境検験検疫機構間で申請情報の
連絡がうまくできておらず、検査まで非常に時
間がかかったケースがあった。通関申告地にお
いても法定検査を受検できるよう希望する。併
せて商品検査検疫の迅速化、手続の簡素化、通
関・検疫のペーパレス化を早期に実現し、同一
港湾のみならず全国での検疫一体化の実施を要
望する。

第２部
共通課題・建議

⑤海関総署が2017年12月26日に公布した「海関
予裁定管理暫行弁法」（海関総署令第236号）
では、事前裁定について、その申請や認可範囲
と手続等について規定しており、2018年2月1
日から施行された。同法の施行により輸出入貨
物の商品分類や原産地等資格ならびに課税価格
にかかわる要素等ついて事前の裁定が認められ
ることになり、企業の輸出入にかかわる予見性
の向上に寄与することが期待される。一方で、
これまでの事前教示制度の運用においては、税
関からの回答の迅速化およびEメールなどのより
簡便な方法で直接税関への照会ができるよう制
度の改善を求める要望があったことから、同法
の施行以降も企業の申請に対する税関からの裁
定結果の回答の迅速化およびEメールなどのより
簡便な方法で直接税関への照会ができるよう制
度を整備することを要望する。併せてHS番号の
対象品目を詳細に解釈した資料の公開を要望す
る。入港、接岸、荷役許可時の必要書類、所要
時間も可能な限りの統一を要望する。
⑥「税関輸出入貨物通関申告書修正および取消管
理弁法」第7条により、修正事由が通関業者に
起因する場合は申告事項を修正できるが、それ
以外の中国輸入者や海外輸出者等に起因する場
合については修正可否が規定されておらず、修
正が認められない場合が多い。通関後の輸出入
申告事項の修正手続の可否を明確にするととも
に、FAQ等において自主的な修正申告が認めら
れる事例を例示するよう要望する。
⑦天津爆発事故以降、各港によりIMDGの取扱い
CLASSが制限され、全CLASSの取扱いが可能な港
は上海港のみとなった。その結果、上海での輸
入を余儀なくされコスト上昇を招いている。他
港でも従来通り全CLASSの取扱を可能とするよ
う改善を要望する。
⑧税関のシステムトラブルやソフトウェアのアッ
プグレードによる不具合発生時、輸出入通関が
停止または大幅に遅延する場合がある。物流企
業や荷主企業への不必要なコスト負担や生産活
動への影響があるため、トラブルに対するバッ
クアップなど、正常な通関業務の維持に向けた
体制の構築を要望する。また、システムが使用
できない場合は、暫定的に手作業で対応するな
ど、通関が滞ることがないよう要望する。
⑨福島第一原子力発電所の事故に起因する輸入規
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制について、現在10都県産の食品および飼料の
全面的な輸入禁止という厳しい措置がとられて
いるが、日本政府と継続中の協議を進め、科学
的なデータに基づき、合理的な範囲まで規制を
緩和するよう要望する。
⑩工場建設などの場合、企業は実際の通関前に余
裕を持って物流計画を検討するが、スムーズな
通関の実現のためにも、企業が所轄税関に事前
相談できる制度の構築を要望する。
⑪休日、祝祭日、時間外においても、通関対応が
可能な地域の拡大を要望する。
⑫中国の子会社が日本の親会社から輸入する部材
価格に、親会社に支払っている製造技術ライセ
ンスのロイヤルティを加算するケースがある。
製造技術ライセンスが輸入部材ではなく、完成
品製造に関するものである場合は、加算するこ
とがないよう要望する。
⑬近年、ロイヤルティ支払いにかかわる調査が強
化されている。しかし、個々の案件について、
税関からどのような根拠・基準に基づいて課税
の必要性や価格の妥当性を判断しているかの情
報が企業に十分に開示されていない。また、企
業の主張および説明に対して、税関が同意しな
い場合、その理由を明確にせず、企業に主張を
立証するように一方的に求める事例がある。企
業の対応負担を減らすため、税関側に判断根拠
を明確に提示することを要望する。
⑭税関総署が2016年10月29日付で「税金の徴収
と管理にかかわるパイロット・プログラムの施
行に関する公告」を公布し11月1日から順次、
「自主申告」、「自主納税」、「税関申告の事
後審査」の実施対象地域や対象品目が広がって
いく中で、税関の事後審査において企業の事前
の申告と異なる課税判断が下されるという事例
が頻繁に発生した場合、企業活動への悪影響が
懸念される。日系企業に対しての同制度の周知
および事前教示制度のさらなる簡便化や税関に
相談窓口を設置するなど、事前申告と事後の審
査結果に相違が発生しないよう情報提供や相談
についての制度の完備を要望する。
⑮原産地証明について、各地商検局に対して、条
文と矛盾する、または条文に記載のない要求
を企業に対して行わないように指導の徹底を
要望する。例えば、中国ASEAN自由貿易協定
（FTA）では、その施行細則上に、原産地証明
書に記載するHSコードを、輸入国のHSコード
とする旨の規定がある。しかしながら、輸入国
と輸出国（中国）のHSコードが異なる品目につ
き、中国各地の商検局が、自国（中国）のHS
コードを記載するよう、要求している。商検
局の要求通りに発給された原産地証明書は、輸
入国では条文違反となることから、FTAが利用
できない、あるいは商検局との交渉に時間を要
し、FTAの利用に遅れが生じる場合がある。

⑯中国-コスタリカFTAを利用する際、原産地証明
書第12欄には、インボイスの日付を記載する必
要がある。ただし、2018年1月時点で運用され
ている原産地証明書申請システムにおいて、出
港日(Departure Date)以降の日付を選択するこ
とができない。そのため、FOB条件の第三国発
行のインボイスを利用する場合などインボイス
の日付が出港日以降となる場合において、原産
地証明書のインボイスの日付と実際のインボイ
スの日付が異なるため、輸入国通関時に利用が
認められないことがある。協定文上では、第三
国発行のインボイスを利用することが認められ
ているため、協定分の内容に沿った運用が可能
となるようシステムの改善を要望する。

第２部
共通課題・建議
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⑰2016年4月に発行された越境ECポジティブリス
ト「越境电子商務零售進口商品清单」により、
消費者からの需要が高いもののうち、一般貿易
で通関できるにも関わらず、越境ECで通関でき
ない商品が存在する(例：トマトジュース、鰹
節、清酒等)。ポジティブリストの品目の拡大お
よび商品選定ガイドラインの提示を要望する。
⑱日中韓自由貿易協定（FTA）、東アジア地域包括
的経済連携（RCEP）の早期締結を要望する。
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第２章
投資

第２部

商務部の発表によると、2017年の対内直接投資（銀行・
証券・保険分野を含まず）は、契約件数が前年比27.8％増
の3万5,652件となり、4年連続での増加となった。実行ベー
スの投資額は4％増の1,310億4,000万ドルとなった（人民
元建てでは7.9％増の8,775億6,000万元）。2016年はドル
ベースで2012年以来4年ぶりに減少に転じたが、2017年
はプラスの伸びとなり、過去最高を記録した。ちなみに、
2017年は政府目標の2016年と同規模（2016年実績1,260
億ドル）を達成した。

共通課題・建議

2017年の対中直接投資を業種別にみると、製造業が前年
比5.6％減の335億600万ドルと減少したのに対し（寄与度
マイナス1.6ポイント）、非製造業は7.5％増の951億5,200万
ドルと増加した（同5.3ポイント）。中国のGDPに占める第三
次産業の構成比は、2015年に5割を超え、2016年、2017年
はともに51.6％となった。政府は2025年までにこれを60％
に高めるとしており、投資分野においても産業構造の転換
が進んできている。非製造業をみると、全体の最大の投資
分野となった情報通信・コンピュータサービスが、前年比2.5
倍で寄与度は9.9ポイントとなった。同分野は2016年も2.2

倍となっており、近年増加が目立っている。全体で3位の投
資分野であるリース・商業サービスは3.8％増と微増した。そ
の一方で、全体で2位の投資分野である不動産は、一部都
市での住宅購入制限の実施などを踏まえてか、14.2％減と
なった（寄与度マイナス2.2ポイント）。この他、卸・小売りも
27.7％減と減少した（同マイナス3.5ポイント）。
国・地域別にみると、1位は依然として香港となっており、
前年比13.5％増の989億2,000万ドルで、構成比は75.5％と
再び7割を超えた（2016年は69.2％）。日本は5.1％増の32
億7,000万ドルとなり、2012年以来5年ぶりにプラスの伸び
となった。順位も前年の7位から5位に上昇した（2014年は
4位、2015年は5位）。
なお、中国商務年鑑2017によると、日本の投資は2016
年末までの累積値で1,049億ドルとなっており、香港、英領
バージン諸島を除くと国・地域別でトップである。シェアは
5.6％となっている。
ジェトロの「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」
によると、今後1～2年の中国事業展開の方向性について、
「拡大」と回答する企業の比率は、2015年度は38.1％と
1998年の調査開始以来、初めて4割を下回っていたが、
2016年度は2.0ポイント拡大し40.1％となり、2017年度は
大幅に回復して48.3％となった。また、製造業を対象にした
国際協力銀行の「わが国製造業企業の海外事業展開に関
する調査報告‐2017年度 海外直接投資アンケート結果（第
29回）
‐」）においては、中期的(今後3年程度)有望事業展
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開先国・地域の中で、中国は2012年度以来5年振りに1位を
獲得した。
そして、前述の「アジア・オセアニア進出日系企業実態
調査」で2017年度に事業を「拡大」すると回答した企業
に対し、具体的に「拡大する機能」を複数回答で尋ねて
いるが、
「販売機能」
（59.6％）、
「生産（高付加価値品）」
（41.7％）が上位2位の回答となっている。中国で製造・消
費の高度化が進展する中、そこへ優れた商品・技術・ノウハ
ウ等を提供すべく日本企業が市場開拓を強化している様子
が伺える。
人件費の上昇等の投資環境の変化や対中投資リスクが
指摘される場面は依然あるものの、日本企業が中国を世界
有数の巨大市場と捉えていることに変わりはなく、内販型の
企業・業種を中心に拡大する中国市場の開拓を強化する動
きは今後も継続するとみられる。
2016年3月の「中華人民共和国国民経済・社会発展第13
次五カ年規画要綱」では、
「対外開放の新体制の整備」が
打ち出され、法治化、国際化、円滑化されたビジネス環境を
整備し、協力・ウィンウィンに資する、国際的な投資貿易規
則に適応する体制・メカニズムを整備する方針が示されて
いた。この方針に従って、国務院は2017年1月に「対外開放
を拡大し、外資を積極的に利用するための若干の措置（国
発［2017］5号）」を、同年8月に「外資の成長促進に向けた
若干の措置に関する通知(国発［2017］39号)」を公布し、対
外開放のさらなる拡大、外資導入のさらなる強化を図る措
置を示した。この他にも、新たな自由貿易試験区の発足（同
年4月）、市場参入ネガティブリストを実施する「外商投資
産業指導目録」の改訂施行（同年7月）などにも取り組んで
おり、規制緩和に繋がる措置が積極的に展開されたことを
歓迎したい。2018年3月の全国人民代表大会の政府活動報
告では、国際的に普及している経済・貿易ルールとの一致を
強化し、世界一流のビジネス環境を整備すると強調した。今
後の各種取り組みの加速に期待する。

投資における具体的問題点
近代的な市場体系の完備

2018年3月の政府活動報告では、財産権の保護、契約の
遵守、統一市場、平等な交換、公平な競争を基本方針とし
て、関連法律法規を完全なものにしなければならないとし
た。また、財産権を力強く保護し、生産要素の移動を円滑に
して、市場の活力と社会の創造力がどんどん引き出されるよ
うにしなければならないと、近代的な市場体系の完備に向
けての取り組み強化をうたった。

秩序ある競争の行われる市場体系の建設のため、外資
系企業の対中投資のリスクと見られている不透明な制度運
営の問題が改善されるよう要望する。法制度解釈の統一的
運用、制度変更の際の十分な準備期間確保、諸手続の簡素
化・迅速化、申請・照会に対する文書での回答といった予見
可能性等に資する改善が引き続き望まれている。

行政管理体制改革の深化

第２部
共通課題・建議

2018年3月の政府活動報告では、
「行政簡素化と権限移
譲」「緩和と管理の結合」「サービスの最適化」改革を深
め、市場参入ネガティブリスト制度を全面的に実施するとし
ている。そして、
「証」と「照」の分離改革を全国に広げ、重
点的に「照」後の「証」を減らし、各種の「証」について減ら
せるものはすべて減らし、統合できるものは統合して、企業
の開業までにかかる時間をさらに短縮するとした。また、オ
ンラインでできる手続の割合を増やし、窓口に出向かなけ
ればならない手続は1カ所に1度足を運べば済むようにする
ともしており、企業手続の利便性を一層高めることが強調
されている。
こうした方針に基づき、2016年10月施行の「外商投資企
業の設立および変更における届出管理に関する暫定弁法」
などを受け、外商投資企業の設立と変更が、外商投資参入
特別管理措置の分野に該当しない場合、届出のみで行える
ようになったこと、2017年4月施行の「工商総局の企業登記
全プロセス電子化業務の推進に関する通知」により、会社
の設立、登記変更等の手続が従来より簡素化されたことを
歓迎したい。ただ、運用面でのばらつき、システムのバグな
どを指摘する声があり、現在過渡期にあることは十分認識
しているが、今後の実務において、全国で統一的な運用、利
便性の向上が図られるよう要望する。また、外貨建て資本金
を人民元転しての再投資につき、経営範囲内の支出とされ
ていることから、投資を主要業務としない外商投資企業の
再投資が困難と判断されるケースがあるため、さらなる規制
緩和を要望する。

全面的開放に向けた新枠組みの完備

2018年3月の政府活動報告では、一層広い範囲、一層高
い段階の開放を図り、開放の構造・配置と体制・仕組みを
より完全なものとし、ハイレベルの開放で質の高い発展を
促すとした。また、一般製造業を全面的に開放し、電気通
信・医療・教育・養老・新エネルギー自動車などの分野の
開放を拡大する、銀行カード決済などの市場を秩序立てて
開放、外資系保険ブローカーの経営範囲規制を廃止し、銀
行・証券会社・基金管理会社・先物取引会社・金融資産管
理会社などの外資持分比率規制を緩和もしくは撤廃し、中
国資本の銀行と外国資本の銀行の市場参入基準を統一す
るなどとしている。
経済のグローバル化に適応するため、製造・サービス業
分野での外資参入制限の一層の開放が示されたことは喜
ばしい。今後「外商投資産業指導目録」において、さらなる
制限類、禁止類の減少および奨励類の増加を要望する。ま
た、建設分野、通信分野などにおいて存在する特定業種に
対する外資規制についての緩和を要望する。さらに、国有
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資産の譲渡手続につき、実務上で所用期間が相当必要とな
るとの声が聞かれるため、関連手続の簡素化を要望する。

＜建議＞
①外資系企業の対中投資のリスクと見られてい
る不透明な制度運営について、法制度解釈の
統一的運用、制度変更の際の十分な準備期間
確保、諸手続の簡素化・迅速化、申請・照会
に対する文書での回答といった予見可能性等
に資する改善を要望する。
②2016年後半から2017年初にかけて関係当局
の指導等が強化され、経常取引の対外送金が
滞るケースがあった。企業経営の透明性確保
の観点から、このような事態が今後発生しな
いよう要望する。
③商務部が2016年10月より施行した「外商投
資企業の設立および変更における届出管理に
関する暫定弁法」などにより、外商投資企
業の設立と変更は、政府が規定する外商投資
参入特別管理措置の分野に該当しない場合、
指定オンラインシステムによる関連資料の届
出のみで行えるようになったことを歓迎した
い。しかし、指定オンラインシステムへの
データ入力以外に書類提出を求められるケー
スや届出前の工商局への必要提出書類が地域
によって統一されていないケースが報告され
ており、統一のマニュアルを配布するなどし
て、設立と変更の際の一連の手続の各地域で
の運用統一を図るよう要望する。
④2017年4月、「工商総局の企業登記全プロ
セス電子化業務の推進に関する通知」の実施
により、会社の設立、登記変更等の手続は従
来より簡素化されたことを歓迎したい。しか
し、システムのバグの発生や認められない場
合の理由の確認が難しいとの声が報告されて
おり、システムの改善や専用問い合わせ窓口
の設置などにより、さらなる利便性の向上を
要望する。
⑤原則として、外貨建て資本金を人民元転して
得た人民元を用いて中国国内において再投資
することができなかったが、「外商投資企業
の外貨資本金元転管理方式の改革に関する通
達」（匯発[2015]19号）、「資本項目元転
管理政策の改革および規範化に関する通達」
（匯発[2016]16号）により、規制が緩和さ
れ、資本金を人民元に両替して中国国内に再
投資することが認められるようになったこと
は評価できる。しかし、経営範囲内の支出と
されていることから、投資を主要業務としな
い外商投資企業の再投資が困難と判断される
ケースがあるため、さらなる規制緩和を要望
する。

第２部

⑥「外債管理暫定弁法」第18条により、外商
投資企業は中長期外貨借入の累計および短
期外貨借入残額の総額については、投資総
額と登録資本金の差額（投注差）を上回っ
てはならないとされている。このため、資
本金により設定される海外資金借り入れ枠
を超えると国内調達が必要となるが、金利
差が大きくなるという問題がある。他方、
追加資本を投入すれば金利問題は解消され
るが、投入した資本の回収という別の問題
が発生する。積極的な投資を行うためにも
投注差にかかわる規制の緩和を要望する。
純資産の2倍までを外債枠とするマクロプ
ルーデンス管理方式が選択できるようにな
り、選択肢が拡大した点は歓迎するが、一
度選択をすると変更ができないため、柔軟
に変更が可能となるよう要望する。

共通課題・建議

⑦現在策定中の外国投資法が施行されると、外
資系企業の経営に大きな影響を与えることが
予想されるため、施行前の事前説明等も含め
て十分な準備期間を確保していただくととも
に、施行後においては、最も実効性のある相
応の関連法令が明確に制定されることを要望
する。
⑧2017年7月に施行された「外商投資産業指導
目録」の改訂版は、2015年版目録と比較し
て制限措置が30項目減少し、一定の緩和が
進んだことを評価するが、今後もさらなる制
限類、禁止類の減少および奨励類の増加を要
望する。
⑨特定業種に対する外資規制について緩和を
要望する。例えば、外資投資建設企業（外資
100%の建設企業）が実施可能な工事請負範
囲は、現状では、外国投資が50％以上の中
外連合による建設工事等に限定されているほ
か、通信分野において外資独資あるいは外資
マジョリティで事業ライセンス取得が認め
られていないといった規制がある（ICPライ
センスの全面開放の要望が多い）。なお、
2017年7月施行の「外商投資産業指導目録」
改訂版の禁止目録に「インターネットカル
チャーに関する商品の経営（音楽を除く）」
という表現があり、「音楽を除く」となって
いることから、外資がネット音楽商品を取り
扱う可能性を見出せるが、実際は「ネット
ワーク出版サービス管理規定（国家新聞出版
広電総局、工業情報化部）」の存在等により
難しいとされる。
⑩市場経済化が進展する中で、競争の活性化を
通じて、事業再編を余儀なくされる企業が出
ることは自然な流れであり、撤退、分割、合
併といった事業再編にかかわる時間的、費用
的負担を軽減する制度整備を要望する。特に
税務関係の負担が大きく、例えば、税務登記
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抹消にかかる時間短縮などが必要とされてい
る。こうした措置により、予見可能性が向上
し、却って新たな投資をもたらすことや、中
国の産業構造の適正化につながることが期待
される。
⑪国有資産の譲渡手続につき、｢会社法｣、｢
企業国有財産権譲渡管理暫定規則｣等に基づ
き、通常の持分譲渡手続に加え、国有資産譲
渡の審査・認可取得、資産評価、公開取引等
の一連の手続も必要とされ、実務上で所用期
間が相当必要となるため関連手続の簡素化を
要望する。また、国有資産譲渡に該当するか
の判断基準をより明確にするよう要望する
（例えば、重大資産の定義の明確化など）。
⑫2014年5月17日から発効した日中韓投資協
定は、日中韓3カ国による経済分野で初の法
的枠組みであり、同協定の適切な運用を希
望する。また、中韓自由貿易協定（FTA）が
2015年6月1日に調印され、12月20日から
発効しているが、日中韓FTAについても早期
締結を要望する。
⑬中国の個人情報保護政策が未整備のため、
個人情報の漏えいが頻繁に発生し、いたずら
電話やショートメッセージ、電子メール等が
防ぎようのない状態で、従業員の業務に障害
があり、日常生活上の大きな負担となってい
る。早急に相応な個人情報保護政策や、故意
による迷惑行為への処罰措置が実施され、個
人情報保護が不十分な状況が改善されること
を要望する。

第３章
競争法

第２部
共通課題・建議

2017年においては、各部門および地方による公平競争
審査制度の実施細則の制定が加速された。また、独占禁止
法の具体的な運用について定めるガイドラインが未だ起草
中である一方で、地方の行政機関および関連公共事業関
連の競争排除・制限行為に対する規制が強化された。さら
に、前年に続き、中国系および外資系企業のいずれに対し
ても、独占禁止法および不正競争防止法に基づき処罰が
下された。まず、独占協定について、関連業界協会によるカ
ルテル、化学製品業界および航空ターボ潤滑油業界におけ
るカルテル、再販価格の拘束に対する処罰案件があり、ま
た、医薬業界における独占価格、取引拒絶、抱合せ販売に
対し、市場支配的地位の濫用行為として処罰が下された。
さらに、M&AおよびJV設立等において必要となる商務部
に対する事業者結合の届出については、条件付承認の決
定が下された案件が増加した一方で、未申告等により処罰
が下された案件も増加した。商業賄賂については、法律の
改正があったほか、上海を中心とした地方の工商行政管理
局による規制が引き続き行われている。

公平競争審査制度の細則化の加速
およびガイドラインの制定
2016年6月に公布された「市場システム構築における公
平な競争審査制度の確立に関する国務院の意見」に定め
られた国の公平な競争審査制度の基準に基づき、2017年
においては、中央および各地方政府部門による当該制度の
実施細則の制定が加速された。独占禁止法運用ガイドラ
インの制定については、国務院独占禁止委員会により、知
的財産権の濫用に関するガイドラインの最新案が3月に公
表されており、前年2016年にも、リーニエンシー制度の適
用および承諾による調査中止、自動車産業に対する独占禁
止法の適用、独占協定の適用除外、違法所得および制裁
金の確定に関するガイドラインの意見募集稿が公布された
が、未だ起草中である。また、不足薬品および原料薬事業
者ならびに関連業界協会の価格行為関連のガイドラインが
公表された。

カルテル・再販価格の拘束に関する案件
中国においては、価格に関する独占禁止法違反行為につ
いては国家発展改革委員会（NDRC）が、非価格関連行為に
ついては国家工商行政管理総局（SAIC）が法の執行に責任
を負っている。2017年には、NDRCが中国系PVC製品製造
会社18社の価格・販売市場分割カルテル行為に対し、合計
4億5,700万人民元の制裁金を課し（9月）、北京、浙江、山
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西、貴州等の地方の発展改革部門（価格管理部門）が不動
産管理、コンクリート、製紙、電力、自動車検測、保険等の
業界協会および企業による価格カルテル、市場分割行為に
対し、制裁金を課した。
また、再販価格の拘束についても、上海、陝西等の地
方の発展改革部門が外資系航空ターボ用潤滑油業者（12
月）、通信設備業者（12月）等に対し、制裁金を課した。広
西、河南等の地方の工商部門は、SAICから授権を受け、現
地の保険業界（4月）、爆竹業界（2月）の協会および業者に
よる市場分割等のカルテル行為に対し、処罰を下した。
市場支配的地位の濫用について、NDRCおよびSAICは、
中国系原料薬業者による不合理な価格による販売、取引
拒絶、抱合せ販売等に対する処罰案件を公表した。また、
NDRCおよびSAICは、各地方の行政機関および公共事業に
おける行政権力または法定授権の濫用による競争排除・制
限行為に対しても、多くの規制を加えた。NDRCおよびSAIC
による処罰決定を不服として、企業が行政訴訟を提起した
案件もあった。

事業者結合案件に関する状況の推移
企業が買収・出資、合弁企業の設立を行った場合におい
て、関連当事者が中国・世界市場において一定の売上高を
有するときは、中国の商務部に対する事業者結合の申告が
必要になることがある。申告は、結合の前になされるべきも
のであり、また、申告の結果、独占禁止法上、問題がある場
合には、結合禁止の決定、条件付承認の決定が下されるこ
とがある。
2017年には、344件の審査決定が下されており、2016年
における審査決定件数（395件）に比べて減少した。2017
年の申告案件のうち、約70％が海外買収に関する案件であ
り、条件付承認の決定が下された案件が7件あった。また、
事業者結合の審査に要する時間については、全般的に引き
続き一定の時間を要するものの、2014年5月に導入された
簡易手続により、独占禁止法上影響の小さい類型の結合案
件（例：中国国外における合弁企業設立案件であって、中国
に対する輸出等が行われない案件、中国におけるシェアが
著しく低い案件等）については、審査期間が原則として延長
されない等、効率的な運用が行われるようになった。2017
年には、事前申告をしなかった企業または条件付承認の決
定の付加条件に違反した企業に対する処罰案件もあった。

商業賄賂に関する法律制度の改正

第２部

2017年11月4日に改正された新「不正競争防止法（2017
年改正版）」においては、商業賄賂の目的、対象、手段、責
任等について改正が加えられたほか、罰金額が大幅に引き
上げられた。新「不正競争防止法」は、商業賄賂に関する
規定がある程度整備されたとはいえ、未だ原則的な内容が
多いと評価される。また、
「不正競争防止法」が改正された
にもかかわらず、旧「不正競争防止法」に基づき制定された
一連の重要な実施細則は、未だ改正されてはいない。よっ
て、規定に矛盾が生じている。例えば、現行の「商業賄賂行
為禁止に関する暫定規定」に基づき、一定の条件を満たす
値引き、コミッションおよび付帯的贈与を除き、販売に伴う
物品・利益の提供が違法とされてしまう可能性が残されて
いる。また、2017年には、特に上海において、関連医薬・医
療機器企業が病院等に対する会議費、販売促進費、旅行招
待等の名目による財物の提供等で処罰を受けた案件も多く
あった。

共通課題・建議

＜建議＞
＜独占的協定および市場支配的地位の濫用＞
①2016年5月12日に国家発展改革委員会が
「独占的協定の適用除外にかかわる一般的条
件および手続に関する国務院独占禁止委員会
のガイドライン」の意見募集稿を発表した。
これは、独占禁止法第13条（水平的協定）お
よび第14条（垂直的協定）の適用除外に関し
て、一般的に許される場合および許されない
場合の境界線を検討する際の重要な指針とな
るべきものであるが、行動指針としてはその
内容が十分ではなく、さらに事例を通じて判
断基準をより明確化することを要望する。
②独占禁止法第17条（市場支配的地位の濫
用）の規制に関する詳細なガイドラインが存
在せず、違法となる場合の境界線が不透明と
なっていることが、当局の裁量を大きくし、
企業の行動上の障害となっている。行動指針
としては不十分であり、ガイドライン等を公
布することによる明確化を要望する。
③2015年12月31日に国家発展改革委員会が
「知的財産権の濫用に関する独占禁止ガイド
ライン」の意見募集稿を発表した後、2016
年2月4日に国家工商行政管理局も意見募集稿
を公布した。2017年3月23日に国務院独占
禁止委員会が上記意見募集稿等を統合し新し
い「知的財産権の濫用に関する独占禁止ガイ
ドライン」の意見募集稿を発表した。これら
は、知財の権利行使および独占禁止法への抵
触を検討する際に重要な指針となるべきもの
であるが、判断基準が一致せず、実際の執行
において当局の裁量を著しく大きくする懸念
があるので、縦割りではなく、司法機関を含
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む各機関間において統一的で明確な基準を作
成するよう要望する。また、特許権はそもそ
も独占的、排他的権利であるところ、FRAND
宣言をしていない標準必須特許にFRAND条件
でのライセンスを強制している等、知財権を
過度に制限し、イノベーションを阻害する懸
念もあるので、世界各国の法令の制定および
運用を踏まえて整合的な法令およびガイドラ
インを制定することを要望する。
④2016年2月2日に国家発展改革委員会が「水
平的独占協定案件リニエンシー制度適用ガイ
ドライン」の意見募集稿を発表した。調査
対象者による調査協力において、他の主要各
国では認められている口頭報告がある程度認
められているが、書面での確認・資料の提出
が必要となる。その結果、米国民事訴訟での
ディスカバリーの対象となりうるため、十分
な調査協力に躊躇するケースが生じうる。他
の主要各国と同様、口頭報告を認める運用の
徹底化を要望する。
⑤行政調査手続について、当事者の陳述、弁
明の機会が実質的に保護されるように法令を
改正し、また、実質的に運用することを要望
する。例えば、「価格行政処罰手続規定」第
30条では、事前告知書を受領してから暦日
で3日以内に申し出なければならない等、機
会活用の期間が非常に短く設定されている
が、特に外国企業の場合は、翻訳を踏まえ
て検討し、弁護士と相談をする必要があるの
で、対応は著しく困難である。
⑥2016年6月17日に国家発展改革委員会が
「事業者の独占行為による違法所得の認定お
よび罰金の確定に関する国務院独占禁止委員
会のガイドライン」の意見募集稿を発表し
た。当該ガイドラインは、違法所得の認定お
よび罰金の確定方法をある程度明確にするも
のであるが、違法所得の没収および罰金の併
科において、中国以外の海外本社の売上額も
罰金の算定ベースとして計上することも可能
であり、その内容が曖昧で執行機関には大き
な裁量を与えるものとなっているので、過剰
規制の懸念があり、その運用基準をさらに明
確化することを要望する。
⑦処罰事案について、公表の程度が案件ごとに異
なり、特に地方レベルの処罰事案については、
未公表事案も多いように見受けられる。制裁金
等の処罰が科された事案については、社会の関
心も高いため、処罰に至った理由も含め、積極
的かつ公平に公表を行うよう要望する。
⑧世界的な案件においては、外国企業の委託す
る外国法律事務所の弁護士の関与が必須であ
るところ、中国の当局の運用上、中国弁護士
と共にであっても、ヒアリング等への同席が
認められないことが往々にしてある。諸外国

との運用の統一性の観点からも、同席を認め
る運用とすることを要望する。
⑨2017年4月5日に商務部の発表した「自動車
販売管理弁法」および2016年3月23日に国
家発展改革委員会の発表した「自動車産業に
関する独占禁止ガイドライン」の意見募集稿
は、中国の自動車ディストリビューション制
度をある程度整備したが、その文言が曖昧で
あるので、純正同質部品の認定基準および運
用をさらに明確化するよう要望する。
＜事業者結合＞

第２部
共通課題・建議

①事業者結合の届出における簡易手続に関連す
る法令において明確にされているように、中
国国外における結合行為で中国市場に全く影
響がない場合（例えば、外国での外国企業間
の合弁会社設立において合弁会社が中国向け
の輸出を全く想定していない場合）でも、中
国での届出が義務づけられている。他の主要
各国においてこのような不合理に広範囲な法
規制は見当たらず、中国の法規制は、過大な
負担を特に外国企業に対して強いている。こ
の点については、中国市場に全く影響がない
ような取引類型を届出の対象となる取引から
除外する例外規定を設ける等、一定の法制度
の改善を行うよう要望する。
②届出の要件とされる「結合」の要件が極めて
不明確であり、事業者側の判断が困難となる
ケースがある。特にマイノリティー出資の場
合の届出義務の有無に関するガイドラインを
早急に公布することを要望する。また、事業
者結合の届出基準となる事業者結合当事者の
グループ全体の売上高基準について、中国国
内外の経済発展情勢に応じて適宜引き上げる
よう要望する。
③企業が届出基準に達するか否かを判断する際
の基準について、届出が必要な場合について
は網羅的に広く記載されているが、その一方
で、届出が不要な場合の基準は触れられてい
ないので、世界的にも通用するような「セー
フハーバー・ルール」の導入を要望する。
④事業者結合の届出において、書類の提出から
正式な立件までの期間がケースによって異な
り、また、長すぎる。簡易届出制度の実施お
よび事例の蓄積により迅速化してはいるもの
の、同一案件における世界各国での届出の際
に中国での届出のみがスケジュール上遅滞す
ることが往々にしてあるため、さらなる運用
の改善を要望する。
⑤中国企業間の事業者結合については、特に国
有企業間の結合において結合後の国内シェア
が極めて大きくなっても承認されているケー
スがあり、根拠規定や市場範囲の画定方法
等、その判断基準が不透明であると同時に、
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結果として、独占・寡占が進むことにより当
該分野における中国国内市場への参入障壁が
高まることにもなる。そのようなケースにお
いては、事業者結合審査の透明性向上の観点
から、独占禁止法上の適用の根本にある方針
について公表することを要望する。
⑥一部業種については国家安全審査を受ける必
要があるが、対象業種、審査認可プロセスが
不明確であり、また、審査期限も明確ではな
い。対象業種および審査プロセスを明確にす
ることを要望する。
⑦事業者結合規制を遵守していない事業者に対
する処罰事例が公表されたが、事業者結合規
制を遵守していない事業者に対する処罰のさ
らなる徹底および処罰事例の公表の拡大を要
望する。
＜商業賄賂＞
①2017年11月4日に改正された「不正競争防
止法（2017年改正版）」は、現行の商業賄
賂防止制度をある程度整備し、商業賄賂の目
的、対象、手段、責任等について改正を加え
たものであるが、その文言が曖昧であるた
め、これを明確化するよう要望する。特に、
商業賄賂の認定にかかわるコミッションおよ
び割引の「事実通りに記帳」の基準ならびに
「職権又は影響力を利用して取引に影響を及
ぼす単位又は個人」の範囲が不明確である。
関連実施細則の公布を期待している。
②現行の「商業賄賂行為禁止に関する暫定規
定」は、2017年の改正前の「不正競争防止
法」に基づくもので、一定の条件を満たす値
引き、コミッションおよび付帯的贈与を除き
販売に伴う一切の物品・利益の提供が違法と
される余地がある。企業の経済活動を過度に
萎縮させないためには、合理的な利益提供を
適法化する法令改正を行うべきであり、「不
正競争防止法（2017年改正版）」に基づく
当該暫定規定の改正またはガイドライン等の
公布により、当局の運用基準を可及的速やか
に明確化することを要望する。
③「不正競争防止法（2017年改正版）」は、
商業賄賂と認定された場合に科される「違法
所得の没収」および「10万元以上、300万元
以下の罰金」について定めている。しかしな
がら、違法所得の認定および罰金の運用基準
について、ガイドラインまたは関連実施細則
においてさらに明確化することを要望する。
また、商業賄賂に該当する場合における行政
責任および刑事責任その他の法的責任の適用
基準の明確化、企業が商業賄賂防止体制を徹
底し、かつ従業員個人の賄賂行為を当局に通
報した場合における責任低減・免除制度の明
確化を要望する。

第４章
税務・会計
税務・会計上の問題点

第２部

2017年の中国における税収は14 兆元を超え、前年比
10.7％増の伸び率を記録した。近年、徴税強化の動きは強ま
るなか、増値税および所得税のデータを横断的に統一管理
する金税システムの稼働も追い風となり、移転価格調査の強
化、個人所得税の課税強化、出向者給与の立替送金に絡む
PE課税など税務局からの指摘を受けて納税を余儀なくされ
るケースが増えている。

共通課題・建議

税務上の問題点
制度運用上の問題点

税務および税法通達の実務上の運用にあたっては、税務当
局の担当官によって解釈がなされることがある。このため、税
務当局の運用には地域差があったり、窓口担当者によって対
応が異なるケースが発生している。また通達の公布に関して
は、突発的に公布もしくは改定されていることから対応への
準備期間がないケースも少なからず存在する。さらに、企業の
移転に伴い徴税管轄間の税収変動が生じる場合などにおい
て税務当局の対応に遅れがみられるという声も聞かれた。納
税業務のオンライン化が進み、税務当局の担当官からの積極
的な情報開示や連絡が増加したことは評価に値する一方、納
税者の利便性をさらに高めるために、税務問題について全国
各地の税務当局が共通した見解を持った上で統一性のある
運用を行うと共に、ルールの制定にあたってはある程度実務
面まで配慮した細則と時間的猶予を確保するなど、納税者の
対応に十分に配慮することを引き続き希望する。
現状の税収管理の通達上、税務当局の課税判定に不服が
ある場合、納税者に対する中国での救済措置として上級税務
機関への不服申立、さらには中国人民法院への提訴が認めら
れている。しかしながら実務上は、課税判定を受けた税額を
税務当局に一旦納税しないと不服申立の権利が得られない。
また、実際に外資系企業が中国人民法院に提訴しても最終的
に望ましい判断が得られるかについて不安を拭い去ることが
できない。さらに、別の救済措置としては相互協議が挙げら
れる。しかしながら、税務当局の担当部門の人員不足もあっ
て、相互協議に委ねて問題解決するには相当な時間を要する
状況が続いている。そのため、当該制度も納税者にとって十
分に有用な救済措置になっていない。
また、多くの優遇税制が取消となり中国での徴税強化の動
きが強まる中、中国で事業運営を行ううえでの税務コストが上
昇している。企業の負担軽減につながるような措置の導入を
要望する意見が少なくない。さらに、納税制度としては、連結
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納税制度の導入を期待する声も引き続き聞かれる。

流通税（増値税）

営業税から増値税への移行改革が2016年5月以降建設
業、不動産業、金融保険業、生活関連サービス業にまで拡大
されたことをもって、2012年1月に上海市よりスタートした増
値税改革が全国的に一通り完了した。増値税改革そのものに
ついては、特定の業種における減税効果および還付手続の効
率の向上などを評価する声がある一方、対象取引範囲や控除
可能項目分類の解釈等で統一的な運用がなされていない、免
税要件が十分に明確でない、実務上専用発票の発行への対
応が追い付いていないケースが見られる等の声が日系企業
から聞かれる。また、輸入増値税の仕入控除に関し、悪意の
第三者が自社向けの発票を先に控除処理してしまったケース
において、悪意の第三者の調査とは別に、正式の発票原本を
持っている真の輸入企業側の仕入控除処理を進めることが
できるよう、対応の改善を求める声もある。さらに、輸出取引
における増値税の還付について、手続が煩雑であったり、入
金までに時間がかかる事態も散見される。この背景には税務
関連システム上の問題もあるとみられる。そのため、増値税改
革の運用面での統一化を要望するとともに、システムの整備
を一層促進して規定通りの手続を行えば増値税の還付に滞り
が生じることのないよう、改善されることを希望する。

所得税（個人所得税・企業所得税）

個人所得税では、出向者の本国における社会保険の会社
負担分を中国で課税する動きが本格化している。過去の免税
に関する通達が2011年1月に廃止され、出向者の課税所得に
含めるよう税務当局から指導を受けるケースが北京市などで
広がっている。過去に遡った上での調整は金額的なインパク
トも大きく、企業は対応に苦慮している。日本の社会保険へ
の課税は企業および納税者に対して過大な負担となるため、
以前同様に非課税とするなど企業負担の軽減につながる措
置が望まれる。
さらに企業所得税の分野では、税務当局による移転価格調
査が継続的に強化されている。調査では企業の機能およびリ

スク、業界動向、そして所得移転の蓋然性を十分に確認せずに
高い利益率を追及するケースも散見される。さらに、地域によっ
ては税務当局が低利益率（もしくは赤字）のみの理由で企業に
自主調整を促す事例も出ている。税務調査の現場においては
利益率の水準のみをもって追徴課税の判断根拠とするのでは
なく、企業の個別事情を十分に考慮し、税法の解釈方法も統
一した上で、移転価格税制を運用することが期待される。
また国際課税の管理強化（BEPS:税源浸食と利益移転）を
受けて、中国の移転価格税制の基本ルールである特別納税

調整実施弁法が改正された。これにより、現地法人が作成す
るローカルファイルに関して、文書の記載事項が増加すること
になった。具体的には、新たな42号公告に基づき、バリュー
チェーン分析や地域性特殊要因などを追加することになった
が、具体的にどのような内容をどの程度詳細に記載すべきか
ということは明確になっていない。さらに明確な要件を規定す
ることが望まれる。
さらに日系企業の中には、重複した機能を統一して事業の
効率的な運営を図るために、グループ企業間での組織再編を
検討する企業が増えている。具体的には、会社の分社化、持
分譲渡、合併、傘型会社を利用した組織再編を検討するケー
スがある。こうした組織再編を進めるにあたり一律課税では
なく、企業の負担を軽減するために課税繰延となる特殊税務
処理の適用条件のさらなる緩和を望む声も聞かれる。

第２部

恒久的施設（PE）課税

共通課題・建議

各地でPE課税の認定における税務問題が発生している。1
つ目は、日本をはじめとする海外からの出張者に対するPE認
定である。日本から中国への長期出張者に対して、コンサルタ
ント役務およびプロジェクト管理期間をめぐってPE課税され
る事例が発生しており、技術移転の阻害要因となる可能性が
ある。PE課税要否の判断における事実確認手続についても、
一層の統一化と制度化を望む声が聞かれる。2つ目は、国外本
社からの派遣駐在員に対するPE認定である。国外本社が立替
払いした駐在員の人件費を中国子会社から本社へ送金するに
あたり、PE課税を受けたうえで納税しないと送金に支障を来
たすケースが見られる。2013年に税務局および外貨管理局か
ら新通達が公表され、出向者の真の雇用者が中国子会社であ
ると判定されればPE課税が回避されることが規定上明確とな
り、かつ必要書類を税務局へ登記することにより制度的には
立替送金が可能となった。しかしながら、実務上は地域により
税務当局の対応が大きく異なっており、依然として送金時に従
来と同様に資料要求され事前承認が必要とされるケースがあ
る。さらに現状は、出向者PE認定を回避するための要求事項
はますます厳格になっているとの声も聞かれる。今後、駐在員
の人件費の立替送金がPE認定を受けずに滞りなく国外送金で
きるよう、税務当局の画一的な対応が望まれる。

関税

2016年において税関に関する改正法令が複数回に渡り公
布・施行されている。その結果、企業からは税関対応にかかる
負担が重くなったという声が聞かれる。具体的には、主にロイ
ヤルティ等の扱いに関して、税関申告書の記載に関する税関
との見解相違により、税関対応へのコストが増えたとの指摘
がある。今後、引き続き実務の視点に立った運用と対応が望
まれる。

会計上の問題点
会計において注目される問題として、
「中国新企業会計準
則」
（以下、新準則）の動向があり、これは、次の2つの観点か
ら注目されている。第一に、グローバルな会計基準の方向性と
して国際財務報告基準（以下、IFRS）への統一が模索される
中、経済大国としての中国がどのような方針をもってIFRSへの
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統一の動きに対応しているか、第二に、中国における会計基
準の動向が、在中国日系企業にどのような影響を与えるか、と
いう点である。

新準則とIFRSの関係

現行の新準則は、2006年に公表され2007年以降、すべて
の中国証券市場上場会社が新準則を採用し財務諸表を公表
している。新準則は、2006年当時のIFRSを参考に作成され
た会計基準である。その後IFRSの改正に伴い新準則本文は
修正されていないものの、財政部の指導指針である「企業会
計準則講解」等により実質的なアップデートがなされてきた。
また、IFRSの改正が大きいものについては、現在、新準則本
文の追加、修正作業が進行中である。2017年以降の新準則
の主な動きとしては、
「第14号―収益（改訂）」
「第16号―政
府補助金（改訂）」、
「第42号―売却目的で保有する非流動
資産及び非継続事業（新設）」
「第22号―金融商品の認識お
よび測定（改訂）」
「第23号―金融商品の移転（改訂）」
「第
24号―ヘッジ取引（改訂）」
「第37号―金融商品の表示（改
訂）」の公表・施行がある。なお、新準則の実務指針である
「企業会計準則解釈」についても、
「第9号―持分法による
投資純損失の会計処理」
「第10号―有形固定資産を使用し
て獲得した収益を基礎とした減価償却方法」
「第11号―無形
資産を使用して獲得した収益を基礎とした償却方法」
「第12
号―経営管理サービスの提供側と受領側が関連当事者に該
当するかについて」が新設され、2018年1月1日から適用され
ている。
なお、財政部は2018年1月8日に「第21号―リース（改訂）」
の意見聴取稿を公表し、2月28日まで意見募集を行ったが、
本稿執筆の2018年3月12日時点では正式な公表はなされて
いない。
中国財政部が2010年に「中国企業会計基準のロードマッ
プ」において表明しているとおり、中国ではIFRSを直接採用
（アドプション）することはせず、新準則にIFRSの内容を取
り込み同等性を維持するコンバージェンス（中国語原文では
「趨同」）を採用するとしている。中国政府としては、自国の
会計基準をIFRSに委ねることを望まず、むしろ、新準則を世
界に容認させようとする動きが強化されているように見られ
る。その動きの代表的なものとして、従来、香港証券市場で
は実質的にIFRSと同等の香港会計基準のみが会計基準とし
て認められてきたが、2010年末以降、中国国内企業について
は、新準則による開示が認められるように制度改正された点
などに現れている。経済大国として成長著しい中国の会計基
準がIFRSをどのようにコンバージェンスしていくかについて
は、世界におけるIFRS統一の動きに大きな影響を与えると考
えられており、その動向が注視されている。

中国における日系企業に与える影響

中国における日系企業は中国では非上場企業であるため、
従来、新準則の適用は強制されず、多くの日系企業は「旧企
業会計準則」および「企業会計制度」
（両基準を合わせて、
以下、旧準則）を採用してきた。しかしながら、近年、各地財
政当局の指導により、非上場企業である大中規模企業に対し
ても新準則の適用が強制されている地域が増えており、これ

に伴い日系企業においても新準則を採用している会社が増え
ている。現在、新準則適用が実施または予定されている地域
は、広東省、福建省、湖北省、上海市、青島市、遼寧省、吉林
省などである。今後も順次新準則の強制適用の動きが全国範
囲に及ぶことが予想される。

第２部
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さらに、2015年2月16日に財政部より「財会2015.3号」が発
表された。それによると、旧準則適用企業が準拠していた「旧
企業会計準則」が全て廃止となっている（旧準則体系中の、
「企業会計制度」は残存）。そのため、従来、旧準則を適用し
ている企業には少なからず影響がでるものと考えられる。同
通達は、元々2つの会計準則が運用されている状況を是正す
るためのものであるため、早晩、
「企業会計制度」も廃止にな
る可能性がある。財政部も新準則の適用を推奨している状況
であるため、現在、まだ旧準則を採用している日系企業も新
準則の適用が強制されると予想され、その準備をおこなうこ
とが望ましいと考えられる。なお、新準則の適用が要求され
ているのは主に大中規模企業であり、小規模企業については
簡便な会計処理が採用されている新小企業会計準則の適用
も認められている。
新準則と旧準則における重要な相違点として、次の点が挙
げられる。(1)旧準則では連結財務諸表の作成は強制されてい
ないが、新準則では子会社があれば連結財務諸表の作成が
強制される、(2)旧準則では税効果会計は任意適用であった
が、新準則では強制される、(3)旧準則では金融商品会計の考
え方はなかったが、新準則ではIFRSとほぼ同様の金融商品会
計の考え方が採用されている、(4)旧準則では曖昧であった減
損会計について、新準則では明確に定められている、(5)旧準
則に比べ新準則では財務諸表および注記の記載内容が著し
く増加し、実務担当者の負担が増える、などである。
また、現在グローバルベースでIFRS（国際会計基準）への
移行が検討されているなかで、日本本社の連結決算対応の観
点より現在の中国における12月決算のみではなく企業の自主
的判断で決算期を設定できるといった、中国企業会計制度の
柔軟な適用を望む声が少なくない。

＜建議＞
＜税務＞
①税収徴収管理において、担当税務官からの積極的
な情報開示、WeChatの公的IDによる納税者への
連絡が増加しているのは評価に値する。ただし、
納税者の適切な納税活動を支援する体制を確保
し、地域差や当局担当者による解釈の差異をなく
し、法規の解釈にて混乱が生じないような対応を
要望する。
②法制度の突発的な改定や遡及調整により、企業収
益を圧迫する事態が発生している。法制度の通知
にあたっては、周知のための期間を十分に取って
もらうよう要望する。
③多くの優遇税制の撤廃等を受け、中国にて事業を
運営する上での税務コストが増加している。既存
優遇制度を撤廃する場合には、企業の税負担の軽
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減につながる経過措置等の配慮を要望する。
④中国内納税者の救済手続および不服申立制度につ
いて、課税再審査請求は一旦税額を納税したうえ
で担当税務局の1つ上級の行政レベルの税務局に
申請することになる。しかしながら、実務上その
審査体制は不明確であり、十分に機能していると
は言い難い。今後、国家税務総局への直接再審査
請求や租税裁判所の創設を要望する。
⑤二国間相互協議について、国家税務総局と国税庁
間の協議開催件数が減っており、その結果調査案
件による二重課税が長期に渡って放置されてい
る。国家税務総局担当部門の人的強化を図った上
で、相互協議が円滑に機能することを要望する。
⑥移転価格調査が強化されており、企業の主張はあ
まり認められず、課税ありきの姿勢で調査が展開
されているケースがある。BEPSを受けて移転価
格同期文書（ローカルファイル）の作成過程にお
いて、要求事項が増加することになったものの、
どの程度記載すべきか不明確であり、さらに明確
な記載要件を規定することを要望する。
⑦中国全土での増値税改革が一通り完了し、特定の
業種では一定の減税効果があり、また増値税還付
手続の効率も向上した。実務面も安定してきたよ
うに感じる。一方で、輸入増値税の仕入控除にお
ける認証において手続上の問題が生じる場合があ
り、対応の改善が求められる。今後、実務上の対
応の改善をさらに促進するよう要望する。
⑧日系企業出向者の日本における社会保険の会社負
担分に対して個人所得税を課税する動きが本格化
している。納税者に対して手続面およびコスト面
で過大な負担となるため、非課税とするなど企業
負担の軽減につながる措置を要望する。
⑨本社からの出向者に対し、不当にPE（恒久的施設
課税）の嫌疑をかけたり、課税ありきの対応をと
ることなく事実関係に基づき企業の申請に対し速
やかに海外送金を実現する対応が望まれる。
⑩事業再編、特にグループ会社間の組織再編につ
き、適格再編を適用する制限の緩和および適格再
編認定における課税当局の解釈の余地をなくす実
務対応を要望する。
＜会計＞
⑪現在グローバルベースでIFRS（国際会計基準）へ
の移行が検討されているなかで、連結決算対応の
観点より現在の中国における12月決算のみではな
く企業の自主的判断で決算期を設定できるといっ
た、中国企業会計制度の柔軟な適用を要望する。
⑫新しい企業会計準則への移行措置が各地で異なっ
ており、今後義務化するにあたっては事前準備期
間を考慮したうえで全国一律の対応を要望する。
また、当該準則は2012年に欧州委員会によりIFRS
と同等と認められたがまだ差異があり、より一層
のコンバージェンスへの取り組みを要望する。

第５章
労務
「第13次5カ年規画」の2年目となった2017年は、サプラ
イサイド構造改革を深める年でもあり、労働・雇用環境に
も次第に変化が現れつつある。中国の産業構造の調整およ
び最適化・高度化が急速に進む一方で、労働力コストの上
昇が続いており、外資系企業の雇用は依然として厳しい状
況にある。
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社会保障に関して、中国政府より2017年、
「失業保険条
例」の改正を含め、一部地方における医療保険と出産保険
の統合にかかる試験運用を行うこととし、企業年金という
新たな新制度を盛り込んだ一連の措置が公布され、社会保
障システムの構築が強化された。
外国人の就労に関しては、中国政府は「優秀者を中国に
集めて力を発揮させる」という戦略的構想を引き続き実行し
ており、新たな外国人訪中就労許可制度の全国実施、外国
人材のビザにかかる実施弁法の公布、外国人永住許可証の
手続の利便化を図る改革などを通じて、中国就労、起業する
外国籍人材の誘致に取り組んでいる。

2017年に公布、実施された
主な政策と行政措置

労働人事紛争にかかる仲裁制度にかかる
2つの規則を同時に改正

2017年、中国共産党中央委員会、国務院の「調和のとれ
た労使関係の構築に関する意見」と中国共産党中央弁公
庁、国務院の「多元的な紛争解決メカニズムの整備に関す
る意見」により、労働人事紛争を扱う仲裁制度に対して新
たに提示された要求を徹底的に履行するため、人力資源・
社会保障部（以下、
「人社部」）は「労働人事紛争仲裁事件
処理規則」
（以下、
「処理規則」）と「労働人事紛争仲裁組
織規則」
（以下、
「組織規則」）を同時に改正した。これらは
2017年7月1日よりすでに施行されている。

「処理規則」の規範化と仲裁プロセスの詳細化

今回新たに改正された「処理規則」では、法に基づく終局
判断の適用範囲についてより詳細に規定され、競業制限期
間中に支給されなかった経済補償の支払請求、労働契約の
解除または終了にかかる経済補償の支払い、書面の労働契
約が未締結であった場合の賃金2倍額支払いにかかる紛争
事件を終局判断の適用範囲に含める（ただし、1件あたりの
裁決金額が現地の最低月給基準12カ月分の金額を超えな
いものに限る）ことが明確に定められた。また、新たに規定
された「簡易処理」を適用する紛争事件について、被申立人
が同意すれば、仲裁廷は答弁期間の短縮または取消しがで
きるものとし、事件の状況によっては、立証期間、審理プロ
セス、書類作成などの事項を柔軟に決定できるとされてい
る。さらに、仲裁の調停プロセスについても規範化し、仲裁
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調停の原則、期間および方式について、調停組織による調
停と仲裁の連携を強化する内容が明記された。新たな「処
理規則」が実施されたことを受けて、労働仲裁の質が向上
し、調停が労働人事紛争の処理において独自の優位性を発
揮し、労働人事紛争の柔軟な解決に重要な役割を果たすこ
とが期待される。

「組織規則」に伴う仲裁チームの設立強化

新たに改正された「組織規則」では、仲裁委員会は事件
の処理の必要に応じて「派 遣 駐在仲裁廷」、
「巡回仲裁
廷」、
「流動仲裁廷」を設立し、紛争事件の発生地点やその
近くで事件処理を行うことができると規定された。このほか
「組織規則」では、仲裁人の管理・監督措置が整備され、
仲裁人の権利・義務や、仲裁人による違法・規則違反行為
の具体的状況および処理措置が明確に示された。企業は労
働人事紛争事件の当事者として、仲裁人に私利をはかる行
為があることを発見した場合には、法に基づき人民法院に
訴訟を提起するか、仲裁判断の取下げを申立てることがで
きる。さらに、
「組織規則」により仲裁委員会に通報、苦情
を申し立てて仲裁委員会および仲裁人が所属する企業・組
織に対し、仲裁人の不当行為について厳正な処理を要求す
ることもできるとされている。

社会保険制度の最新動向

20年近く施行された「失業保険条例」の重要な改正

人社部は2017年11月10日に「失業保険条例（改訂草案
意見聴取稿）」を公布して一般社会からの意見を募集し、
1999年1月22日に公布された当該条項に重大な改正が行
われることになっている。この意見聴取稿の主な内容は次
のとおりである。①条例の適用範囲を拡大し、社会団体、
民間非企業組織、基金会、法律事務所、会計士事務所など
の組織と従業員を失業保険の保障範囲に含めることを明確
にする。②納付料率を引き下げ、雇用者と従業員の納付率
の和は2％を超えてはならないこととする。③企業の負担低
減・困難克服の一助となるべく、安定就業補助などの基金
支出項目を新設する。今回の修正により企業コストがある
程度引き下げられ、就業の安定維持につながることが期待
される。

企業年金の新制度公布と施行開始

2017年12月18日に人社部、財政部が合同で「企業年金弁
法」
（以下、
「弁法」）を公布し、2018年2月1日より施行され
た。主な内容は次のとおりである。①納付率の上限を引き下
げ、企業の1年あたりの納付金額がその企業の従業員賃金
総額の8％を超えず、企業と従業員個人による納付額合計
がその企業の従業員賃金総額の12％を超えないようにす

第２部

る。②企業年金の受給方式が整備され、受給条件を満たす
企業の従業員は、月決め、分割または一括で企業年金を受
給することができ、商業保険の養老保険商品を購入すること
もできる。③企業年金の権益帰属メカニズムについて明確
に示し、企業と従業員で協議して従業員の企業年金個人口
座中の企業納付分およびその投資収益は初めから従業員
個人に属すると規定することができるが、従業員の企業に
おける勤続年数に応じて徐々に従業員個人に帰属させると
規定することもでき、その場合は全部が従業員に帰属するま
での期間が8年を超えてはならない。④納付終了と追納のメ
カニズムを新たに設け、企業年金を実施するうえでの利便
性と操作性を増強した。
「弁法」では、企業年金は納付を強
制するものではない旨が規定され、企業によって異なる所属
業種の特性や労働力集約の程度、収益状況の違いによって
企業の負担能力に合理的な格差が生じることを十分に考慮
したものとなっており、新たに年金制度を導入する企業が自
ら検討して制度を工夫するための余地が残されている。

共通課題・建議

外国人の就労・居留制度の
さらなる整備・改善

外国人の訪中就労許可制度を全面的に施行

2016年10月から2017年3月にかけて行われた、北京市
などで外国人訪中就労許可の新制度の試験運用が終了し
た後、国家外国専門家局などが2017年3月28日に共同で公
布した「外国人訪中就労許可制度の全面的実施に関する通
知」により、全国規模で新たな就労許可制度を実施する中
で、A、B、C類の人材認定基準を設け、それぞれに相応の就
労許可が発給されることとなった。統一された申請書類とオ
ンラインシステムサービスのプラットフォームを通じて、条件
を満たす外国のハイレベル人材が手続を迅速に進める「直
通ルート」を確実に利用できるようにするなどの一連の措置
により、全国的な外国人訪中就労の管理制度にかかる最新
の変革が実現された。

Rビザに関する「外国人材査証制度実施弁法」の公布

外国人材の訪中就労への便宜を図るため、2017年11月
28日、国家外国専門家局、外交部および公安部が「外国人
材査証制度実施弁法」を共同で印刷、配布し、外国人高度
人材のビザおよび就労許可の申請を、次のような優遇政策
の適用対象とすることを規定した。①審査から発給までの
所要時間の短縮。高度人材の認定を5業務日で完了し、本
人および配偶者のビザは特急申請をすれば最短2業務日で
の発給が可能であり、就労許可は3業務日で発給される。②
有効期間の延長。Rビザの申請者は5～10年の有効期間を
もち、数次有効ビザの発給を受けることができる。③入国1
回あたりの滞在可能期間延長。入国1回につき最長180日と
し、配偶者、未成年の子女に対して同等の期間を与え、複数
回の入国を可能とするビザを発給する。2018年1月1日より、
北京市、河北省など、全国9カ所の試験運用省・市におい
て、外国人材への「外国高度人材確認書」の交付が相次い
でおり、より多くの高度人材を中国での起業に呼び込むこと
に貢献している。
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外国人の永住許可証申請の利便性向上改革が開始

2016年に中国共産党中央弁公庁、国務院より印刷、配布
された「外国人永住サービス管理の強化に関する意見」
（以
下、
「意見」）により、外国人永住サービス管理制度の全面
改革および刷新への取組みが開始された。2017年2月6日
においては、中央全面改革深化指導グループにより、第32
回会議による審議で「外国人永住許可証利便性向上改革
方案」
（以下、
「方案」）が可決され、その後公安部より当該
「方案」が印刷、配布された。
これにより外国人の永住許可証に関する手続の利便性向
上への取組みを全面的に始動することになり、従前の「外国
人永久居留証」を「外国人永住身分証」に名称変更し、証
明書のデザインが新しくなるとともに、中国籍者に適用され
ている第2世代型身分証の技術基準を応用した暗号化チッ
プが埋め込まれている。それと合わせて鉄道、航空、保険、
銀行などの関連情報システムを改良し、段階的に「外国人永
住身分証」の手続窓口や企業における円滑な使用が可能と
なる。今後は永住者の航空券購入、証券口座の開設などの
面で利便性がより高まる。

2018年の展望
481号文書が廃止された後の
労働紛争処理解釈文書の公布

旧労働部が1994年12月3日に公布した「労働契約への違
反及び解除にかかる経済補償弁法」
（以下、
「481号文書」）
が2017年11月24日に廃止されたことにより、
「労働契約法」
実施前の期間における、経済補償金にかかる法律適用の根
拠および計算方法などについての問題に関し、中央政府お
よび地方の労働所管機関または労働仲裁機関から、これに
関連する実施細則が2018年中に相次いで公布される可能
性があり、留意する必要がある。

日中社会保障協定のさらなる進展に期待

日中両国政府は2017年10月11日から13日にかけて日中社
会保障協定第8回交渉を行い、その後、所要の調整を経て、
2018年1月28日に同協定について実質合意に至った。
さらに、2018年5月9日に、日中両国の外相が「社会保障
に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」
（日・中社会保障協定）に署名したことは、大きな進展とし
て歓迎される。日中両政府による各国での国内手続き等、
協定の早期発効に必要な作業および調整が速やかに実施
されることが望まれる。

省を跨いで他地域で診療が受けられる
指定病院の数量がさらに増加

基本医療保険の省を跨ぐ他地域での診療、入院した場合
の費用直接精算の全国規模の推進が図られており、これは
2018年の「政府活動報告」の中でも重点任務として明確に
取り上げられている。
人社部が2017年12月29日に発表した「省を跨ぐ他地域
での診療・入院費用の直接精算にかかわる事項に関する
通知」では、基層指定医療機関の対象範囲の拡大を加速さ
せることが明言されており、2018年は省を跨ぎ他地域での

診療が可能となる指定病院の数がさらに増え、省を跨いで
他地域で診療を受ける企業従業員がいっそうの便宜を享受
できる見込みがある。

＜建議＞

第２部
共通課題・建議

①法律適用
労働分野の法律法規の中で、旧法の失効や廃止
が宣告された後、速やかに解釈や説明がなされ
ないと、適用政策の一時的な不在や適用の混乱
を招く場合がある。例えば、旧労働部が制定した
「労働契約の違反および解除にかかる経済補償
弁法」
（1994年12月3日公布）について2017年11
月24日に廃止が宣告されたことにより、従業員の
勤続期間のうち「労働契約法」の発効前（即ち
2007年12月31日以前）の部分について、経済補
償金、医療補助費、追加支給する経済補償金の
計算方法に不明確な点が生じるようになった。こ
れにより、従業員の利益保障が困難となるだけで
なく、日系企業の人員削減や日常の会社運営にも
深刻に影響し、労働仲裁や訴訟となるリスクが増
大している。関係機関により、早期に法律法規を
整理するとともに、適用できる関連法律法規が不
在となっているものについて解釈や説明が公布さ
れ、新法へのスムーズな移行が保障されることを
要望する。
②出入国関連
2017年4月1日より全国範囲で外国人の訪中就労
許可に関する新制度が実施された。新たな事務シ
ステムが統一導入され、申請手続の基準整備によ
り外国ハイレベル人材への優先的手続が用意さ
れ、申請者に便宜が図られていることは歓迎され
る。しかし、実際の運用において、次第に新たな
問題も生じており、早期解決が待たれている。
・就労許可の申請における、オンライン仮審査等の
各プロセスの所要時間が短縮されるよう要望す
る。就労許可の急ぎの申請や更新、抹消等の特
殊な状況について、緊急・特別対応方式を設ける
等、柔軟な対応が望まれる。同時に、外国人に対
し有効期間を2年または3年とする就労許可を発
給するにあたっての判定基準を、所管機関より明
確に示していただくことを要望する。
・ポイント制の適用対象およびポイントを加算で
きるとされる各要素の判断基準が十分明確でな
い。例えば、
「どのような申請者にポイント制が適
用されるのか」、
「国内の雇用者が支払う年給（万
元）」の証明根拠および「地方の経済社会発展に
緊急に必要とされる特殊人材」の判断基準等に
ついて、各地の実務状況にばらつきがあり、日系
企業は非常に困惑している。関係機関によりさら
に詳細かつ明確な参照根拠が制定され、全国範
囲で統一された実務基準が確立されることを要
望する。
・年齢（60歳未満）、学歴（大卒以上）あるいは職歴
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（2年以上の就労経験）等の制限要素のために、
豊富な経験や専門技能を有していながら前述の
制限要素に適合しない日本人の訪中就労申請に
さまざまな障害がもたらされている。技術交流を
促進し、日本の優秀な人材の技能、経験のメリッ
トを最大限に活かすべく、条件を満たす日本人の
年齢、学歴、職歴等の制限が緩和されるよう要望
する。
・システムの不具合の影響で就労許可手続ができ
なくなるという状況がしばしば発生しており、事務
システムのさらなる改善と最適化を要望する。同
時に、事務システムの運用モジュールが変更され
る際には、事前に各企業・組織の事務担当者に通
知し、手続に支障が出ないようにしていただきた
い。このほか、システムの不具合により就労許可
手続がスムーズに行えなかった場合には、関係政
府機関により特別・緊急処理対応を行うか、企業
の手続期限を延長する等の措置を要望する。
・これまで、無犯罪記録証明や最高学歴証明の公
証・認証には比較的多くの時間がかかり、日系企
業や駐在員にとりかなり大きな負担となってき
た。関係政府機関で柔軟性のある処理方式が採
用され、特定の条件を満たす人員に対しては誓約
制の適用を認めるか、緊急に入国する必要のあ
る人員に対しては、後続の就労ビザまたは就労許
可証の取得申請の段階で、公証・認証の必要な
書類を補足提出することを認めていただくよう要
望する。
・居留許可証の取得、更新、抹消を申請中の日本人
が、受理機関で交付された受理証明では国内線
搭乗や列車への乗車ができないという状況が、な
お発生している。受理機関にはパスポート原本の
預かり期間を短縮いただくとともに、各政府機関
の情報交換やデータ共有を強化するなど、外国
人の中国国内移動が滞りなく行えるよう対策を要
望する。
③労働契約
現在、各地の労働所管機関でのフレックス勤務
制、勤務時間総合計算制（以下、
「特殊勤務時間
制」）の審査基準があまりに厳しく、日系企業が
経営の特徴および就業の性質に合わせて従業員
の勤務時間制を選択、調整することが困難となっ
ている。各地の労働所管機関で実務執行の基準
を統一し、特殊勤務時間制の適用範囲を拡大し、
その審査基準を緩和いただくよう要望する。
④労務派遣
・労務派遣は従業員使用の重要形態の一つとして、
就業構造の転換において他では代替できない重
要な役割を発揮している。労務派遣従業員の比
率が10％を超えてはならないという制限規定を早
急に緩和頂き、業界の特徴に応じて企業の調整
の幅を広げていただくことを要望する。
・外国企業が中国で設立した駐在員事務所は、必
ず人材派遣機関等の仲介業者を通じて従業員を

雇用しなければならないという強行規定により、
駐在員事務所の運営コストが大きく増加している
ため、これを撤廃し、駐在員事務所が直接従業員
を雇用できるようになることを要望する。

第２部
共通課題・建議

⑤社会保障
・中国国内で就労する駐在員等には、日中両国で
重複して社会保険料を納めなければならない状
況が依然として存在している。短期出向者を含
む駐在員等が日中両国で重複して社会保険料を
納付することは、中国に所在する日系企業にとっ
て大きな負担となっている。一方で、2018年5月
9日に日中両国の外相が「社会保障に関する日
本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」
（日・中社会保障協定）に署名したことは、大き
な進展として歓迎される。日系企業および駐在員
等の負担が早期に軽減されるよう、日中両政府
による各国での国内手続き等、協定の早期発効
に必要な作業および調整を速やかに実施するよ
う要望する。
・ 2018年3月5日、第13期全国人民代表大会第1回
会議の政府活動報告にて供給側（サプライサイ
ド）の構造改革の一環として企業の税負担およ
び税外負担をさらに軽減する方針が示された。引
き続き企業の「五険一金（養老保険、失業保険、
医療保険、労災保険、生育保険、住宅公共積立
金）」の保険料負担割合を引き下げるなど、市場
主体である企業の活力を一段と引き出す取り組
みが具体的に示されたことは歓迎される。一方で
これまで実施された社会保険料率の段階的引き
下げにおいては、引き下げ幅がわずかであったこ
とや、住宅積立金の納付比率についても実務上
可能な調整幅に限度があり効果が限定的となっ
ていたことから、企業負担の軽減について、より
いっそう効果的な方策の実施を要望する。
・2017年7月21日時点で、すでに国が管理する他区
域医療精算システム、医療保険の他区域精算に
重要な進展があったことは、歓迎される。経済の
統一的発展に伴い、医療保険の地域を跨ぐ使用
ができないと、労災認定が他区域で適用できない
などの問題が有効に解決されず、日系企業では保
険付保地外で勤務する従業員への対応が困難と
なり、企業間の人材移動も不便となる。医療、労災
等の社会保険の他区域使用の制度がさらに改善
され、精算の手続が簡素化されるよう要望する。
⑥工会
・上級工会組織への会費の上納比率が低減され、
上級組織による費用の収支状況が明らかにされ
ることを要望する。
・正常に工会会費の納付を行っている日系企業で、
生産経営に深刻な困難が発生したために経済的
事由に基づく人員削減を行わざるを得なくなった
ときには、工会組織より福利的支援の提供を受
けられるよう要望する。
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⑦その他
・製造業を中心に、労働力の不足と従業員の能力
の向上は日系企業にとっての難題となっており、
従業員の1月あたりの残業時間数を36時間とする
法律規制を緩和いただき、各界の意見を広く取り
入れたうえで合理的な月あたり残業時間の上限を
確定するとともに、関係機関により人材育成が強
化され、労働力の水準向上に政策による支援が
得られることを要望する。

第６章
知的財産権
現状の概要

第２部
共通課題・建議

中国は知財大国である。専利（特許、意匠および実用新
案）および商標の出願件数は、いずれも世界全体の出願の
3分の1以上を占めており、世界一である。2017年の意匠は
約63万件と前年より3％微減したが、特許は約138万件、実
用新案は約169万件と、それぞれ前年より14％ずつ増加し
た。そして、政府が2020年までに12件とすることを目標と
している国民1万人当たりの現存特許件数は、2017年に9.8
件となり、中国国内権利者（台湾・香港・澳門を含まず）の
現存特許件数は136万件となった。他方、2017年の商標出
願は約575万件（前年比56％増）である。また、知的財産権
関連の民事訴訟の提訴件数は、2016年の第一審の受理件
数が、専利が約1万2,000件（6％増）、商標が約2万7,000件
（12％増）となり、すでに訴訟大国になっている。さらに、
2018年1月に中国国家知識産権局が開催した「2017年専
利主要統計新聞発表会」において、専利訴訟における損害
賠償額が大幅に増加し、100万元を超える割合は10.7％に
達した（2016年は1.7％）と発表される等、損害賠償額は増
加傾向にある。こうした中、日系企業が被告となる事案は
必ずしも多くないとみられるが、今後もさらに知的財産関
連訴訟の増加が見込まれるところ、日系企業が関係する場
合も増えてくることが予想される。
中国政府は、知的財産権の司法保護に力を入れており、
2014年11月から12月にかけて、北京市、上海市および広
州市に、これらの地域を管轄して特許等の第一審訴訟を中
心として専門に扱う知的財産裁判所が設立され、技術調査
官の採用が進んでいる（ただし、広州知的財産裁判所にお
ける管轄は、深圳市を除く広東省全省）。そして、2017年8
月、全人代常務委員会において最高人民法院の知識産権
法院の業務状況に関する報告がなされた後、2018年2月27
日に中国共産党中央委員会弁公庁および中国国務院弁公
庁から、
「知識産権裁判分野の改革・イノベーション強化に
おける若干の問題に関する意見」が公表されて、司法体制
の整備が進められている。すでに、2018年3月2日までに、
管轄区域を越えて知的財産権案件を審理する知財法廷が、
杭州市、福州市、青島市、西安市をはじめ15カ所に設置され
ている。
2015年12月に国務院から「新情勢下における知的財産
強国の建設加速に関する国務院の若干の意見」が発表さ
れ、2020年までに、運用が効率的で法治が保障された知
財システムの形成、イノベーション・起業の環境改善、国際
競争の知財優位性の形成、および知財の面で強い幾つか
の省・市の整備を行い、世界水準の知財強国の建設に向
けて着実な基礎固めを行う国家戦略が示された。さらに、
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2016年3月に全人代が採択した「国民経済・社会発展第13
次五カ年規画（2016-2020年）」においても、イノベーショ
ン牽引型発展のために、知的財産権を厳格に保護するとと
もに、活用するためのプラットフォームを構築することが明
記されている。このことは、AIやIoT等をはじめとする科学
技術イノベーションの発展を目指す中国にとって、知的財
産権の保護および活用がますます重要となっていることの
顕れと言える。上記の司法における知財保護強化の動きも
この一環と言える。また、上記「2017年専利主要統計新聞
発表会」において、2017年の専利担保融資金額が720億元
（前年比65％増）となったことが公表される等、知財活用
の面でも実績を積んできている。
このように、知的財産の保護・活用が進んできているが、
中国は依然として模倣大国でもある。これに対応するため、
国務院は、副総理を組長とする「全国打撃侵犯知識産権和
制售假冒偽劣商品工作領導小組」を設置し、関係30部署
が連携して模倣品摘発を実施して大きな成果が得られてい
ること、特に、2017年9月に「外商投資企業知識産権保護
行動計画」が出され、その年末から2018年初にかけて、各
地で外資企業の知財保護活動が実施されたことは高く評価
できる。その一方で、巧妙化・分業化する模倣品、インター
ネット上で販売される模倣品といった困難な課題が顕在化
しており、権利者の費用面・人的面での負担が大きい状況
も当面変わらないものと思われる。
その他、知的財産権法の制度整備についての取り組みも
盛んに行われている。2014年5月に改正商標法が施行され
て、2016年12月にはこれを踏まえた商標審査および審理標
準が改正された。また、2017年4月に専利審査指南の一部
改正が行われ、2018年1月に改正反不公正競争法が施行さ
れた。このほか、専利法、知的財産権濫用による競争排除・
制限行為の禁止に関する規定、職務発明条例等の改正・制
定に向けた作業が進められており、これらの公開意見募集
に対しては、中国日本商会としての意見を個々に提出してい
るところである。
以上のとおり、中国の知的財産を巡る状況がダイナミッ
クに変化している中、諸外国の知的財産制度・運用とさら
に調和し、企業間で公平・公正に競争できる環境の構築が
日本企業および中国企業のいずれにとっても好ましいと考
えられる。しかしながら、依然として以下の課題が残る。

知的財産の保護の現状と課題
職務発明条例草案

2015年4月、中国国務院法制弁公室により職務発明条例
草案に関する公開意見募集が行われた。職務発明規定は
従前から専利法および同法実施細則において、専利につい
ては規定されているが、この職務発明条例草案は専利以外
の技術秘密、植物新品種権、集積回路配置権等の他の権
利についても職務発明の取り扱いを規定するものである。
また、
「取り決め優先の原則」を規定した条文がある一方、
「取り決め優先の原則」とするのが望ましいものの、
「取り
決め優先の原則」を規定していない条文もある。

出願権利化プロセス
第２部

実用新案・意匠審査

共通課題・建議

真のイノベーション活性化を図るためには、専利権の量
のみならず質を向上することも不可欠となる。しかしなが
ら、現在の実用新案および意匠は初歩審査のみで登録を
行い十分な実体審査が行われないため、進歩性および創
作性がなくイノベーション活性化に何ら貢献しない粗悪権
利の発生を抑制できない。国家知識産権局（SIPO）は、初
歩審査における新規性審査を強化するための審査指南改
正を2013年9月に行ったが、その実効性は不透明であり、
かかる保護価値の無い粗悪権利まで奨励され濫用されれ
ば、高度イノベーション意欲の減衰や成長加速の阻害が懸
念される。

意匠制度

意匠的な創作は立体物や平面物の全体や部分について
なされるものであり、通常は創作された意匠のうちの一部
から製品化がなされるものである。また、寿命の長い製品
の意匠は、それ自体がブランド化して企業イメージを形成す
る要素となり、次世代製品に承継される場合がある。専利
審査指南が改正され、2014年5月から画面意匠（グラフィカ
ル・ユーザー・インターフェース）の保護が導入されたが、意
匠の保護の対象や態様について、さらに柔軟に認めてこそ、
適切な意匠創作の保護が図れるものである。

商標審査

改正後の中国商標法においても、外国で著名な商標につ
いて、中国内での著名（馳名）性を立証できなければ他者
の悪意のある出願を排除できない。これら悪意ある出願に
よる商標は市場を混乱させるとともに著名（馳名）な商標
権者の利益や中国での活動を不当に阻害し、ひいては消費
者利益も害する。これら悪意の商標を排除するには、馳名
度を証明するため膨大な証拠資料の提出が必要である。ま
た、証拠資料によっては審査されずに却下される場合があ
り、かつその審査に長期な審査期間を要しており、出願人
のみならず当局にとっても相当な負担である。

商標審査における情報提供

特許審査の場合と異なり、商標審査においては第三者に
よる証拠資料の提出機会となる情報提供制度を有しておら
ず、安定性が十分でない権利が付与される懸念がある。
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専利権・商標権の冒認出願

他人の発明創造や外国商標を第三者が不正に出願する
冒認出願について、専利法や商標法には直接の排除規定が
なく、第三者に冒認出願をされた真の発明創造者、商標所
有者に大きな訴訟の負担を強いることとなる。これは冒認出
願を有効に抑制する上で問題である。
特許審査

特許の審査は、出願件数の増加にもかかわらず審査期間
の短縮化・迅速化および審査の質向上・適格化が図られて
おり、特許の適正な保護の観点から好ましい傾向であると評
価している。また、現在試行延長中である日中特許審査ハイ
ウェイ（日中PPH）については、審査の迅速化のみならず出願
人の負担軽減に大いに役立つものであり、試行およびその延
長や申請必要書類の簡素化等の当局の取り組みに感謝して
いる。一方、審査促進を図る制度として優先審査制度が設け
られているところ、中国企業と比べて外国企業が実質的に不
利に扱われるおそれがある。例えば、優先審査は中国が初出
願で外国出願予定の発明等に対象が限定されており、一般
的に中国以外の国に初出願を行う外国企業はこの制度を十
分には利用できないという問題がある。また、日中PPHについ
ては、日本に申請する場合と異なり出願公開等が条件となっ
ていることから、利便性に問題がある。

特許請求の範囲および明細書の記載要件
並びに補正制限

2017年4月1日施行の専利審査指南では、ビジネスモデ
ル発明とコンピュータプログラム発明の審査基準が緩和さ
れ、登録後特許文書の特許請求範囲の補正方式も緩和さ
れた。これらの点については当局の取り組みに感謝してい
る。一方、特許請求の範囲および明細書の記載要件は、い
まだ諸外国に比べて厳しい審査基準により運用されてお
り、その補正および訂正についても同様である。特許請求
の範囲および明細書の記載についての過度に厳しい基準
の要求や、その補正および訂正についての過度な制限は、
発明の適切な保護に欠けることになる。

秘密保持審査制度

中国で完成した発明または実用新案を外国に出願する
場合、SIPOによる秘密保持審査を受ける必要があるとこ
ろ、そのために必要な説明文書は実質的に中国語による出
願明細書と同等であり、海外市場を見据えた技術開発を中
国で行った場合であっても、費用・労力の大きな負担が求
められることになる。

出願言語

SIPOへの専利出願は中国語での出願しか認められてお
らず、外国語で記載された発明は中国語に翻訳して出願す
ることが必要となる。しかしながら、翻訳に際して誤訳が生
じることがあり、誤訳を原因として権利取得や権利行使が
できない事例も存在する。日本を含む諸外国においては、
外国語、特に英語での出願が広く認められており、さらに誤
訳訂正も認められていることから、権利の安定性の面から
好ましい制度となっている。

知的財産に関する競争環境の現状と課題
さまざまな模倣行為
再犯行為

日系企業は模倣業者に対する摘発に積極的に協力して
いるが、模倣業者は処罰を回避するため、手法の多様化、
複雑化等さまざまな施策を講じている。一方で、模倣品摘
発がなされても、侵害行為に比して制裁が十分なされない、
再犯行為の定義が不明瞭、当局間の連携や情報共有の体
制が不十分等、複数の要因により、模倣行為を意図的に繰
り返す再犯者に対する十分な抑止効果が機能していない。

違法経営額の算定
第２部
共通課題・建議

模倣品の摘発については、違法経営額の算定が処罰決
定の基礎となり、刑事移送の判断基準となるが、押収数量
に比較して極端に低い算定額により、不適切と思われる処
罰や刑事移送の不成立といった、権利者にとって不本意な
結果に終わる案件も依然として存在する。また、EC市場の
急速な普及拡大に伴い、電子商取引（EC）サイト運営者保
有の販売記録を違法経営額算定の根拠とする運用が散見
されるようになってきているが、全国各地においてその運用
は統一されているとは言い難い。

模倣巧妙化

模倣品を異なる場所に分散させて生産、保管したり、部品
単位で出荷し市場の近辺で最終組立、梱包を実施したり、
商標表示を切り替え可能な措置を講じて保管時、輸送時に
はノーブランドもしくは別ブランドにしたり、ビジネス（生
産、輸送、販売等）自体を摘発執行機関の勤務時間外であ
る夜間や休日に行う等、摘発回避の手段も多様化が進んで
いる。またビジネスネットワークの複雑化・細分化により首
謀者の特定を困難にしているという課題も存在している。

違法看板

権利者の登録商標を無断で自社店舗の看板、装飾等に
使用し、恰も当該権利者と何らかのビジネスまたは授権関
係があるかに装い、消費者に誤認・混同を与えている店舗
は、従前に比較して減少はしているものの依然として散見さ
れる。また、行政指導、摘発を受けても、看板を布等により
覆うだけでその場は回避して、その後で元に戻したり、文字
の一部だけ削除したり、故意に是正期間を引き延ばしたり
等、確実な執行ができないといった悪質な再犯事例も散見
される。なお、違法看板の認定やその執行手段に明確な基
準が公示されていないことから、地域ごとに執行機関の対
応が異なるという課題も依然として存在する。

模倣品の海外流出

インターネットは海外からもアクセス容易で、小口郵便
ルート等を介して海外への模倣品流出が広がる可能性が
高い。

知的財産に関する紛争処理の
公平化・合理化
専利権侵害に対する行政権限の適正化

国務院法制弁公室「専利法改正草案（送審稿）」等にお
いては、行政機関（専利行政部門）が専利権侵害行為を積
極的に取り締まることが企図されている（専利法改正草案
第3条、同第67条など）。
しかしながら、専利権の有効性判断や侵害判断は容易
ではなく、所定の行政手続や司法手続を経て、最終的に権
利が無効と判断される場合や権利非侵害と判断される場
合も多い。ここで、専利侵害についての判断については、当
事者双方の主張を十分に勘案し、専門的かつ客観的なプ
ロセスを経て慎重に行なわれるべきである。また、当事者
間に専利権の有効性や専利権侵害の有無などに争いがあ
る場合は、最終的な判断は司法に委ねられるべきであると
考える。

したがって、専利権侵害において、専利権の有効性や専
利権侵害判断について当事者間に争いがある場合、専利行
政部門が司法判断を待たずに早急に取り締り（執行）を行
うことは問題であると考える。

さらに前述のようなオフライン現場での問題が、EC市場
の急速な普及拡大に伴って、オンライン上の店舗でも拡大し
つつあり、早急な関連法規の整備およびその統一的運用の
徹底が望まれる。

また、行政機関（専利行政部門）が専利権侵害行為を積
極的に取り締まることを前提として、
「専利行政法執行不服
手続指南（試行）」や「専利法執行行政応訴指南（試行）」
が制定された。しかしながら前述の如く、現在これらの上位
法である「専利法改正草案」の内容が議論されている状況
である。よって、上位法の「専利法改正草案」において専利
権侵害について司法機関や行政機関の関り方などの議論
が尽くされる前に、早急に下位法の内容を決めてしまうこと
は時期尚早となり混乱を生じる恐れがあると考える。

インターネットを介した模倣品販売

知的財産権の濫用となる場合の基準明確化

知的財産保護プログラムの整備

インターネットを悪用した模倣品販売について、ネットビ
ジネス量の増加により模倣品業者が急増し、1つのサイトで
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数千にのぼる出品のうち相当数の模倣品が販売されている
ともいわれている。各電子商取引（EC）サイト運営者は、知
的財産保護プログラムの整備や統一化、権利者との積極的
な情報交換等の自主的な取り組みを行っているが、模倣品
の多さに対応が追い付かない現実がある。また、ネット上の
取引においては相手方の顔が見えないため、名称を変えれ
ば容易に再犯がなされ、オフライン取引よりも模倣品業者
の特定が困難である。さらに、インターネット上で、外国企
業名と代理店または専用修理センター等の名称を勝手に
使ったウェブサイトが増えている。これらは外国企業と正式
に契約した企業であると消費者に誤認させる悪質な不正競
争行為である。
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国務院法制弁公室「専利法改正草案（送審稿）」第14
条、国家工商行政管理総局「知財濫用に関する独占禁止法
執行指南（第7稿）」、国務院独占禁止委員会｢知的財産権

濫用に関する独占禁止ガイドライン（意見募集稿）」におい
ては、
「専利権の濫用」について、
「公共の利益への損害」
や「競争の排除、制限」との関係で説明がされている。
これらは独占禁止法（55条）の知的財産の濫用に関し
ての解釈規定であり、このうち国務院独占禁止委員会「知
的財産権濫用に関する独占禁止ガイドライン（意見募集
稿）」は一連の規定を統合するものと理解される。そして、
前記のガイドラインでは濫用の分析･判断要素などが記載
されている。
しかしながら、前記ガイドライン（意見募集稿）において
は、濫用の分析・判断要素などが記載されているものの、判
断基準の細則、サンプルケースを用いた具体的分析、事例
集等が十分でないため、企業側としてどう判断されるのか
が合理的に予測し難い状況となっている。

第２部
共通課題・建議

また、現在は前記ガイドライン（意見募集稿）を含め、複
数の機関から別途に類似であるが相互に相違するガイドラ
インが公表された状態であり、このままでは却って混乱を招
くことが懸念される。

司法機関・行政期間の期日・期限設定

知的財産紛争において、在外者や意思決定機関が中国
外にある当事者、意思決定が中国語以外の言語でなされる
当事者は、地理的・言語的負担を強いられることになる。こ
こで、中国の行政・司法実務においては、当事者の対応期日
が期限・期日直前に設定されることが多々見受けられる。こ
のような場合、在外者や意志決定機関が中国外にある当事
者、意思決定が中国語以外の言語でなされる当事者は、中
国国内にあり中国語で組織内の意思決定がなされる一般的
な在内者に比べ、地理的、言語的に著しく不平等な状況で、
困難な対応を求められることになる。このような在外者等の
地理的・言語的な不平等を救済するため、十分な期間をお
いて期日・期限を設定する国や、当事者からの申し立て等に
より期日・期限を調整可能とする国もある。中国の知的財産
紛争においても、司法機関や行政機関が期日・期間を設定
する場合、在外者や意思決定機関が中国外にある当事者、
意思決定が中国語以外の言語でなされる当事者に対して、
負担軽減の救済策が考慮されるべきと考える。

知的財産訴訟における技術調査

知的財産訴訟の専門性や重要性に鑑み、近年主要3都市
へ知識産権法院が新設されると共に、多くの既存法院にお
いて知識産権法廷が設置されてきている。これらの法院や
法廷の特徴の一つに、技術調査官制度の導入がある。現在
の知的財産訴訟、特に専利関連訴訟においては、技術の高
度化・複雑化の観点から、知的財産訴訟制度のユーザーた
る当事者の技術調査官制度に対する期待は高い。しかしな
がら、現在の状況では、技術調査官の関与の有無や、関与し
た内容、技術調査官の心証や意見については、当事者は十
分に把握することができない状況である。すなわち、技術的
に高度な理解が要請される知的財産訴訟案件（専利有効性
判断、専利侵害判断）においても、当事者は技術調査官が
関与しているかどうか把握できない。したがって、各当事者
は明示的には技術調査官に対する技術説明の機会を与えら
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れておらず、技術調査官の見解を直接確認して意見を述べ
る機会も明示的には与えられていない。

知的財産権侵害対応における行政機関間の連携強化

近年、意匠権等の専利権と商標権若しくは著作権と商
標権というように、複数の知的財産権が同時に侵害される
ケースが見受けられる。このように複数の権利を侵害してい
る場合、一つの権利侵害で行政摘発を行っても、その後、
当該権利は侵害せずとも、他方の権利侵害が残ったままの
製品が市場に出回るケースが発生する。こうしたケースでは
他方の権利侵害で再度行政摘発を実施することで侵害問
題は解決することにはなるが、模倣品が長期にわたって市
場に残ることになる。このような事態を防ぐため、関係する
行政機関が相互に連携して複数の権利侵害について同時
に処理できるようになれば、早期に市場から模倣品を排除
することができ、消費者、権利者のみならず、行政資源の効
率的活用という観点からも非常に有効であると考える。
模倣品が商標権だけでなく、意匠権等の専利権も同時に
侵害しているような場合がある。このような場合、権利者が
一方の権利侵害を扱う行政機関に申し立てて行政摘発が
実施されるが、その後、侵害者がその一方の権利侵害のみ
に対策し、他方の権利に対しては何ら対策せずに権利侵害
を続ける場合がある。そのような場合、他方の権利侵害で
他方の権利侵害を扱う行政機関に改めて申し立てを行って
行政摘発が実施されれば最終的に解決することはできる。
しかしながら、これでは最終解決までに時間を要してしま
い、その間に他方の権利侵害をしている模倣品が長期間市
場に残り出回ってしまう。

実用新案権および意匠権の行使

実用新案等の出願・登録は近年急速に増加してきたが、
実用新案等は実体審査を経ないで登録されるため、無効理
由を有する権利の発生を防ぐことが困難である。このよう
な無効理由を有する権利は保護価値がないばかりでなく、
権利行使がなされた場合は、行使を受けた第三者に多大な
損害や負担を強いることとなり、さらに権利の濫用がなさ
れた場合は産業の発達も阻害される。

先使用権制度の運用

企業活動においては、営業秘密として保護するため、また
は専利化には及ばないとして、研究開発成果の専利出願を
行わない場合がある。しかしながら、情報漏洩等により後
発的に第三者が同じ内容を専利出願し権利化される場合
があり、このような場合に公平性の観点から認められるの
が先使用権である。しかしながら、中国の先使用権は、発
明ではなく実施製品についてのみ、使用を証明できた時点
の製造能力の範囲内でのみ認められるにすぎない。同じ発
明を利用した改良製品やその後に拡大した製造範囲は先
使用権が認められず、公平性の観点から先使用者の保護に
欠ける場合がある。

判決の執行

訴訟により、知的財産権侵害が認められた判決を得られ
ても、その履行が十分にはなされない執行難問題がある。

強制執行制度はあるが、被執行人が執行通知を拒絶した
場合や、財産を隠匿するおそれがある場合等に限られてい
る。また、最高人民法院は、2013年7月に「信用喪失被執行
者の名簿情報の公表に関する最高人民法院の若干規定」
を公布し、判決不履行者の社会的制裁を行うとし、また、
2016年4月に「『2、3年間で執行難の問題を基本的に解決
すること』の実行に関する業務要綱」の通知を発行したが、
その実効性は不透明である。

情報公開

第２部
共通課題・建議

専利復審委員会の審決や知的財産事件の人民法院の判
決の公開の促進、および公開促進に向けた当局の努力は評
価できるものである。しかしながら商標評審委員会による
審決は未だ十分に公開されておらず、専利復審委員会の審
決や人民法院が公開した判決書のみでは内容把握が難し
い場合や公開に時間を要する場合がある。最高人民法院
は、2013年11月に「人民法院のインターネット上での裁判
文書の公開に関する規定」を公布し、裁判文書の公開を進
めているが、予見可能性を高めて公平性を担保するために
も、各案件についてさらに迅速かつ適切な範囲での公開が
なされることが必要である。

技術ライセンス関連制度

中国技術輸出入管理条例は、外国から技術を導入するラ
イセンス契約において、中国ライセンシーが第三者の特許
権等を侵害した場合、外国ライセンサーが特許保証責任を
負うとしている。さらに、中国ライセンシーによる改良技術
は、中国ライセンシーの帰属となるとされており、これらは、
外国企業が中国企業に技術をライセンスする場合の障害と
なり、中国政府が目指す技術取引の進展に影響を及ぼすも
のである。

＜建議＞
1．知的財産の適切な保護の促進

(1)職務発明条例草案の再考
職務発明制度は、そもそも専利法および同法
実施細則において包括的に規定されており、
専利法のような上位規定がない植物新品種権
や集積回路配置権等の他の権利まで適用範囲
を広げることは、法体系上の混乱を招くこと
から、本条例を制定する必要はない。また、
仮に制定されるとしても、上記に鑑みて本条
例の対象を専利権のみに限定していただくと
ともに、事業体と発明者との間で合意された
「取り決め優先の原則」を徹底していただく
よう要望する。
(2)出願権利化プロセス・保護期間の合理化・
適正化
①実用新案・意匠における審査主義の導入
実用新案と意匠について、審査主義（実体審
査制度）を導入していただくよう要望する。
②意匠制度の見直し
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意匠出願について、上記の実体審査を導入い
ただくとともに、実体審査を前提として部分
意匠および秘密意匠制度を導入いただくよう
要望する。また、自己開示による新規性喪失
の例外適用も導入いただくよう要望する。さ
らに、意匠権については、ロングライフ製品
保護のため、保護期間を10年からさらに延
長していただくよう要望する。
③適切な商標審査
他者の悪意による出願を排除するため、外
国における馳名（著名）性、商標標識の顕著
性、地域ブランドを考慮した審査を行うとと
もに、類否判断において異なる商品役務区分
の馳名商標を含めた判断を行っていただくよ
う要望する。さらに、馳名商標の認定審査お
よび法院審理においては、現在のビジネス形
態に鑑み、中国国内でのホームページ閲覧数
やインターネット販売数、中国業界団体との
交流実績等の資料を出願人が提出した場合で
あっても、審査と審理の対象としていただく
よう要望する。
④商標審査における情報提供制度の導入
権利の安定性を高めることは、権利者自身に
とっても有益であることから、商標法等にお
いて、第三者による情報提供制度を導入して
いただくよう要望する。
⑤専利権・商標権の冒認出願への対策
他人の発明創造物・標章の内容を不正に取得
した者による専利権・商標権の冒認出願に対
抗するため、拒絶理由や無効理由に冒認出願
を加えていただくよう要望する。
⑥特許審査の迅速化・的確化
優先審査制度において、外国企業が実質的
に不利に扱われないよう基準の明確化や公
平な取り扱いを要望する。特に、2017年8
月1日付施行の「専利優先審査管理弁法」第
八条第一項および第二項では優先審査請求
書に対して国務院関係部門又は省級知識産
権局の推薦意見記入が要求されているが、
このような要件を削除いただくか、推薦基
準を明確化いただくよう要望する。また、
本弁法第三条（五）では「中国に初出願し
外国出願するもの」が優先審査の条件に挙げ
られているが、この条件を緩和し、中国初出
願でなくても外国関連出願が存在すれば優先
審査の対象としていただくよう要望する。ま
た、日中特許審査ハイウェイ（日中PPH）に
ついては、速やかな正式合意を行うととも
に、出願公開前の受理等の条件緩和をしてい
ただくよう要望する。
⑦特許請求の範囲や明細書の記載要件および補
正制限の緩和

サポート要件等の特許請求の範囲や明細書の
記載要件を諸外国のレベルに緩和していただ
くとともに、特許請求の範囲については、減
縮を目的としたものであれば、明細書および
図面に記載の範囲内での柔軟な補正や訂正を
認めていただくよう要望する。
⑧秘密保持審査制度の改善
中国における技術開発がさらに活発になる中
で、競争力を上げるためにも、中国で生ま
れた発明又は実用新案を外国に出願する場
合に必要となる秘密保持審査を行うことな
く外国出願できる制度としていただくよう
要望する。
⑨外国語出願の容認

第２部

英語や日本語など外国語での出願を認めてい
ただくとともに、外国語出願について翻訳文
の誤訳訂正を認めていただくよう要望する。

共通課題・建議

2．知的財産にかかわる公正な競争環境の実現
(1)模倣行為抑制に向けた諸施策
①再犯防止

再犯に該当する行為の統一化を図り、中央お
よび地方を含む工商行政管理局、質量技術監
督局、知識産権局、海関、公安機関による摘
発の処罰情報の共有化を要望する。また、再
犯を抑止するために、行政機関と公安機関と
の間で刑事移送の一層の円滑化をお願いする
とともに、海関が所有する輸出入者情報を権
利者に提供する等、権利者との連携も一層密
にしていただくよう要望する。さらに、再犯
行為に対する厳罰化の法運用を適切に進めて
いただくとともに、これらの取り組みを全国
規模で行っていただくよう要望する。
②違法経営額の統一的で適正な算定
摘発された模倣行為の処罰が適切に行われ
るためには、違法経営額の算出額が重要であ
り、当該算出手続を明確にし、統一的かつ適
正な運用を図っていただくよう要望する。特
に、電子商取引（EC）市場は今後もさらに
拡大していくことが見込まれるため、電子商
取引（EC）サイト運営者保有の販売記録を
違法経営額算定の根拠として統一的且つ積極
的に採用していただくよう要望する。
③模倣巧妙化への対処
行政機関に分業の繋がりを捜査する権限を付
与すること等の法整備を進めていただくよう
要望する。また、商標が付されていない商品
と商標ラベルとが見つかった場合、商標ラベ
ルが商品に付されることを客観的に判断し、
商品の押収もできるようにしていただくよう
要望する。
④登録商標等を不当に使用した看板への対応
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消費者保護の観点からも、他人の登録商標を
不当に使用し、消費者の誤認混同を誘発する
違法看板を速やかに撤去・是正させる仕組み
を確立するとともに、違法性認定基準を明確
にし、それを全国各地にて統一運用するよう
に指導いただくよう要望する。
(2)インターネットを介した模倣品販売の対応
①知的財産保護プログラムの整備強化
電子商取引（EC）サイト運営者による知的
財産保護プログラムの整備をさらに強化し、
模倣品販売サイトや他人の登録商標を不正に
使用したサイトの迅速な削除や再犯抑制の仕
組み作りおよびその運用がどのサイトにおい
ても均一になされるよう関係部門の指導が強
化されることを要望する。
②模倣品の海外流出への対応
電子商取引（EC）サイト運営者に対して、
海関との連携を強化し、電子商取引（EC）
サイト運営者保有のビッグデータを活用した
「海関布控」等、現状に即した海外への模倣
品流出を抑止する仕組みづくりを強化するこ
とを要望する。
3．知的財産にかかわる紛争処理の
公平化・合 理化

(1)専利権侵害に対する行政権限の適正化
専利権の有効性や侵害性について、当事者
間に争いがある場合、行政機関は職権等に基
づいて徒に決定・執行を行うことは避け、法
院との連携を取って司法判断に基づいて慎重
に対応していただくよう要望する。また、専
利行政法執行不服手続指南（意見募集稿）、
専利法執行行政応訴指南（試行）（意見募集
稿）については上述の要望を含めて専利法改
正過程で確り議論を尽くした後に具体的な基
準や手続について明確にしていただくよう要
望する。

(2)知的財産権の濫用となる場合の基準明確化
独占禁止法違反となる知的財産権の濫用に
ついては、「知的財産権濫用に関する独占禁
止指南（意見募集稿）」などで濫用などの分
析・判断要素が検討されている。これに対し
ては、公平性の確保などの観点から、濫用の
分析・判断要素のみならず、その要素の具体
的判断基準を明確にし、独占排他権たる知的
財産権の一般的な正当な行使が安易に知的財
産権の濫用と判断されることがないよう要望
する。また、現在複数の政府関係機関から類
似の案が示されている知的財産権の濫用に関
する基準判断規定・指南につき、複数の政府
関係機関に亘る唯一の統一的な基準（指南・
ガイドライン）を作成していただくよう要望
する。

(3)司法機関・行政機関の期日・期限設定におけ
る配慮
知的財産紛争において、地理的・言語的不
平等を解消するため、当事者の一方が外国企
業・在外者の場合、司法機関・行政機関は相
当な余裕を持って期日・期限の連絡を行なう
こと（例えば最低半月～1カ月前に当事者に
連絡して調整）、もしくは当事者の申し立て
により期日・期限を調整可能とすることを要
望する。

第２部
共通課題・建議

(4)知的財産訴訟における技術調査官制度の拡充
技術的に高度な理解が要請される知的財産訴
訟案件（専利有効性判断、専利侵害判断）に
おいては、原則として技術調査官を関与させ
ることを要望する。この場合、当事者双方に
よる裁判官および技術調査官に対する技術説
明の機会を設けると共に、技術調査官の見解
を双方当事者に開示して、双方当事者に意見
の機会を与えることを要望する。
(5)知的財産権侵害対応における行政機関間の連
携強化
一つの製品に対して、意匠権と商標権など複
数の行政機関にかかわる知的財産権が付与さ
れており、それらが同時に侵害された場合、
権利者が上記複数の行政機関内の一方に侵害
救済の申し立てを行った場合、その一方の行
政機関が上記複数の行政機関内の他方の行政
機関と連携を取って協調して同時摘発実施な
どの侵害対応とること、すなわち侵害対応に
おける行政機関間の連携強化を要望する。
(6)実用新案権および意匠権行使時の注意義務化
実用新案および意匠制度については、上記の
とおり審査主義の導入を建議するが、直ちに
導入することが難しい場合、実用新案権およ
び意匠権行使時の評価報告書提出の義務付け
する等、権利行使に一定の法的および行政的
制限を課していただくよう要望する。
(7)先使用権制度運用の適切化
先使用権の範囲（先使用権として実施が許容
される対象範囲、実施範囲）を拡大していた
だくよう要望する。すなわち、発明としての
同一性や事業目的の同一性を失わない範囲内
での実施形式・実施態様の変更を認めていた
だくよう要望する。
(8)判決の執行強化
強制執行権の拡大、強制執行不可能時の社会
的制裁の強化等により、判決による確定事項
を確実に執行する仕組みを作っていただくよ
う要望する。
(9)情報公開の促進
国家知識産権局・商標評審委員会の審決お
よび人民法院の判決の公開をさらにかつ速や
かに促進していただくと共に、これら資料の
電子版を各当局・人民法院のホームページ等
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から閲覧・取得できる仕組みの整備を要望す
る。また、営業秘密情報を除き、誰でも審査
資料、裁判資料の全部資料の閲覧を可能とす
る制度を設けていただくよう要望する。さら
に、重要な情報（全部若しくは要部）につい
ては英語などの他の言語での情報提供も検討
いただくことを要望する。
(10)技術ライセンス関連制度の是正
技術輸出入管理条例におけるライセンサーの過
大な義務を是正していただくよう要望する。

第７章
省エネ・環境

第２部

第13次五カ年規画期において、さまざまな環境関連の政
策が策定されており、2018年1月に「水質汚染防止法」が
施行され、2018年中に「土壌汚染防止法」が施行されると
みられている。今後も引き続き法整備が進むと考えられ、
法の実効性を高めるため、情報公開の徹底、監視体制の強
化や取り締まりなどの面での厳格かつ公平な執行が求めら
れる。

共通課題・建議

また、日系企業としては法令遵守について誠心誠意取り
組んでいくつもりであるが、対応する際に問題点が発生す
ることもあるため、関連業界・企業との情報交換、関係国
政府機関との調整も十分に行うことを要望する。

環境汚染問題の現状

中国共産党第19回全国代表大会報告

2017年10月に開催された中国共産党第19回全国代表大
会において、習近平国家主席は環境関連分野について「生
態文明体制改革を加速し、
『美しい中国』を建設する」と述
べ、具体的な政策として以下の6点を挙げている。①大気汚
染対策行動を実施し続け、青い空を守る戦いに勝利する、
②水質汚濁対策の推進を急ぎ、流域・沿岸海域の環境総合
対策を実施する、③土壌の汚染対策・復元と農業のノンポ
イント汚染対策を強化し、農村居住環境の整備行動を繰り
広げる、④固形廃棄物とゴミの処理を強化する、⑤汚染物
質排出者の責任を強化し、環境保護に関する信用評価や強
制的情報公開、厳重な処罰などの制度を十全化する、⑥グ
ローバルな環境対策に鋭意参加し、排出削減の公約を履行
する。
また、2018年3月に開催された第13期全国人民代表大会
第1回会議にて発表された政府活動報告では、2018年は汚
染対策でより大きな効果をあげるとしている。2018年は二
酸化硫黄（SO2）と窒素酸化物（NOx）の排出量を3％減ら
し、重点地区のPM2.5の濃度を引き続き低下させ、汚染物
質の排出基準を厳しくし、期限内の基準達成をはかるとし
ていた。さらに、水質・土壌汚染対策については、化学的酸
素要求量（COD）とアンモニア性窒素排出量を2％減らし、
汚水処理施設の整備を強化し、その利用料金徴収政策を充
実させることを盛り込んだ。

依然深刻な大気汚染の現状

2017年までにPM2.5の年平均濃度を1立方メートル当た
り60マイクログラム程度まで抑えるという目標を掲げてい
た「大気汚染防止行動計画」の目標も達成した。北京市で
は、2017年のPM2.5の年平均濃度は58マイクログラム（前
年比20.5％減）、PM10は84マイクログラム（8.7％減）、
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SO2は8マイクログラム（20.0％減）、NO2は46マイクログラ
ム（4.2％減）であった。大気汚染防止行動計画の目標は達
成をしているものの、国が定める年平均濃度の基準値を下
回っているのはSO2のみであり、依然として健康被害に影響
を及ぼす深刻な状況が続いている。
2017年9月には環境保護部等6部門より「第13次5カ年規
画期のVOC汚染防止工作法案」が出され、16の省市の石油
化工、化工、包装印刷、工業塗装等の重点産業および自動
車、石油製品運輸などの交通源VOC汚染に対して、2020年
までにVOC汚染防止管理体制を構築し、重点地域、重点業
界に対してVOC汚染排出削減措置を実施、VOCの総排出量
を2015年比で10％以上削減することを定めた。

環境関連制度の状況と政策動向
「水質汚染防止法」の発行

「水質汚染防止法」は、1984年に制定され、過去1996
年、2008年に2度改正されているが、2017年6月に全国人
民代表大会常務委員会にて3度目の改正に関する決定が採
択され、2018年1月1日より新「水質汚染防止法」が施行さ
れた。この改正では、条文が改正前の92条から全103条に
増加しており、55カ所が修正されている。改正前の枠組み
が基本的には維持されてはいるものの、実際の運用に即し
た内容が多く追加された。主な改正内容としては、①地方各
レベル人民政府の責任の強化、②重点水汚染物質の排出
に対し、総量規制制度の実施、③汚染排出許可証を取得す
べき排水・汚水を直接または間接に排出する企業・事業団
体およびその他の経営者について汚染排出許可証制度の
取得、④汚染排出許可証取得企業の水質汚染物排出モニタ
リングの実施、⑤飲料水に対する保護の強化、⑥違反事例
に対する罰則の強化があげられる。
企業に対する監督管理および処罰措置は強化され、企業
の違法リスクとコストを増大させることになるため、法の実
効性が高められるよう、情報公開の徹底、監視や取り締ま
りなど執行面において厳格かつ公平な対応を要望する。

「土壌汚染防止法」の発行

「土壌汚染防止法」を2018年に施行すべく、2018年1月
には2回目のパブリックコメント募集を行った。同法は、土
壌汚染を防止し、農産品の品質安全と国民の健康を守り、
土壌資源の持続利用を実現し、環境を保護・改善し、生態
文明を促進することを立法目的としている。第2回目の草案
は、100の条文からなっており、土壌汚染に対する政府、企
業、個人の責任や義務を明確化し、政府は10年毎に全国の
土壌汚染状況を調査する「土壌環境状況センサス」を実施

すること等も規定している。

されるなど、次のように変更されている。

2018年中には施行される見通しとなっており、
「土壌汚染
防止法」の導入にあたっては、企業に対して影響が出る部分
について企業に対する説明会を開催する等、事前に情報周
知が徹底されることを強く要望する。

(1)旧中国版RoHS（2006年2月公布、2007年3月施行）

工業危険廃棄物処理状況

第２部
共通課題・建議

環境保護局が2017年11月に発表した「2017年全国大・中
都市個体廃棄物汚染環境防止年報」によれば、2016年の
大・中都市における一般工業固体廃棄物量は14億8,000万
トン、工業危険廃棄物量は3,344万6,000万トン、医療廃棄
物量は72万1,000トン、生活ごみ量は1億8,850万5,000トン
である。一方で、2016年末の全国各省（区、市）における危
険廃棄物経営許可証の発行数は2,195件、企業の処理能力
規模は6,471万トン/年、実際の企業処理規模は1,629万ト
ン（自社処理量は除く）となっている。また、環境保護部が
公安部と連携して実施した危険廃棄物環境違法犯罪行為
の取り締まりの中で、全国の危険廃棄物取扱関連企業4万
6,397社への査察のうち、立件審査数は1,539件、公安機関
での刑事責任追及数が330件発生した。
2015年以降、環境保護にかかわる取り組みの強化に伴
い、地域によっては多くの危険廃棄物処理業者が廃業し、
産業廃棄物処理業者および処理可能量が慢性的に不足す
る状況となり、処理価格の高騰、処理待機時間の延長と
いった問題が生じている。そのため、地域の企業ニーズを把
握した上で、処理業者の誘致や、環境と安全に配慮した一
時保管場所の提供等に取り組むことを要望する。

中央環境査察結果

2016年から2017年まで約2年間にわたり、中国環境保護
監督査察が全国を査察し、受理した住民からの陳情・告発
案件は約13万5,000件、立件処罰は2万9,000社、処罰額は
14億3,000万元、立件調査は1,518件、拘留者は1,527名で
あり、党政府の指導者や幹部1万8,448名が行政指導され、
責任追及者は1万8,199名にのぼった。
日系企業も含めた外資系企業も定期的に当局からの査察
が入り、中には、一部の担当者から法令に基づかず、必ずし
も必要とは考えられない設備設置等の命令を受けるケース
も報告されている。企業にとっては担当官に逆らうことがで
きず、また、外国企業向けの相談窓口も無いため、従わざる
を得ないケースも報告されているため、行政指導については
その根拠法令やデータ等での違反根拠を書面で示すととも
に、外国企業向けの相談窓口を設置し、第三者による厳正
な審査を行うとともに適切な処分を実施する等の配慮をい
ただきたい。

電子情報製品汚染制御管理弁法 (中国版RoHS)

大量に販売される電子情報製品に関して、有害物質の含
有量を削除し環境汚染を低減することを目的に2007年か
ら施行されていた「電子情報製品汚染制御管理弁法」
（旧
中国版RoHS）は、2016年1月21日に公布された「電器電子
製品有害物質使用制限管理弁法」
（現行の中国版RoHS）
に改正され、その対象は、電子情報製品だけでなく、白物家
電製品、照明機器、電動工具等を含む電器電子製品に拡大
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①対象有害物質：鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、
PBDE
②対象品目：電子情報製品
電子レーダー製品、電子通信製品、ラジオ・テレビ、コン
ピュータ、家庭用電子製品、電子材料、その付属製品等
（目録指定あり）
③制度内容：
［第1ステップ］
対象製品の設計および生産時に無毒・無害あるいは毒
性や害の少ないもの等を採用し市場に投入する場合、
製品あるいは説明書に環境保護使用期限、有害有毒物
質の名称、含有量等を注記すること
［ 第2ステップ］
（第2ステップの制度の準備が整わず、未実
施。）
汚染制御を重点管理すべきものとして産品を指定し、
その産品の有害物質使用制限等に関して強制的な製品
認証管理（CCC制度）を行うこと
(2)現行中国版RoHS（2016年1月21日公布、2016年7月1日
施行）
①対象有害物質：鉛、水銀、カドミウム（およびそれぞ
れの化合物）、六価クロム化合物、PBB、PBDE
②対象品目：電器電子製品
旧中国版RoHSの電子情報製品に加えて白物家電製品、
照明機器、電動工具等の広範囲な電器電子製品に拡大さ
れている（Q&Aで例示や対象外となるものの説明はある
が、目録指定はない）
③制度の主な変更内容：2016年7月1日から施行されて
おり、規制の対象は
［第1ステップ］（従来どおり）
［第2ステップ］
・第2ステップの有害物質使用制限について合格評定制
度が構築されることとなり、認証機関による認証のほ
かに、企業の自己適合宣言も認められる制度に変更さ
れた。
・対象品目は2018年3月12日付工業情報化部公告第15
号で冷蔵庫、エアコン等12品目が示されている。
現行中国版RoHSでは、第2ステップの制度が強制認証か
ら合格評定制度に変更されたところであるが、合格評定制
度の詳細は不明であり、今後示される制度の詳細を確認す
る必要がある。

廃棄電器電子製品回収処理管理条例 (中国版WEEE)

「 廃 棄 電 器 電 子 製 品 回 収 処 理 管 理 条 例 」（中 国 版
WEEE）は、廃家電のリサイクルの促進を目的として2009年
に公布され、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコンの
5品目を対象に2011年1月1日から施行されたものである。こ
のリサイクル制度は、対象製品の生産者および輸入業者が
リサイクル基金を納付し、当該基金からリサイクル事業者に
補助金が支給されることにより、廃家電のリサイクルを推進
する仕組みである。

対象製品は当初の5品目に加え、2015年2月に温水器、レ
ンジフード、携帯電話、複写機、プリンター、モニター等が追
加されて14品目となり、追加品目については2016年3月から
実施されることとなっていたが、2018年3月時点では対象品
目の詳細定義、賦課金の徴収基準、補助金の額等が示され
ておらず、賦課金徴収等は開始されていない。
リサイクル工場に対する補助金については、リサイクル事
業者が補助金申請後、交付が約1年以上遅延しているなど、
制度の仕組み自体に改善を要する事項が残っている。

＜建議＞
第２部
共通課題・建議

①大都市圏および周辺地域の大気汚染は、「大気
汚染防止行動計画」で掲げられた大気質の目標
を達成したものの、国が定める年平均濃度の基
準値を上回っており、健康的な事業活動が行え
ない重度の汚染も多くみられる。また、水質汚
染、土壌汚染などの環境問題も早急な対策が求
められている。汚染データの測定・公表による
情報開示を進め、国民の環境意識の向上に努め
るとともに、環境規制および執行体制の強化、
執行の透明性向上など抜本的な対策を求める。
また、日系企業としても環境汚染の改善に役立
つことを望んでおり、技術・設備の導入普及
等、関係のプロジェクトにさらに参与させてい
ただきたい。
他方、地域の汚染濃度が一時的に高まった、も
しくは高まる可能性がある場合の操業停止等の
措置について、任意の工場に突発的に指示する
ことは避け、事業者選定の客観的基準の公表、
事前通知の徹底等、公平かつ合理的なルールを
構築することを要望する。
②環境・省エネ関連の政策・法律・計画の策定過
程において、外資企業を含む関連業界との情報
交換、関係国政府機関との調整も十分に行いつ
つ進めるとともに、実施細則等の規制の整備や
解釈の明確化、問い合わせ窓口の明確化が引続
き必要である。手続等については透明性・公正
性の確保を要望する。また、新しい制度やプロ
ジェクトを開始する際に提案や申請を募集する
場合、優れた製品や技術を普及させる観点か
ら、十分な時間を用意すべきである。外資企業
との交流会または外資企業に対する法規制に関
する研修会については実施されるようになり、
取組みは徐々に進んでいることから、さらなる
発展を要望する。
③環境保護法の改正等によって、法令違反の企業
に対する罰則は強化されている。日系企業とし
ては法令遵守については誠心誠意取り組んでい
くつもりであるが、法令遵守を適切に行うこと
ができるよう、地方政府等による監視や取り締
まりなど執行面において、担当者の恣意的な対
応ではなく、内外資問わず統一した基準などに
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基づく運用がなされることを要望する。加え
て、企業に対する行政指導等の際には、その根
拠法令やデータ等の違反根拠を書面で示す等の
説明を要望する。また、新たな規制を執行する
際、地方毎、局毎のGB、DBとの統一性を持た
せた上で、既存設備への適用については、猶予
期間・経過措置を設けるなど、必要な配慮をい
ただきたい。また、環境基準に合わせた燃料等
を使用したくても、天然ガス等インフラが整備
されておらず猶予期間内での切り替えが困難な
場合があり、通達等で規制する前に、インフラ
整備の面でも配慮いただきたい。さらに、中央
政府・地方政府、環境NGO等が協力し、違反企
業に対する取り締まりの強化と罰則の徹底を図
ることを要望する。
④省エネ・汚染物排出削減目標の対応について
は、より広い視野に立った総合的な政策的対応
をすべきである。省エネ・環境改善のための改
造・設備更新を行う企業に対する優遇策、資金
面などの支援、地域間での執行の差の縮小、設
備投資のスピードなど企業の能力を考慮する
こと等を要望する。また、ISO等認証取得企業
に対する優遇施策等について検討を要望する。
また、所属区政府からの補助は、手続が相対的
に簡単で承認が早いが、市、国からの補助は手
続が複雑で承認が遅いという状況がある。その
ため、申請資料を含む手続の統一化および簡素
化、審査の加速化を要望する。
⑤危険廃棄物について、資格のある業者への委託
処理が必要となるが、業者の処理能力が不足し
ており、また、市外への持出処理については受
入地での承認が必要となっていることから、日
系企業の活動に影響を与えている。そのため、
危険廃棄物46区分の区分別のニーズ把握を行
い、需要のある区分・地域に処理業者を早急に
誘致し、市外、省外移転の審査手続をできるだ
け簡易にすると同時に、危険廃棄物自社リサイ
クルへの規制緩和・奨励策の導入について要望
する。
⑥省エネ・環境関連ラベル制度において、認証、
試験、ラベル貼付等に時間やコストがかかる現
行制度の合理化を要望する。例えば、「環境配
慮製品」として一種類のラベルに統合するこ
と、多地域での相互認証を認めること等を要望
する。また、対応にあたっては、企業の対応時
間に考慮したスケジュールを事前に設定し、そ
のスケジュールを堅持することを要望する。さ
らに、環境配慮製品を普及させるため、政府調
達額などの計画目標や実績の公開を要望する。
⑦2017年12月に中国国家発展改革委員会より発
表された排出量取引制度の全国導入について
は、まずは電力業界のうち年間エネルギー消
費量が1万トン標準炭（CO2換算で約2万6,000
トン）を超える事業者約1,700社が対象となる

が、今後他の業種にも拡大される予定となって
おり、外資系企業も含めて広範囲に影響を及ぼ
すことが想定される。発表内容では、その他の
業種への拡大時期等が不明確であり関係事業へ
の影響についての予見性、蓋然性を持つことが
できないため、今後とも外資企業を含む関連業
界との情報交換、関係国政府機関との調整も十
分に行いつつ進めることを要望する。
⑧電器電子製品有害物質使用制限管理弁法（中国
版RoHS）

第２部
共通課題・建議

・「電子情報製品汚染制御管理弁法」に替えて
2016年7月1日から「電器電子製品有害物質使
用制限管理弁法」が適用され、合格評定制度の
対象品目（「電器電子製品有害物質使用制限目
標達成管理目録」対象品目）については、別途
定められることとなっている。これについて、
対象品目の追加・拡大等を検討される場合に
は、外資系企業に対しても十分な説明を行い、
制度策定手続の透明性・公正性を確保すること
を要望する。
・対象品目の制定や追加・拡大等を検討される場
合には、これら対象品目における対応時間を考
慮し、実施まで十分な猶予期間を設定するよう
要望する。
・合格評定制度（認証制度など）については、国
内外およびサプライチェーン全体の企業負担の
軽減を図りつつ有害物質削減制度を効率的に実
施する観点から、先進国並みに生産者自身が適
合性を証明できる仕組み（自己適合宣言）を導
入することを要望する。例えば、欧州等の制度
を参考に中国に最適な制度を作成いただくよう
要望する。
⑨廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中国版
WEEE）
・リサイクル制度において、処理基金の徴収額の
設定（決定）根拠、処理実態、補助金の支給や
その他の基金使途の状況について不透明であ
り、公平性を確保するために公表を要望する。
・対象品目が追加され、2016年3月1日から適用
されることとなったが、これらの追加品目を含
め、品目の対象とその徴収基準額が処理実態を
反映させ、公平性を確保するために、品目毎に
基金が管理されること、また、その実態に合わ
せて補助金額や徴収金額の見直し、対象品の削
除も含めて対象品目の見直しが適切に行われる
よう要望する。
・また、当該制度に参加している事業者間の公平
性を確保するためにも、認定リサイクル事業者
への補助金の支払いが速やかに行われるよう要
望する。
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第８章
技術標準・認証
技術標準・認証の現状
中国の技術標準・認証にかかわる状況

第２部

「標準化法」は1989年4月1日に発効してから既に30年近
くが経過したため、国家標準化管理委員会は2002年に「標
準化法」の改正作業に着手し、全面的に改正された「標準
化法」の改正案を2015年末に国務院での審査に送付した。
改正後の新しい標準化法は2018年1月1日に施行された。

共通課題・建議

標準化体系の改革
国務院は2015年8月に「標準化事業の改革深化にかかる
プランの徹底実施のための行動計画（2015～2016年）の
通知」
（本章において以下「行動計画の通知」）を発表し、
また同年12月には、
「国家標準化体系構築発展計画（2016
～2020年）」を発表した。これらは、
「第13次五カ年規画」
における標準化事業の改革深化にかかる方向性と標準化事
業発展の全体的な青写真を示している。
この標準化事業にかかる改革は、標準化の全体調整のため
の仕組みづくりの他、①国、業界、地方のそれぞれが制定して
いる強制的標準規格の統合と簡素化、②推奨標準規格の統
廃合・重複排除などの改善と産業・技術の発展状況に適合し
ない標準の見直し、③学会、協会、照会、連合会といった民間
の組織や産業技術アライアンスなどの標準化団体による標準
規格制定の奨励、④企業標準規格の規制緩和と活性化、⑤標
準規格の国際化レベル向上、などがまとめられている。

新規標準化法の概要
新規標準化法に定めている標準の定義によると、標準と
は、農業、工業、サービス業および社会事業等の領域で統
一すべき技術規格を指す。
新規標準化法では、中国の標準と関わる主な領域は農
業、工業、サービス業とされた。改正前の標準化法では、工
業領域を重点領域とし標準を制定し、現代農業およびサー
ビス業に関連する標準は少ない。改正後の新規標準化法は
標準化の領域を拡大し、農業、サービス業および社会事業
を標準の制定対象範囲に追加している。
新規標準化法では、標準の制定機関によって標準を国家
標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準に分類し
ている。

国家標準

国家標準とは、全国の経済、技術発展に重要な意義を有
し、国務院標準化行政主管部門が批准して公布し、全国で
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統一的に適用する標準としている。また、国家標準は強制標
準、推薦標準に分けられている。強制標準は遵守されなけ
ればならず、如何なる企業の生産の製品または提供のサー
ビスは強制標準に符合しなければならない。推薦標準は企
業が自主的に選択して採用するが、企業は推薦標準の採用
を選択した場合はその製品またはサービスは当該推薦標準
に符合しなければならない。

強制国家標準

強制国家標準は、人身健康および生命財産安全、国家安
全、生態環境安全および経済社会管理の基本需要を満たす
ために制定され、対象範囲内の製品やサービスなどに強制
的に適用されている国家標準とされている。もし製品やサー
ビスなどが強制国家標準に合致していない場合は製造・販
売・輸入または提供・供給を行ってはならない。
強制国家標準は国務院、または国務院授権の機関の批准
後に公布される。

推薦国家標準

推薦国家標準は、基礎・通用の必要に応じて、または強制
国家標準とセットして、あるいは各種関係業界に指導的な
役割を果たす必要な技術要求を満たすために制定された国
家標準とされており、対象範囲の製品やサービスに強制的
に適用されていない。通常、推薦国家標準は企業に強制的
な拘束力がないが、企業が推薦国家標準の採用を選択した
場合は当該推薦国家標準の拘束力を受ける。
推薦国家標準は国務院標準化行政主管部門が制定する。

業界標準

業界標準は、推薦国家標準が制定されておらず、関連業
界範囲内で統合すべき技術的要求を満たすために制定され
た基準である。新規標準化法の実施前に制定された業界標
準は強制標準および推薦標準があるが、新規標準化法の実
施後に制定する業界標準は全て推薦標準になる。
業界標準は国務院関連行政主管部門が制定し、国務院
標準化行政主管部門に届出する。

地方標準

地方標準は、地方の自然条件、風習などの特殊な技術的
要求を満たすために制定される標準を指す。新規標準化法
の施行前に制定された地方標準は強制標準および推薦標
準があるが、新規標準化法の実施後に制定する地方標準は
全て推薦標準になる。
地方標準は省、自治区、直轄市、区を設置している市（批
准後）の人民政府の標準化行政主管部門が制定し、国務院

標準化行政主管部門に届出し、且つ国務院標準化行政主
管部門が国務院関連行政主管部門へ報告する。

団体標準

団体標準は、学会、協会、商会、連合会、産業技術連盟等
の社会団体は関連市場主体と共同で、市場およびイノベー
ションの需要を満たすために制定する標準とされる。団体
標準は、新規標準化法で新たに定められた標準であり、新
規標準化法の実施前には団体標準は存在していない。
団体標準の制定については事前に行政許認可を得る必要
がなく、社会団体や産業技術同盟は自主的に制定して公布
することができるとされる。国務院標準化行政主管部門と
国務院関連行政主管部門は共同で団体標準の制定に対し
てその規範化、指導、監督を行う。

第２部

企業標準

共通課題・建議

企業標準は、企業の社内で統合を必要とする技術的要
求、管理的要求および業務的要求を満たすために制定され
る標準とされる。国家は、企業が国家標準・業界標準・地方
標準より高く、競争力を有する企業標準を制定することを勧
奨するとしている。
企業標準は企業が制定し、企業の法定代表者またはその
授権の主管責任者が承認して公布する。

中国における標準化活動における
外資企業の参加
中国における外資企業の標準の制定過程などへの参加に
ついては、国務院が2015年3月に「標準化作業の深化の改
革方案」を公布し、外資企業が中国標準の制定に参与する
ことを一層緩和することを定めた。さらに、国務院は2017年
1月に「対外開放の拡大、外資の積極的な利用の若干措置に
ついての通知」を公布し、内資・外資企業が公平に中国の標
準化作業に参与することを促すことを定めている。
これをうけ、2017年11月に国家標準管理委員会・国家発

展改革委員会・商務部は連名で「外商投資企業の中国標
準化作業への参与に関する指導意見」を公布した。当該指
導意見では、外商投資企業（外商投資企業は、中外合弁企
業、中外合作企業および外商全額出資企業であって、海外
の企業またはその他の海外の経済組織が中国国内に設置し
た支店機構を含まない。）は中国の標準化活動に参与する
場合、内資企業と同等の待遇を得るとされている。これによ
り外相企業は
①国家標準の起草活動と国家標準の外国語版の翻訳活動
への参加、
②全国専門標準化技術委員会（サブ技術委員会、活動グ
ループなどを含む）に委員または観察員として参加、
③ISOの関連活動への参加
などが可能であると規定されている。

標準に関わる特許に関する規定
国家標準化管理委員会と国家知識産権局は、2013年12
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月19日に「国家標準に関わる特許の管理規定（暫定施行）」
を制定し、2014年1月1日より施行した。これは、国家標準の
管理業務を規範化し、イノベーションと技術の進歩を奨励
し、国家標準における新技術の合理的採用を促進し、一般
公衆と特許権者および関連権利者の合法的権益を保護し、
国家標準の効果的な実施を保障するための規定であるとし
ている。この制定前の2012年12月に意見募集稿が公表さ
れたところ、用語の定義や手続に曖昧な点があり、さらに、
標準化団体等で規定されているパテントポリシー（例えば、
ITU/ISO/IEC共通パテントポリシー）との整合・調和をさら
に図るべきであることから、中国日本商会として意見書を提
出したが、十分には採用されていない状況である。当該規定
の実施規則として、2014年5月1日から、推奨標準であるGB/
T2003.1「標準制定の特別手続 第一部分：特許に関わる標
準」が施行されたところ、当該規定の今後の運用について注
視していくことが重要である。
また、標準必須特許の扱いについては、最高人民法院か
ら公表されて2016年4月1日から施行された「専利権侵害紛
争事件の審理における法適用の若干の問題に関する最高
人民法院の解釈（二）」の第24条に記載されているほか、
2018年3月現在、国務院で作成されている第4次専利法改
正案および知的財産権濫用に関する独占禁止ガイドライン
においても検討されている。今後、同専利法改正および同ガ
イドライン策定の動向を注視する必要がある。

個別事例（情報セキュリティ関係）
IT製品の情報セキュリティ審査制度
情報セキュリティの基本法として、2016年11月に「サイ
バーセキュリティ法」が公布され、2017年6月から施行され
ているが、2018年3月末現在、関連する部門規章、国家標準
等の細則は未整備の状況であり、また、既存制度（情報セ
キュリティ認証制度（CC-IS）、情報セキュリティ等級管理弁
法（MLPS）等）との関係も明らかになっていない。
サイバーセキュリティ法の規定によって、ネットワーク運営
者には、サイバーセキュリティ保護能力を有することが求め
られており、国が実施するサイバーセキュリティのレベル別
保護制度に基づき、コンピュータウイルス、サイバー攻撃等
を防止する技術的措置などの安全保護義務を履行しなけれ

ばならないとされている。ネットワーク製品・サービスには、
関連する国家規格の強制的な要求事項に適合すること、そ
のサプライヤーには、サービスを継続することが求められて
いる。また、重要情報インフラとされる公共通信・情報サー
ビス、エネルギー、交通、金融、その他の重要情報インフラ
の運営者に対しては、国が実施するサイバーセキュリティの
レベル別保護制度に基づく重点保護が適用され中国国内で
生じる個人情報および重要データを中国国内に保存するこ
とや、国外に提供することを制限する等の規定がある。重要
情報インフラの運営者が調達するネットワーク製品・サービ
スについては、国家の安全に影響を及ぼす可能性がある場
合、国が実施する安全審査を通過しなければならないとさ
れている。なお、個人情報・重要データの国外持ち出しにつ
いては、2017年4月の「個人情報と重要データ越境セキュリ
ティ評価弁法（意見募集稿）」によると、重要情報インフラ

以外のネットワーク運営者も規制されると思われる。
制度の対象、検査制度等、具体的な内容については、今
後、弁法、規則、ガイドライン、国家標準などの細則の制定
により明確になってくるとされていが、これらの制度におい
て、情報技術製品・サービスおよびその提供者、利用者に対
し、厳しいセキュリティ審査が実施される可能性がある。

商用暗号管理条例

第２部
共通課題・建議

1999年に導入された商用暗号管理条例では、海外で生産
された暗号化製品の中国への持ち込みや使用についても申
請・許可が必要とされ、また、その対象製品は暗号化、解読
化の操作を中心とする機能の専用機器およびソフトにのみ
に限るとされていたものであったが、国家暗号管理局は、こ
の商用暗号管理条例を改正すると2011年に声明を発出して
いたところである。この法改正の動向については、2017年4
月12日付で「暗号法（案）」に対する意見募集が行われてお
り、同法の規定の一つとして商法暗号が位置づけられる見
込みである。また、2017年12月1日付国家暗号管理局公告
第32号により、商用暗合管理条例に基づき制定されていた
「商用暗号製品販売管理規定」、
「商用暗号製品使用管理
規定」、
「域外組織や個人の暗号製品中国使用管理弁法」
の3つの規定が廃止され、また「商用暗合研究管理規定」、
「商用暗合製品生産管理規定」、
「電子認証サービス暗合
管理弁法」の3つの規定が一部改正（主体の指定の廃止な
ど）されている。

＜建議＞
標準化法改正により、強制標準の国家標準への一
本化、団体標準の制定、各種標準間の整理、統廃
合の取組といった制度改善に向けた進展は評価で
きる。また、標準化法改正や標準の制定、改定に
おいて、パブコメを実施されており、制定プロセ
スが改善されているものと評価できる。サイバー
セキュリティ法に関する説明会も実施されており
説明する努力は認められる。引き続き、国際的に
オープンな形で透明性を高め、公平性を確保し、
イノベーションを阻害しかねない制度や運用が改
善されるべく、下記を要望する。
＜透明性の向上、
公平性の確保
（※制度設計プロセスへの要望）＞
①国家標準の解釈や制度運用による混乱を防ぎ、認
証、試験等にかかわる、さらなる手続透明化と
合理化を図ることを要望する。
②国家標準、業界標準などの公的標準策定プロセ
スにおいて、例えば会員資格、会員費用などを
内資・外資で区別されることが依然見られるな
ど、標準工作組によって運営方法が統一されて
おらず透明性に欠ける。標準化活動にかかる策
定・改定過程は、公開を原則とし、外国企業の
標準化技術委員会や標準化策定工作組などへの
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参加を中国企業と同等の条件とするなど、外資
企業の参画も容易にすることで透明性と公平性
を高めるよう要望する。
③強制標準や認証等の実施に当たり、企業に影響
を与える規定や内部書簡、解釈、説明会の開催
情報と一般的な質疑応答（FAQ）等に関する情報
は、会議の開催を通じて内容を伝えるだけでは
なく、関連する全ての機関・部門のホームペー
ジ上に即時かつ正式に公布するよう要望する。
また、新規分野などについて、標準策定部門の
早期明確化、提案窓口一本化に努めていただく
よう要望する。
④標準公布日から実施日まで、十分な猶予期間を取
るよう要望する。特に強制標準については、公に
誰もが入手可能となった日を起算日として、1年間
ないしは2年間の猶予期間を確保するべきである。
＜イノベーションの基盤として
（※標準内容への要望）＞
⑤一部の標準において、現実には実現し得ない試験
条件の設定や目標値、理想値のような高い数値設
定が見受けられる。過度なスペックや、過度に詳
細化した標準の策定は避けるよう要望する。技術
水準や社会状況が考慮されない標準は、技術進歩
や自由な競争を阻害しかねず、イノベーションを
進める中国政策の方向性にも反する。
＜情報セキュリティ認証制度＞
⑥2016年11月7日に公布され2017年6月1日から施
行されるサイバーセキュリティ法について、そ
の具体的な内容は弁法、細則、標準等により明
確になると国家インターネット情報弁公室から
説明されているが、これらの細則、標準等の制
定プロセスにおいて、外資系企業を含む関係者
の意見を取り入れるとともに、外国製品を差別
的に取り扱うことのないよう制度の制定や運用
面での配慮を要望する。
⑦また、本制度との関係が不明であるが、従前よ
り運用されている、情報セキュリティ認証制
度（CC-IS）、情報セキュリティ等級管理弁法
（MLPS）の運用においても、外資企業が不当に
差別されることがないよう、制度・運用面での
改善を強く要望する。
⑧サイバーセキュリティ法に関する規制において、
クラウドサービスなどの新しいビジネスの発展
に妨げとならないよう、また、これらのビジネ
スで外資企業が不当に差別されないよう、制度
設計や制度の運用に配慮されるよう要望する。
⑨暗号法の制定が検討されている中で、商用暗合
については、その運用に際し2000年に発出した
商用暗号管理条例に関する通知を尊重するとと
もに、同条例改正の検討に際しては手続の透明
性、公正性を確保し、日本の産業界の意見に十
分に配慮することを強く要望する。

第９章
物流

第２部
共通課題・建議

2017年の実質GDP成長率は6.9％、2016年まで6年続けて
前年の伸びを下回っていた実質成長率は2010年以来7年ぶり
に前年の伸び率を上回り、6.5％前後という政府目標を達成
した。この結果を受けて中国経済の好転が伝えられることも
多くなったが、2017年は10月の第19回共産党大会に向けて
大規模な景気対策がとられたことや、世界経済の好調を受け
て米国や欧州への輸出が拡大したことがGDPの成長を押し
上げたという見方が一般的である。2018年はGDP成長率の
政府目標が昨年と同じく6.5％前後に据え置かれ、経済成長
は再び減速に転じると予測されている。しかし、政府は質の
高い経済成長を基本方針として掲げており、サプライサイド
構造改革を始めとする重点活動が推し進められ、中長期的に
はより安定した成長に繋がることが期待される。
社会を支える重要インフラである物流分野でもさまざまな
面で改革が推し進められており、めざましいスピードで変化
が起こっているが、国内消費拡大や対外開放政策に呼応し、
インフラ整備や技術革新が今後も着実に進展することは確
実である。

経済環境

産業別で見ると、第三次産業のGDP構成比率が51.6％、成
長率も5年続けて第二次産業を上回っており、経済の牽引役
は第三次産業に移行しつつある。しかし、先進国と比較して第
二次産業の比重が大きく第三次産業の比重が小さいという構
成に大きな変化はなく、サービス市場にはまだ拡大の余地が
ある。
需要構造では最終消費の寄与率が58.8％と、前年より低下
はしたものの、経済成長への貢献度は大きく、消費が景気を下
支えしている。個人消費に関しては小売売上高のGDPに占める
割合が44.3％に達し、中でもインターネット小売は著しい伸長
を見せており、消費の裾野を広げている。

表１：中国の輸出入総額の比較（単位：億ドル）
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年

輸出
金額
前年比
22,635 7.4%
20,974 △7.7%
22,765 △2.8%
23,427 6.1%
22,100 7.9%

輸入
金額
前年比
18,401 15.9%
15,874 △5.5%
16,820 △14.1%
19,603 0.4%
19,229 7.3%

輸出入合計
金額
前年比
22,635 11.4%
36,849 △6.8%
39,586 △8.0%
43,030 3.4%
41,603 7.6%

出所：海関統計資訊網、海関信息網

低迷が続いていた貿易は回復傾向にある（表1参照）。輸出
額、輸入額とも2015年、2016年と続けて前年実績を割り込ん
でいたが、2017年は3年ぶりに前年実績を上回った。特に輸入
の伸びが大きく、これは石油や天然ガスなどのエネルギーの輸
入が拡大していることが直接的な要因であるが、景気刺激策
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の効果によるエネルギー需要の拡大や、大気汚染対策が強化
を受けた代替エネルギーの輸入増加など政策的な要因が背
景にあると言われている。国別では対米貿易の改善が大きく、
対前年で輸出が11.5％増、輸入が14.5％増となったが、対米貿
易黒字は2016年比で約10％増となり過去最高を記録、中米間
の貿易摩擦が懸念されている。

表２：2017年中国の輸送モード別貨物輸送量
輸送モード
鉄道
道路
水運
民間航空
パイプライン
合計

貨物輸送重量（単位：億トン）
重量
前年比
36.9
10.7%
368.0
10.1%
66.6
4.3%
0.071
5.7%
7.9
7.3%
479.4
9.3%

貨物回転量（単位：億トン・キロ）
回転量
前年比
26,962.2
13.3%
66,712.5
9.2%
97,455.0
0.1%
243.5
9.5%
4,757.2
13.4%
196,130.4
5.1%

出所：2017年国民経済と社会発展統計公報

貨物輸送量を見ると、表2の通り、2017年の実績は全ての輸
送モードで前年を上回っており、荷動きは堅調であったことが
わかる。前年まで減少傾向が続いていた鉄道輸送は大幅な回
復に転じているが、これはトラック輸送に課せられた積載重
量規制や汚染防止対策強化のための石炭輸送制限などによ
り、貨物が道路輸送から鉄道輸送に流れたことによるもので
ある。しかし、そのような状況にあっても、道路輸送は大きな伸
びを見せており、インターネット販売を始めとした個人消費が
拡大したこと、物流関連への投資が増大してインフラ整備が進
んだこと、貿易の復調に伴い輸入貨物の物量が増えたことな
ど、景気の好調さが輸送量の増加にも大きく寄与したことが見
て取れる。
2018年は高速成長よりも質の高い発展と効率の向上を目指
す方針が示されており、短期的には痛みを伴う構造改革に重
点が置かれ、景気対策も一息つくことで経済成長が緩やかに
減速すると見られている。しかし、工業からサービス業、投資
から消費へと経済成長の牽引役の転換が進み、国家主導での
取り組みが進められるテクノロジー分野が新たな成長エンジ
ンとして育ちつつある状況から、必ずしも悲観的な状況にはな
く、むしろ将来の安定成長継続を期待することもできる。

物流情勢

所得水準の向上や都市と農村の所得格差の縮小もあり、個
人消費は拡大を続けているが、特に荷量急増への対応を迫ら
れる中国のインターネット通販や宅配の大手は積極的に物流
の技術革新を進めている。ロボット導入による無人化倉庫が
実現され、AIを活用した配送・調達の高度自動化への取り組み
が進み、
「ラストワンマイル」でも自動運転トラックやドローン
が研究開発段階から既に運用試験段階に入っている。労働力

人口が減少傾向にあり、人件費も年々上昇する中、自動化・効
率化に向けた物流革新はこれからも急速に進むことが見込ま
れる。

第２部
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政策面では市場開放政策として推し進められる「一帯一
路」構想が第19回共産党大会でも強調された。物流インフラ
の整備も進められているが、中でも「中欧班列」というブラン
ドに統一された国際鉄道ルートが現代版「シルクロード」とし
て確立されつつあり、注目を集めている。2011年3月から運行
が開始された中国－欧州間の鉄道ルートは便数が急速に増加
し、ルートも新設され、2017年の実績では便数が年間で3,600
便超、輸送網は中国が38都市、欧州が13カ国36都市をカバー
する61ルートまで拡大した。中欧班列については、中国からの
輸出に比べて欧州からの輸入が少ない、輸送量が採算レベル
に達していない、輸送ルートでレール幅が異なるため積み替え
や台車の交換が必要となる、経由国の通関ルールが統一され
ていない、鉄道設備の老朽化もあり荷量の増加に対応しきれ
ない、運行スケジュールや輸送品質の面で不安定さが残る、な
どの課題も多く、今後の改善が望まれている。現状は航空輸送
や海上輸送を補完する輸送手段として軌道に乗りつつある国
際鉄道輸送であるが、他の輸送モード組み合わせた複合輸送
としても利用の拡大が進められており、新たな輸送手段の柱と
して成長が期待される。
もう一つは政府が取り組みを強化する環境対策にも着目し
ておく必要がある。特に大気汚染対策は急務としてEVシフト
などの政策が推し進められているが、物流分野でも環境対策
の推進に同調する動きが見られる。モーダルシフトやコンテ
ナラウンドユースなどに代表されるCO2削減を始め、
「グリー
ン物流」をキーワードとした取り組みは拡大することが見込ま
れる。

＜建議＞
①通関・検疫の運用基準整備
地域通関一体化の施策が着実に推進され、全国
的な通関一体化が実現されつつあり、各地域の通
関手続の利便性が向上して申告時間も以前より短
縮されるという改善が見られた。ただし、税関手
続の形態や内容によっては実務面でさらなる改善
が望まれる部分も残されている。また、税関手続
に比べて検疫手続については依然として運用ルー
ルが不透明で実務に不便を来す状況が見受けられ
る。申告手続の簡略化と運用の統一化について
は、さらなる合理化を見据えた基準の整備を要望
する。
②自由貿易協定の利便性向上
FTAの拡大による貿易の開放が進められる一方で、
FTAを利用する際の手続については依然として原産
地証明など書類の取り扱いや申請手続の煩雑さ、
あるいはルールの矛盾・不統一により手配に遅れ
が発生するという状況が散見される。FTAのメリッ
トを利用者が十分に享受できるよう、手続の簡素
化や運用ルール統一化の早期実現を要望する。
③CFSにおける荷役品質向上
空港や港のCFSにおいて扱われる輸出入貨物は、
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指定業者の手荒なハンドリングによるダメージの
ほか、税関・検疫局の検査による商品の汚損・紛
失、検査後の梱包不良などの問題が依然として頻
発している。荷役品質の改善と、物流業者の立入
り・立会い規制緩和への取り組みを強化するよう
要望する。
④通関・検疫システムの改善
通関一体化の拡大に伴いシステムの統一も進めら
れ、一部の項目ではペーパレス化も実現されて審
査手続の効率が向上するなど、システムの運用面
で改善が見られるようになった。しかし、更新が
頻繁に実施されることにより安定性を欠き、シス
テム自体の不具合が手配遅延をもたらすことも多
発しているほか、システム間の連携不備、システ
ムレベルや運用方法の地域差などが依然として見
受けられる。システムの安定化と統一化をさらに
推進するよう要望する。
⑤危険品取り扱い状況の改善
危険品の輸送手配については不便を強いられる
状況が続いている。それまで危険品取り扱いが可
能であった地域で突然取り扱い禁止の通知が出さ
れるという状況も発生しており、規制内容や運用
ルールが不明確な上に地域によっても不統一で、
危険品ライセンスを有する業者や蔵置スペースに
も限りがあるため、非効率な輸送手配に繋がって
いる。適度な規制緩和のほか、透明性のある運用
ルールやインフラ面でも整備を早期に進めるよう
要望する。
⑥別送品輸出入手続の簡素化
別送品の輸出入については、緩和措置がとられた
部分もあるものの、依然として工作許可証および
居留許可証の有効期間に制限があり、パスポート
のオリジナルを提示しなければならないなど手続
における煩わしさは解消されていない。地域によ
る運用ルールの差異も目立っており、手続の簡素
化と運用ルールの統一化を早急に進めるよう要望
する。
⑦過積載への対応
交通運輸部令2016年第62号の施行により懸念され
ていたハイキューブコンテナの輸送に対する規制
は現状行われず、柔軟な運用が実施されている。
しかし、コンテナ輸送に関する規制の有無は明記
されていないため、取り締まりが急に実施される
ことを不安視する声も聞かれる。本来規制される
べき悪質な過積載が有効に抑制されるよう、運用
細則の公正化・明確化と規制の一層の合理化を要
望する。
⑧交通規制の合理化
公用行事に伴う臨時の交通規制がショートノー
ティスまたは事前通知なしで実施される状況が最
近でもよく見受けられ、トラック等の輸送車両が急
遽ルートの変更を強いられるなど、リードタイムの延
長や輸送コストの増加に繋がっている。交通規制は
経済活動への影響を考慮して合理的な範囲で計画

し、
十分な周知を経た上で実施するよう改善を要望
する。
⑨道路交通環境のさらなる改善
大都市の都市部では渋滞緩和に配慮した道路環境
が整いつつあるが、郊外ではインフラ整備が追い
つかずに渋滞が酷くなるという状況も発生してい
る。また、開発途上の都市では道路工事が複数箇
所で同時に行われ、交通が麻痺する状況が多く見
られる。道路交通環境については、開発スピード
を追い求めるだけではなく、近隣エリアとのバラ
ンスや交通事情に配慮した計画的な整備を進める
よう要望する。
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⑩鉄道貨物輸送のさらなる拡充
鉄道輸送は輸送網の整備と運行車両の増便が一層
進められている。輸送コストは徐々に低下してお
り、定時性も向上しているほか、開放が進んで容
易に利用できる環境が整いつつある。貨物輸送手
段としての利用便利性がより高まるよう、価格の
低減やリードタイムの短縮と路線拡大や輸送能力
の増強を含めたインフラ整備のさらなる推進を要
望する。
⑪国際リターナブル物流資材の活用
国際リターナブル物流資材（通箱、パレット等）
については「海関総署令124号：輸出入納税管理方
法」と「海関総署令157号：税関一時輸出入管理
方法」に基づき運用されている。リターナブル物
流資材については、環境保護・物流費低減の観点
から各国において利用が拡大しているが、中国に
おいては、リターナブル物流資材の通関・免税制
度の制約（保証金納付、複雑な手続）が各企業に
とって足かせとなり、十分に普及していない状況
である。これを解消すべく、法改正による通箱申
告方式の変更（申告不要・保証金廃止）およびリ
ターナブル物流資材の国内使用可能範囲の拡大、
ならびに信用優良企業へのベネフィット付与や信
用格付けに応じた手続簡素化を要望する。
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第10章
政府調達

第２部

2017年は「政府調達法」の正式施行から15年目の年と
なったが、2002年に1,000億元規模であった中国の政府調
達は、2003年1月1日、同法施行以降の発展を経て2016年
には3兆元に達し、関連法令の制定と整備も徐々に進めら
れてきた。しかし一方では、外資系企業の政府調達への参
入の度合いは依然として大きく制限されており、注目と解
決の待たれる問題となっている。

共通課題・建議

2017年に打ち出された関連政策と動向
BRICSが「PPP」分野で相互協力を深化

2017年6月19日に上海で開催された新興5カ国（BRICS）
の財務大臣・中央銀行総裁会議において、官民パートナー
シップ（PPP）分野での協力枠組みが正式に提起され、
BR ICS間のPPP協力に堅固な基礎が築かれた。中国、ブ
ラジル、ロシア、インドおよび南アフリカの首脳が2017年
9月4日に中国アモイで開いた第9回BRICS首脳会談では、
「BRICS首脳アモイ宣言」が採択された。BRICSの経済・
財政面における協力の強化を唱った中で、各国間で合意
されたPPPについての認識が宣言の第１条に盛り込まれ、
PPPプロジェクト準備基金の設立可能性を模索することも
提起された。当該基金はBR ISCにおけるPPP制度の構築
や、PPPプロジェクトの準備に初期資金の支援を提供し得
るものであり、今後はよりハイレベル、より高度なモデルの
もとで、PPP手法の発展がBRICS諸国共同で推進されるこ
とが期待される。

PPPプロジェクトの運営についての規範化が進む見込み

2017年11月10日、財政部弁公庁が発表した「官民パート
ナーシップ（PPP）の総合情報プラットフォームのプロジェク
トデータベースの管理の規範化に関する通知」
（以下、
「通
知」）は、PPP総合情報プラットフォームのプロジェクトデー
タベース（以下、
「プロジェクトDB」）の管理に重点を置き、
PPPプロジェクト運営の規範化を進め、PPPを公共サービス
の供給メカニズム変革という本来の路線に回帰させ、PPP
事業の持続的発展を促進することを趣旨としている。
「通
知」では、プロジェクトDBに対して分類管理を行い、新規プ
ロジェクトの格納基準を統一し、各地の財政機関により格
納されたプロジェクトに対しては定期的洗い出し、一斉整理
を行い、各地で管理メカニズムを構築して整備し、プロジェ
クトDB情報の質と管理水準を引き上げるとしている。
「通
知」施行後、PPPプロジェクトの運営の規範化が見込まれ、
潜在的な債務リスクを抑止するというプラットフォームの機
能がますます顕著に発揮されるようになる。
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「貨物およびサービスの政府調達にかかる
入札募集・入札管理弁法」の改正

貨物およびサービスの政府調達にかかる入札募集・入札
の行為のさらなる規範化を進めるため、財政部は「貨物お
よびサービスの政府調達にかかる入札募集・入札管理弁
法」の改正作業が行われ、改正管理弁法（以下、
「管理弁
法」）が2017年10月1日より施行された。
「管理弁法」では
調達者の主体責任を明確にし、権限と責任の対等性を強化
し、管理・監督の措置を整備して「放管服（行政の簡素化・
権限の移譲と管理の結合、サービスの最適化）」改革を徹
底し、
「減税・費用低減」を実行に移し、実体経済の発展な
どの政策要求を支持し、サプライヤーの適法な権益を保障
し、サプライヤーが入札に参入するための経済的および時間
的コストを低減するとした方針が明確に示された。

「政府調達についての質問および苦情申立弁法」の公布

政府調達についての疑義、苦情申立ての行為についての
規範化をさらに進め、政府調達活動に関与する当事者の
合法的な権利・利益を擁護するために、2017年11月26日に
「政府調達についての疑義および苦情申立弁法」が公布さ
れ、2018年3月1日より施行された。
「弁法」では、
「政府調
達法」および条例の関連規定への補足、細分化を行って、
公開性と透明性を強化し、調達効率を高めるとし、財政機
関の権利と責任を明確にしたうえで、実務における効果的
な手法に関する内容が「弁法」の範囲に含められた。また、
現行法と司法解釈を参照し、
「弁法」に対する技術面の整
備が図られた。

財政部による、国有金融企業による
集中調達行為の規範化

財政部は2018年2月5日、
「国有金融企業の集中調達管
理にかかる暫定施行規定」
（以下、
「暫定施行規定」）を公
布し、国有金融企業における集中調達の組織管理、制度構
築、調達方式、購買管理、監督検査などに対する規定のさ
らなる整備を図り、2018年3月1日より施行した。
「暫定施
行規定」では「権限移譲、管理・監督機能の強化、サービス
向上」改革の精神を徹底し、国有金融企業の集中調達に
ついて以前は必要な手続とされていた財政機関での審査、
届出などの手続を廃止することとし、調達効率をよりいっそ
う高めるとされた。また、調達の原則と管理の枠組みを明
確にしたうえで、管理にかかる決定を行う機能と、実務を執
り行う機能を切り離した管理体制を構築して整備した。さ
らに、社会の監督を強化し、集中調達に関する情報公開の
要件を新たに設け、秘密情報を除いては、公開ルートを通
じて調達情報を社会に公開し、政府機能の転換、行政簡素
化・権限移譲の深化、管理・監督方式の刷新にプラスの影

響を与えた。

2018年の展望
中国の地方政府によるGPAの各活動への参与を推進

第２部

EUの代表団は、2017年11月24日に上海で、中国の地方
政府によるGPAへの参与の問題について、中国財政部国庫
司の責任者の同行のもと、調査研究を行った。調査研究を
通じ、中国のGPA加盟がもたらす意義の認識について、双方
の相互理解が促進された。中国の地方政府に対する調査研
究が広範に進められることには、中国のGPA加盟がもたらす
メリットや、GPAに関する経験について、地方政府の理解と
認識が深まるという利点がある。GPA交渉がより踏み込んだ
段階に入りつつある中、中国の各地政府が学術界のリソー
スを十分に活用して産業政策研究にいっそう注力し、GPA
加盟への対応準備が整うことが期待される。

共通課題・建議

政府調達苦情申立てのための専門メカニズムの
構築と整備

近年、法のもとでの権利擁護について政府調達のサプラ
イヤーの意識が高まり、各レベルの財政機関で受理する苦
情申立て案件が急増しているが、苦情、通報、行政異議申
立てに対して実質的に有効な解決が得られた比率は比較
的少数にとどまっている。近年、政府調達の苦情申立ての
専門的メカニズムが整備され、監督検査や苦情処理を標準
化する取組みが推進されるよう、中国政府は政府調達につ
いての疑義や苦情の申立てのためのメカニズム構築・整備
に関する政策を相次いで公表し、一定の成果も出ている。
2018年には、より詳細で操作可能性の高い関連メカニズム
が打ち出され、サプライヤーの権利擁護に制度面からの保
障が提供されるよう要望する。

＜建議＞
①WTO「政府調達協定」
（GPA）加盟交渉の進度
を加速し、GPAへの早期加入を要望
2017年に北京で「中欧政府調達対話」が行
われ、中国とEUの双方で中国の国有企業改
革、EUで打ち出された最新の公共調達に関す
る一連の規定、中国のWTO「政府調達協定」
（GPA）加盟に関する議題についての交流・
交渉が行われた。このことを除いては、2017
年においてGPA加盟に関して中国政府に積極
的な進展は見られなかった。しかし、2018年
4月にはボアオ・アジアフォーラムでGPA加盟
プロセスの加速が表明されたことから、中国
政府にはGPA交渉の進度をさらに加速してい
ただきたく、早期の加盟実現を要望する。
②「インフラおよび公共サービス分野における
政府と社会的資本の提携条例」の早期公布を
要望
2017年7月21日に国務院法制弁公室が公布
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した「インフラおよび公共サービス分野の政
府と社会的資本の提携条例（意見聴取稿）」
（以下、条例）には、中国政府のPPP（官民
パートナーシップ）の発展を推進する積極的
な姿勢が顕著に現れている。条例では、PPP
モデルを採用することのできるインフラや
公共サービス項目の範囲が明確にされた。ま
た、政府が実施機関を通じて入札募集、競争
式交渉を通じて社会的資本を選択し、選定さ
れた社会的資本またはプロジェクト企業とプ
ロジェクト提携協議を締結するといった内容
が盛り込まれているが、第四章「監督管理」
の「政府関係機関」の職責分担が不明確であ
るといった問題も存在している。
「条例」がさらに整備されたうえで早期に
公布・施行され、国内のその他の関連法律法
規との協調を図りながら、インフラおよび公
共サービス分野において政府と社会的資本の
提携が開拓されていくことを要望する。同時
に、関係政府機関によってPPPおよびその他
の政府調達の範囲が一層拡大され、より多く
の外資企業を引き込み、その政府調達への参
与が奨励されることを要望する。
③政府調達市場における輸入製品の待遇改善、
輸入製品と国産製品の公平な競争実現を要望
財政部と国家発展改革委員会は、2004年に
「省エネ製品政府調達実施意見」を公布し、
財政部と国家環境保護総局（現環境保護部）
は2006年に「エコマーク製品の政府調達実
施に関する意見」を公布し、購入者が財政資
金での調達を行う際には、「省エネ製品政
府調達リスト」（以下、「省エネ製品リス
ト」）、「エコマーク製品政府調達リスト」
（以下、「エコマーク製品リスト」）に含ま
れる、省エネや環境保護を配慮した製品を優
先的または強制的に購買することが要求され
ている。
・上記2部の文書は、「省エネ製品リスト」、
「エコマーク製品リスト」に輸入製品を含め
ることを明確に禁止するものではないが、関
係機関よりこれまでに公布されてきたリスト
を概観すれば、輸入製品の政府調達市場への
参入には依然として相当の制限が設けられて
いるうえ、政府調達に関する公告の中には、
入札者は必ず非輸入製品を供給しなければな
らないと明確に要求しているものもある。輸
入製品の政府調達市場への参入制限が撤廃さ
れるよう要望する。また、政府調達市場の範
囲のさらなる開放と、政府調達市場の競争に
輸入製品と国産製品が平等に参与できる環境
の整備を要望する。
・「省エネ製品リスト」、「エコマーク製品リ
スト」の更新頻度はいずれも6カ月に1回と
されていることから、実務において関係政府

機関は入札者に対し、リストの有効期間中は
それに含まれる製品の持続的な供給を保証す
る書面の提出が求められている。このため、
リストに含まれる製品の在庫を確保しなけれ
ばならないが、このことが新商品への切り替
えとの要求矛盾を生じ、企業の経営リスクと
コスト負担が増大している。関係政府機関に
よって企業の実情により適合した製品追加の
メカニズムが構築されることで、改良された
優良な新製品を企業が適時にリスト追加でき
るよう要望する。また、リストの更新周期を
大幅に短縮することで、企業の経営コストが
低減されるようを要望する。

第２部

④日中韓自由貿易協定（日中韓FTA）、東アジ
ア地域包括的経済連携（RCEP）交渉への政
府調達章の組み込みを要望

共通課題・建議

日中韓FTA、RCEPに政府調達章が組み込ま
れることで、自国の政府調達コストを削減
できるだけでなく、政府調達における汚職行
為を抑制し、外国企業による公平な市場競争
への参与が促進されるなど、各国政府や企業
がその恩恵を受けられるようになることが期
待される。このため、より広範な政府調達
市場の開放が可能となるよう、日中韓FTA、
RCEP交渉に政府調達章を組み込むことを要
望する。
⑤政府調達関連情報の取得手段の改善、企業の
情報入手ルートの利便性向上を要望
2015年の「政府調達情報公開の取組みに関
する財政部の通知」が公布されて以来、政府
調達管理取引システム、政府調達評価審査専
門家監督管理システム、PPP総合情報プラッ
トフォーム、中央機関購買サービス情報の公
布プラットフォーム等の一連の情報プラット
フォームが導入されるようになった。また、
政府調達の効率の引き上げ、政府調達行為の
規範化が図られるとともに、企業にとっても
政府調達の関連情報を入手するうえでの利便
性が向上したことは歓迎される。ただし、前
掲の政府調達に関わるプラットフォームの表
示言語はいずれも中国語となっていることか
ら、外資企業にとってそこからの情報取得に
は一定の難度がある。政府調達の公式ウェブ
サイト、ポータルサイトに外国語による紹
介・説明を加えるとともに、窓口や照会サー
ビスの担当者の総合的な資質、業務能力を高
めていただくことを要望する。また、関連す
る法律、法規の事前公開および事後監督制度
を整備することで、外資企業の政府調達情報
の取得ルートが整備されることを要望する。
⑥公用出国時の航空券購入における、国内航空
会社への選択制限の廃止を要望
現在、中国国内において公務員が公用のた
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めに出国し航空券を購入する場合等のサー
ビスは、中国国内の航空会社のみに限定さ
れており、外国の航空会社が価格、サービ
スの質においてより優位であっても、当該
政府調達市場の競争には参入できない状況
となっている。より公平な競争方式が取り
入れられ、関連の政府調達市場が開放され
ることを要望する。

第11章
商工会組織

第２部

中国における外国の商工会は、外国商会管理臨時規定
によって管理監督されており、この規定では一国につき一
つの「商会」しか認めていないため、民政部から認可され
た唯一の日本の商工会組織である中国日本商会を除いて、
各地の多くの日系商工会組織は未公認組織となっている。
また、同規定により日本人であっても中国企業在籍者は、
外国商会への加入が認められていない。

共通課題・建議

中国には、進出日系企業で構成される商工会組織が40
以上も存在する。会員企業・団体数の多い商工会を順に並
べると、上海(2,314)、大連(744)、香港(664)、北京（646）、
広州(624)、蘇州(610)、深圳(422)、天津(390)となる（出
所:2017年全国日本人交流会会議資料）が、それぞれが独自
に発足し、地域に根ざして独立して運営されている。
各商工会は、会員への情報の周知や事業支援、会員間の
交流のみならず、地元政府・経済界との交流、地元社会へ
の貢献なども行っており、中国の経済社会の発展、日中両国
経済関係の深化、ひいてはグローバル経済の進展に大きな
役割を果たしている。
また、専門的な技術的知見を必要とするテーマに関して
は、各地の商工会を通じて地域を越えた交流へと発展して
いるケースもある。知的財産権（商標・特許等）に関するグ
ループでは、北京市・上海市・広州市で情報を共有して連携
を深めるとともに、さらなる成果実現に向け一体的な活動
を行っている。化学品業界やライフサイエンス業界（医薬
品・医療機器・化粧品の三分野）においては中国の関係当
局との交流・対話を積極的に行い、ビジネスに大きな影響
を与える政策・施策について、日中双方の政府当局者を交え
た交流・対話がそれぞれの分野で実現するなど効果的な取
り組みにつながっている。
このように重要な役割を担っている中国各地の商工会組
織だが、そのほとんどが未公認団体の位置付けとなってい
ることから、次のような運営上の困難に直面しているケース
が少なくない。
（１）未公認団体であるため当該商工会組織名を提示で
きない場合がある。
（２）当該組織としての銀行口座を開設できない。
（３）事務所借用や専任職員の身分保証、ビザ取得など
に苦慮する。
中国は地理的に広大であり外国企業の進出先も多都市
に広がっている。中国への投資を検討する企業にとって、
当該地域に安定した自国商工会組織があることは、進出の
大きなインセンティブとなり、企業の誘致につながると考え
る。各地域においてそれぞれ実情に合った商工会組織の運
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営・活動が可能となるような規制の緩和、あるいは融通性の
ある運用を要望する。
また、中国における在留邦人数は2016年10月現在12万
8,111名（出所:平成29年度 外務省 領事局政策課 海外在留
邦人数調査統計）となっている。この多くは中国各地の日系
企業で働く者とその家族であるが、高度な技能を買われて
中国の企業に勤める者もいる。中国企業に勤務する日本人
が、邦人との交流や母国語での情報を求めて商工会活動へ
の参加を希望する場合に、外国商会管理臨時規定で個人
会員資格が「商業機構と外商投資企業の非中国国籍の従
業員」に限定されているため、この法令の下にある限り参加
を認めることができない。高度技能人材が心身の健康を保
ち、その能力をいかんなく発揮するとともに、商工会活動が
より一層活発なものとなるよう規定の改正を要望する。

＜建議＞
①各地域の商工会および日本人会が、それぞれ
独立した組織として銀行口座の開設や各種の
契約等を行えるよう、外国商会管理臨時規定
の改正あるいは柔軟な運用を要望する。
②中国企業（非外商投資企業）に在籍する非中
国国籍の従業員が商会に加入できるよう外国
商会管理臨時規定の改正を要望する。

第３部
各産業の現状・建議
第３部
各产业的现状及建议

第１章
農林水産業・食品
中国における生活水準は急速な変化を続けており、所得水
準は都市、農村共に着実に向上している。2017年のエンゲル
係数で見ると、都市部で54.2％（1990年）から28.6％へ、農村
部で58.8％（1990年）から31.2％へと低下している。
（データ
出所:中国統計年鑑）
一方で、食品製造業、食品流通業、食品物流業等におい
て、依然、多くの規制があり、これら一連の制約について、早
急な改善を要望するものである。また、後述するが、新たな
問題としては、悪質なプロクレーマーが台頭してきており、早
急な対策が求められる。
我々日系食品関連企業は、さらなる中国経済の発展、食生
活の向上のために、貢献していきたいと考える。

農林水産業・食品の現状
食品製造業・小売業について

第３部

中国における食品製造業の販売総額は、約1兆1,000億元
（2004年）から、約8兆4,000億元（2014年）と約8倍に大
きく拡大している。

各産業の現状・建議

小売業については、小売総額約29兆7,000億円（2016年）
に拡大。EC市場の急成長が牽引し、越境ECに参入する日本企
業も増加傾向にある。一方で、実店舗主体の小売業に成長鈍
化傾向が出始めたが、ECと実店舗が融合する形で新しい業
態の店舗が生まれ、新たな発展を遂げようとしている。

食品関連法規について

上記変化を受けて、食品安全に関する法律、組織体制の
整備が進んでいるほか、国務院においても「2017年食品安
全重点作業計画」として、取り組みを強化している。
（表1、2
参照）

表１：食品安全に関する法律および組織体制の整備
1995年: 食品衛生法施行、WTO加盟申請
2001年: WTO加盟
2009年: 食品安全法施行、中国食品安全法実施条例施行
2013年: 国家食品薬品監督管理総局（CFDA）設置。食品衛生の一元管理
2015年: 改正食品安全法施行、改正食品安全法実施              条例案のコメント募集
2016年: 改正食品安全法実施条例案の第2次コメント募集
2017年: 改正食品安全法実施条例案の第3次コメント募集

表２：2017年食品安全重点作業計画（国務院）
①食品安全関係法令・規則の強化
②食品安全の国家標準の整備
③農業生産の環境浄化
④原材料の管理強化
⑤生産経営過程の監督厳格化
⑥食品安全の危険予防
⑦食品産業の構造転換促進
⑧食品安全法違反の厳重な取り締まり
⑨統一的な食品安全監督管理体制の確立
⑩食品安全の基盤強化と能力強化
⑪食品安全の啓蒙推進
⑫食品安全責任制度の実施

日本食レストランの動向

中国における、日本食レストラン数は急増しており、在中国
日本国公館調査によると、約2万3,000店（2015年）から、約
4万1,000店（2017年）にまで拡大、米国（約2万3,000店）を
はるかに上回る、世界一位となっている。地域（省）別では、
多い順に、広東省（6,500店）、江蘇省（3,800店）、上海市
（3,300店）となっており、上海近郊都市および内陸部の伸長
が著しい。広州市、上海市、北京市といった元々日本食レスト
ランが多かった地域は、その数は頭打ち傾向にある。因みに
北京市は1,650店と第9位。
この増加の背景には、訪日中国人数の増加が寄与している
と考えられる。2008年、約100万人だった訪日中国人数は、

ビザ発給要件の緩和やLCC等格安航空便の増加を受けて、
2017年には735万人と7倍以上に増えている。
（出展：日本政
府観光局）日本で食べた日本食を中国に帰っても味わいたい
と思う人の増加や、実際、日本食に対する抵抗感が少なくなっ
てきている人が増えたと推測される。

中国の農林水産物貿易について

2016年、中国の農林水産物の輸入総額は1,106億ドルで、
総輸入額の約7％。輸出総額は726億ドルで、総輸出額の約
3.5％である。輸入品で多い品目は油用種子、畜産品および畜
産加工品、輸出では水産物、野菜、果物などである。
（出典：
中国統計年鑑）

対日農林水産物貿易の現状

2016年の日本への農林水産物輸出額は、1兆1,642億円と
前年より1,488億円減少に転じた。ほぼ全ての品目で減少に
なっており、鶏肉調製品、冷凍野菜、大豆油粕が主たる品目。
特に鶏肉調製品の減少は大きい。
一方、日本からの輸入額は2016年で899億円と毎年増加傾
向にあり、ホタテ貝、サケ・マス等の水産物、丸太、植木等の林
産物、アルコール飲料、菓子等が多い。
（出典：農林水産省）
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中国FTAの状況

すでにFTA（自由貿易協定）が発効済なのは、香港、
マカ
オ、ASEAN、チリ、パキスタン、ニュージーランド、シンガポー
ル、ペルー、台湾、コスタリカ、アイスランド、スイス、韓国、
オーストラリアといった14の国・地域。現在も多数の国と交渉
中だが、上記以外の締結国・地域はない。
（2018年3月現在）

日系企業が直面している問題点
生産許可関係

①食品の許認可申請は、CFDAの一元管理によって、効率
化は図られつつある。しかしながら、新規開発商品や
既存分類にない新分野等の認可基準が曖昧な点は残っ
ている。
②包装の表示義務に関しても、食品に直接触れる包装の表
示については「その構成物質および割合」等を表示する
規定があるが、この表示が企業ノウハウの漏洩につなが
るおそれがある。
③大規模火災事故の影響や新しい法律、条例、通達等の施
行に伴い、行政関係各部署の生産現場立ち入り指導が頻
繁に行われているが、担当部局、担当者によって、指示
内容が異なることが多く、現場は混乱している。特に環
境衛生法等の改正に伴い、多額の設備投資を伴う改善
が指示され、時間的余裕のない改築工事を指導されるな
ど、企業個別の事情を無視した指導は、企業経営を圧迫
しかねない。

省エネ・環境関係
第３部
各産業の現状・建議

①近年の著しい経済発展により、企業の周辺環境が様変わ
りし、環境規制強化が要求されることがある。創業当初
は空き地や農地だった場所に、後から住宅が建設された
結果、後付けで環境規制強化レベルが上がるような場合
である。このような場合、根拠となる法規制が多岐に亘
るため、政府機関・局ごとに要求内容、要求レベル、実
施時期が統一されておらず、どこまで対応すれば良いの
か計画が立てにくい。
②2015年環境保護法が改正・施行され、CO2排出規制等
が打ち出されたが、規制基準が厳しく、現状のインフ
ラでは達成不可能な地域がある。また、ボイラーにつ
いて、天然ガスへの切り替えを促され、早期に工場内
の改修工事を実施したものの、大元のガス管工事が間
に合わず、やむなくガスボンベを購入し、対応した場
合もある。言うまでもなく、コストアップ分は企業負
担である。

食品輸出入関係

①食品輸入手続について、通関業務の運用が地域によって
異なり、統一性を欠いている。また、通関後の衛生証明
書発行までの手続も、その運用において差異が見られ
る。2017年11月「出入境検験検疫流程管理規定」を施
行するなど、当局の改善努力は理解するが、その実施徹
底が望まれる。食品の場合、衛生証明書がないと流通で
きないため、その手続に時間を要すると、賞味期限の短
い商品は廃棄せざるを得ない。現状は、中国到着後、実
際流通するまでに1カ月以上を要しており、同じ品目を
複数回輸入しても同様の手続を踏まねばならず、短縮化
されない。このことは、日本から欧州（例えば英国）に
船便で輸出するリードタイムと大差がない。
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②2011年の東日本大震災、福島原発事故から7年を経過する
も、依然、10都県の日本産食品の輸入規制は解除されてい
ない。これは、他国と比較しても非常に厳しい規制である。
中国でビジネスを展開する日系企業は早期の規制解除を
望んでいる。中国日本商会からも再三、規制範囲の縮小・
撤廃の要望書を提出している。
③輸入食品添加物は、出入国検査検疫機関を経て、規定
に則った検査に合格しなければならない。国家標準
（GB）において、規格・基準・試験方法が策定中の食
品添加物については、試験方法が未定との理由で分析が
実施されず、輸入食品衛生証が発行されないおそれがあ
る。策定中の場合の救済措置も現状確認できない。
④海外向け輸出食品は中国の国家標準にしたがって、生
産しなければならないが、諸外国に比べて、中国の食
品添加物基準が厳格かつ異なるため、両国の基準を満
たすのは困難である。結果、輸出の拡大に阻害要因と
なっている。
⑤密輸品、個人輸入品の転売に関する取り締まりについて
は、年々強化されているが、市場では輸入ラベルなしや
偽造輸入ラベルの商品が、いまだ横行している。密輸品
は税金を逃れているため価格が安く、正規品では到底考
えられない低価格での販売がなされている。越境ECで
も同様の状況であり、正規の輸入業者の商売を阻害して
いる。

食品物流関係

①輸出港の事故・台風等により、正常な荷扱いのできない
非常時対応について、輸出入迂回ルートの構築が必要で
ある。迂回港を経由する場合、輸送距離の要因ばかりで
なく、検査手続のために、通常の2～3倍の時間を要す
ることがある。
②国際会議、国家イベント実施時や大気汚染・赤色警報発
令時に、直前の交通規制（物量規制）が実施される。食
品は賞味期限があり、商品によっては短いものもある。
通常、企業・流通は最低在庫しか確保していないため、
急な対応は困難である。食品物流が滞留することによっ
て、国民生活に影響が出ることも懸念材料である。

飲食業関係

北京市工商局が2013年12月に発表した「飲食店における
酒類持ち込み禁止の禁止」条例によって、日系飲食店におい
ても、消費者がケース単位で酒類を持ち込む等の事例が起き
ている。酒類の飲食店への持ち込みが常態化しているのは、
いわば、中国独自の悪習ともいえる。特に外国の飲食文化にお
いて、酒類は食品同様に重要な位置を占めており、日本に限ら
ず諸外国では、飲食店が酒類の適切な対価を得ることは当然
の権利としている。また、諸外国の食文化を中国で正しく伝え
る意味でも重要であり、飲食店の酒類販売の権利は保護され
て然るべきである。

プロクレーマー問題

2014年3月改訂「消費者権益保護法」、2015年10月改訂
「食品安全法」の施行以降、2016年11月「消費者権益保護
法実施条例」が制定されたものの、1年以上経た現在も当条
例は施行されていない。本来、消費者保護のために、悪質な
商品、偽造品等の摘発、駆逐を目的に法整備がされたが、条
例が未施行のため、消費者の定義が明確化されておらず、結
果、プロクレーマーの台頭を許している。プロクレーマーは、

損害賠償目的で、故意に偽造品、瑕疵のある商品を大量購入
している。彼らを消費者として認めているため、法律の枠組み
内で損害賠償を請求するプロクレーマーばかりでなく、意図
的に瑕疵を作り、法に則って賠償請求を行う、悪質なクレー
マーの台頭をも招いている。このようなプロクレーマーは実際
に自分が詐欺にあったわけでもなく、彼らの行為は司法権威
を無視し、司法資源を徒に浪費させているに過ぎない。
実際に、日系企業に対しても、悪意を持った行為が発生し
ている。例えば、消費期限切れ商品を故意に作る、製品ラベ
ルを改ざんする、故意に異物混入させる等の行為によって、悪
質なプロクレーマーからの不利益を被った事例は多く見受け
られる。

その他

① 2016年3月に労務派遣暫定規定に関する実施細目が公
布され、派遣従業員数が総従業員数の10％を超えては
ならないとされている。食品製造業においては、年間を
通じて常に一定の生産を行っているわけではなく、製造
数量は季節変動を受けやすい。この法律によって、柔軟
な労働力確保を困難にしており、企業コストアップにつ
ながっている。
②日本からの中国駐在者を配置する場合、必要な人材を速
やかに派遣することが、企業戦略上極めて重要である。
就労ビザ発給については、ある程度、企業ニーズを尊重
した上で、迅速な対応が望まれる。

＜建議＞
第３部

＜生産許可関係＞

各産業の現状・建議

①食品分野の許認可申請に関して、新規開発製
品および既存の食品分類にない新分野等の製
品について、認可基準の明確化と基準整備を
要望する。
②包装の表示義務に関して、食品に直接触れる
包装の表示については「その構成物質および
割合」等を表示する規定がある。この表示に
よって、企業ノウハウの漏洩につながるおそ
れがあるため、別途規格書で管理する等の対
応を要望する。
③新しい法律、条例および通達等の施行に伴い、
政府関係の各部署が生産現場に立ち入り指導
を実施する際に、担当者によって指示が異な
るような事態が発生しないよう要望する。
④法律改正あるいは担当部局による指導によっ
て、多額の設備投資を伴う改善を指示する場合
には、実 施 期限等について猶予期間を設ける
等、一定の配慮を要望する。
⑤大規模火災事故の影響や一部法規制改正に伴
い、公安・消防・安全監督各局からの、建屋
の安全対策、防災設備の更新、改築工事など
の指導が増えており、企業負担が重くなって
いる。設備不備の度合いにもよるが、抜き打
ちで検査に来たうえ、時間的余裕のない改築
工事の完成を迫るなど、企業の事業計画を全
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く無視した、行き過ぎた指導について、改善
を要望する。また、改築工事に伴う企業の負
担については、優遇税制の適用の検討を要望
する。

＜省エネ・環境関係＞

⑥環境保護に関する法規制の施行に関しては、
政府機関の局ごとに要求内容にばらつきがあ
るため、政府の総合的かつ統一的な見解の作
成と運用においてそれを徹底することを要望
する。
⑦2015年の環境保護法改定による規制基準が厳
しく、現在の政府都市計画インフラでは到底達
成不可能な地域が存在する。天然ガス化等の都
市インフラ整備を最優先させると共に、一部規
制の猶予もしくは例外措置を要望する。
＜食品輸出入関係＞

⑧食品輸入手続に関して、当局の改善努力は
見られるが、地域による統一性のない運用を
より改善し、公平かつ効率的な運用を要望す
る。また、食品および食品添加物の輸入から
衛生証書発行までの手続の迅速化とさらなる
時間短縮を要望する。
特に、手続時の提出書類およびその内容につい
ては、ガイドライン等の文書により、一層具体的
な説明を要望する。また、2017年11月に施行さ
れた「出入境検験検疫流程管理規定」の実施
徹底を要望する。
⑨東日本震災後の10都県日本産食品の輸入規制
については、科学的根拠に基づいた、早期の
規制解除を要望する。輸入上問題となってい
る根拠、事項を明確化し、安全証明の必要書
類に関して、国としての統一見解を明示する
ことを要望する。
⑩輸入食品添加物の規格・基準・試験方法の早期
策定を要望する。特に、規格等策定期間中の案
件については、一定の救済措置を要望する。
⑪現状、輸出専用商品の中国における製造につ
いても、中国の国家基準に従って生産しなけ
ればならないが、輸出先の基準にて製造を認
めるようCIQ管理ルールの見直しを要望する。
⑫密 輸品、個人輸入品の転売 等の取り締まりは
年々強化されているものの、市場ではいまだに
輸入ラベルなしの商品や偽造輸入ラベルの商品
が販売されているため、厳格な取り締まりを要
望する。また、越境ECにおいても同様の状況で
あり、厳格な取り締まりを要望する。
＜食品物流関係＞

⑬輸出入港の事故・台風等により正常な荷扱い
ができない非常時の対応について、地域によ
る検査内容の相違、検査手続の遅延がないよ
うに要望する。あわせて、検査内容および検
査項目の開示を要望する。
⑭国際会議、国家イベント実施時の交通規制（物

量規制）通達は、直前の告知ではなく、例えば3
カ月前など時間的余裕を持って、内容を告知す
ることを要望する。
⑮大気汚染・赤色警報など発令時の急な車両規
制は、食品物流も例外ではないが、国民生活
への影響が出るため、食品物流に対する例外
措置を要望する。
＜飲食業関係＞

⑯「飲食店への酒類持込可条例」の改善もし
くは撤廃を要望する。具体的には、飲食店は
酒類の持ち込みに対し、合理的な「開瓶費」
を徴収可能とする。また、ケース単位の持ち
込み等、大量の持ち込みに対しては、「開瓶
費」だけでなく、合理的な「服務費」を要求
できる等、飲食店側が酒類を販売する権利を
守る対策を要望する。
＜その他＞

⑰労働法改正とその実施運用規定に基づいて、
派遣社員の従業員数は全体の10％以下と定
められているが、比率制限については、各業
界・企業の実情、必要性に応じた上限を設け
る等の改善を要望する。
⑱日本からの中国駐在に際して、企業ニーズに
合わせた就労ビザ発行の迅速化を要望する。

第３部
各産業の現状・建議
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⑲一部のクレーマーによる悪意を持った行為
（例えば、人為的な賞味期限の消去や故意の
異物混入等）により、食品企業に対してク
レームを申し立て、賠償請求をする事例に対
して、対策を要望する。
また、プロクレーマーから行政に持ち込まれ
た商品指摘事項において、罰金その他の行政
判断が下されるが、メーカーも交えたうえで
科学的根拠に基づく、公平な判断がなされる
ように要望する。

中国経済と日本企業2018年白書

第２章
鉱業・エネルギー
１．石炭

第３部
各産業の現状・建議

2017年、中国の「十三五」の2年目であり、石炭供給側
構造改革と過剰生産能力削減の2年目でもあった。国家発
展改革委員会と国家能源局は「煤炭工業発展『十三五』規
画（石炭産業の発展に関する第13次5カ年計画）」を発表
し、立ち遅れた過剰生産能力8億トンを淘汰・解消し、減量
置換と配置の最適化により、先進的な生産能力を5億トン
増加させ、2020年の石炭生産量は39億トンとなる計画を
打ち出した。2016年には稼働日数を276日とする生産制限
政策の実施により、国内石炭価格が高騰し、さらには一時
的な供給不足に陥った。2017年は石炭産業の制御政策に
おいて「供給の確保と価格の安定」への調整がなされ、立
ち遅れた生産能力を引き続き淘汰するとともに、減量置換
と先進的な生産能力への移行が加速された。それにもかか
わらず、厳格な環境保全および安全検査により、供給量に
際立った増加が見られず、一方で、需要の増加は前年より
も明らかに加速している。石炭産業に関する政策が相次い
で発表され、2017年には石炭価格の変動を招き、全体的
な価格水準は2016年末に比べて低下したものの、依然とし
て高値が続いている。2018年はエコの推進という大きな流
れの中、石炭産業に関する政策はさらに注目に価する。

2017年、石炭のエネルギー消費に占める
割合は60.4％に低下
スモッグの日数の増加と、環境の悪化に伴い、政府は環
境保全と大気汚染対策に関する一連の政策を発表した。
「大気汚染防止行動計画」
（略称「大気十条」）では、石炭
の消費総量を制御することが求められている。2017年には
石炭のエネルギー消費に占める割合が65％以下まで低下
した。北京市・天津市・河北省、長江デルタ、珠江デルタな
どの区域では消費する石炭の総量の減少に努め、石炭を使
用する事業においては石炭の減量置換を実施し、コジェネ
レーションを除く石炭火力発電所の新設審査は禁じられ、
天然ガスや電気による石炭の代替が段階的に進められ、灰
分や硫黄を多く含む粗悪な石炭の輸入は禁じられている。
これらの政策では、重点区域において石炭消費の総量を削
減し、天然ガスや電気で石炭を代替する措置を取ることが
掲げられ、石炭の需要に深い影響を与えている。
国家能源局は「能源発展『十三五』規画（エネルギー発
展に関する第13次5カ年計画）」を発表し、その中でエネル
ギーの構造改革を積極的に推進し、
「2020年までにエネル
ギー消費の総量を標準石炭換算で50億トン以内に抑える」
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ことが掲げられ、石炭、石油と天然ガス、非化石エネルギー
の消費割合は60:25:15となる。2017年には石炭の消費量の
占める割合は実際に60.4％まで低下した。

表１：中国の一次エネルギー構成
暦年

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

エネルギー消費量(単位: 38.7 40.2 41.7 42.6 43.0 43.6 44.9
億トン(標準石炭換算))
前年比
7.3% 3.9% 3.7% 2.1% 1.0% 1.4% 2.98%
原炭
70.2% 68.5% 67.4% 65.6% 64.0% 62.0% 60.4%
原油
16.8% 17.0% 17.1% 17.4% 18.1% 18.4% 18.8%
割
合
天然ガス
4.6% 4.8% 5.3% 5.7% 5.9% 6.3% 7.2%
その他
8.4% 9.7% 10.2% 11.3% 12.0% 13.3% 13.6%
出所：国家統計局

石炭産業の関連政策が相次ぐ、
石炭価格は依然高水準を維持
2017年の石炭の生産能力削減目標は1億5,000万トン
で、10月にすでに早期完成を実現した。2016年と2017年
累計で4億9,000万トンの削減となる。2年間にわたる生産
能力の削減により、2017年末には石炭の総生産能力は51
～52億トン（石炭工業協会）となり、そのうち有効な生産能
力は39億トン、建設中または技術革新中の炭鉱の生産能力
は約12～13億トンであった。2017年の原炭生産量は35億
2,000万トンで、前年比3.3％増、生産能力の稼働率はさら
に向上した。
2016年に稼働日数を276日とする生産制限を実施したこ
とにより、石炭の価格が底値から高価格に逆戻りしたこと

は、石炭企業を苦境から救い出すことに役立つものの、石
炭の川下企業、とりわけ発電企業の利益にも配慮して、政
府は合理的な価格水準の維持を望んでいる。このため、政
府は2017年に以下の政策を相次いで打ち出し、石炭の需給
を制御することで、石炭価格の安定、または政府の想定範
囲内での変動に努めている。
「関于平抑煤炭市場価格異常波動的備忘録的通知（石
炭価格異常変動を抑制する備忘録発表の通知）」に基づき
価格の大幅変動を抑制する。
「関于做好符合条件的優質産能煤鉱生産能力核定工作
的通知（関連要件に満たす優良な生産能力の査定業務を
きちんと実施する通知）」に基づき先進的生産能力を審査
し、増強する。
「関于推 進煤 炭中長期合同簽訂履行工作的通知（石
炭に関する中長期契約の締結・履行を推進する業務の通
知）」に基づき中長期契約の締結を推進する。

「関于做好2017年迎峰度夏期間煤電油気運保障工作的
通知（2017年夏のピーク期間の石炭・電気・石油・天然ガ
ス・運送の確保業務をきちんと実施する通知）」および「関
于做好煤電油気運保障工作的通知（石炭・電気・石油・天
然ガス・運送の確保業務を適正に実施する通知）」に基づ
き夏季と冬季のピーク時の石炭・電気・石油・運送の確保に
ついて、統一的な計画を求める。
石炭価格の高騰は炭鉱に増産を促すこととなり、ここ数
年は不十分な安全への取り組みや安全管理が大量生産に
適応できず、炭鉱での事故が頻発し、国や地方の安全生産
管理監督部門は炭鉱の安全生産面の検査によりいっそう力
を入れている。2017年には、全国で炭鉱の安全生産に対す
る大規模な検査が繰り返し実施され、石炭の主要産地であ
る各省においても安全生産に対する検査が実施された。炭
鉱の安全生産に対する検査継続は、安全確保の面で顕著
な効果をもたらした反面、生産量に影響を及ぼし、炭鉱は
生産能力を十分に発揮することができず、供給の確保に影
響が生じている。
環境保全と安全に対する厳格な検査のもとでは、炭鉱の
増産は想定通りにいかず、一方で電力や工業の需要は前年
に比べその増加が加速し、2017年の石炭の供給は逼迫傾
向となり、価格は高止まりを続けている。

図１:環渤海指数5,500NAR推移（2011年～）
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出所：秦皇島海運煤炭交易市場

石炭輸入制限と国際市場にあたえる影響
中国における石炭の貿易構造は輸出のみの状態から輸入
のみの状態までの道のりを歩み、石炭の輸出入政策も輸出
奨励から輸入奨励、さらには輸入制限という道のりを歩ん
できた。中国の輸出入政策は今後、国内の石炭の需給を満
足することを前提に調整を進める。
2017年、中国国内の石炭価格が引き続き上昇しているこ
とで、東南沿岸部の石炭輸入が促進され、特に低硫黄、低
発熱量、低価格のインドネシア産石炭に対する需要は月間
輸入量が前年比で2ケタ台の増加となり、石炭の全体的な
国際価格を押し上げた。国内の石炭生産業者は、中国の石
炭供給側構造改革によって生じた増量分は海外に流れ、輸
入量の増加も国内の石炭価格の安定に影響を及ぼすと見て
いる。そこで、中国は石炭の輸入を制限する政策「進出口煤
炭検験管理弁法（輸出入石炭検査管理規則）」および「商
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品煤質量管理暫行弁法（石炭製品の品質管理暫定規則）」
を相次いで公布し、石炭輸出入に対する関税の調整、二類
港での石炭輸入の制限、通関時間の延長、南部地方の港湾
での輸入割当などにより石炭の輸入量を制御している。こう
した政策による制限にもかかわらず、2017年の石炭の総輸
入量は2億7,100万トンに達し、前年比6.1％増となった。
2017年の国際発電用石炭価格指数API8（CFR South
China @ 5,500NAR）の平均値は81.87ドル/トンであり、年
間を通じて高値を持続している。中国の石炭輸入量の増加
が国際石炭価格を支える働きをしていることが主な要因で
ある。
2017年12月25日、国内での石炭供給の逼迫を緩和するた
め、国家発展改革委員会は2018年2月15日までの期間、石炭
輸入制限措置を一時的に撤廃することを口頭で通達した。
2018年石炭の輸入制限は継続されるが、政府は国内の需給
状況に応じて石炭の輸入制限措置実施の度合いを柔軟に調
整し、輸入量を2億トン程度に抑えようとしている。

表２：中国の石炭需給推移（単位:百万トン）
暦年

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

供- 生産量
給- 輸入量
量
合計
輸出量
需要量(消費量)
供給量-(輸出量
+需要量)

3,764
224
3,988
12
3,890

3,945
289
4,234
9
4,117

3,974
327
4,301
7
4,244

87

108

50

3,874 3,747 3,410 3,520
292 204 255 271
4,166 3,951 3,665 3,791
6
5
9
8
4,116 3,964 3777 3792
44

-18

-120

-9

出所：中国国家統計局、中国海関総署
注釈：輸入量には褐炭を含む
		

中国経済の回復に伴い、2017年の中国の総発電量は6兆
3,000 億kWhとなり、前年比5.7％増であった。そのうち、
火力発電量は4兆6,000 億kWh、前年比4.6％増で、堅調な
推移を見せた。石炭火力発電が総発電量に占める割合は
年々減少してはいるものの、十三五の期間中においてもなお
約70％を維持し、火力発電の70～80％が石炭を使用する
と考えると、中国の石炭消費量は依然として一定の規模が保
たれていることが想定できる。

表３：中国の電源別発電量推移（単位:億kWh）
暦年
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

火力水力その他発電量火力発電
総発電量
発電量 発電量 (風力・原子力等)
量割合(%)
38,137 6,108
1,792
46,037
83％
37,867 7,595
2,726
48,188
79％
42,153 7,891
2,408
52,451
80％
42,049 9,440
3,149
54,638
77％
42,102 9,960
4,122
56,184
75％
43,958 10,518
4,635
59,111
74％
46,114 10,819
5,825
62,758
73％

出所：中国国家統計局

石炭の輸出の拡大は容易ではない
国内での石炭の高 価 格、人 民 元レ ートの上昇 および
3％の輸出関税により、中国の石炭輸出価格は国際石炭
価格を10ドル以上上回っており、国際市場における競争
力に欠ける。また、中国は低 発 熱 量、高灰分の粗 悪な石

炭（インドネシア産Nar3800kcal/kg、オーストラリア産
Nar5500Kcal/kg）を大量に輸入しながら、高発熱量、低
灰分（Nar5800kcal/kg）の良質な石炭を輸出しており、国
内の電力企業からは、良質の資源を低価格で海外に流出さ
せていると非難を受け、政府は輸出を奨励せず、短期内に
3％の輸出関税を撤廃することはなく、輸出戻し税の再開は
なおのことあり得ない。神華集団有限責任公司や中国中煤
能源集団有限公司のような従来型の輸出企業は、中国の石
炭の国際チャンネルと海外の固定ユーザーを確保しておく
ため、国内価格より低価格で輸出することにより輸出量を
維持している。短期間で輸出量を増加させることは容易で
はない。

表４：中国の石炭輸出量推移（単位:百万トン）
暦年

2002 2003

輸出量合計 85.8 93.9
日本向け数量 27.6 31.3
日本向け割合 32% 33%

2004

2005

2006

86.6
71.7
63.3
29.0
23.2
20.6
33%
32%
33%
一般炭/無煙 一般炭/無煙 増値税還
増値税還付率13% 13% 炭:11%  原料 炭:8%  原料 付ゼロ(施行開始月)
炭:5% (1月~) 炭:5% (5月~) (9月~)
輸出税(施行開始月)
暦年

－

－

2010 2011

輸出量合計 19.0 12.1
日本向け数量 6.5 6.3
日本向け割合 34% 52%
増値税還付率
－
－
(施行開始月)
全ての-全ての輸出税石炭:- 石炭:(施行開始月)
10% 10%

－

－

2012

2013

9.3
4.0
43%

7.3
3.1
42%

－

－

全ての石炭:10%

全ての石炭:10%

2007
53.2
15.7
30%
－

2008 2009
45.4
13.4
30%

22.4
6.4
29%

－

－

全ての- 全ての原料炭:5%- 原料
石炭:10%- 石炭:(11月~) 炭:5%
(8月~) 10%
2014

2015

2016

2017

－

－

－

－

5.8
2.2
38%

5.3
1.6
30%

8.6
2.7
31%

全ての- 全ての- 全ての- 全ての石炭:- 石炭:3%- 石炭:- 石炭:10%
(1月~)
3%
3%
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出所：中国海関総署

各産業の現状・建議

＜建議＞
＜貿易関係＞
①石炭の段階的な輸入調整、適切な輸出緩和
供給側（サプライサイド）の改革の2年目と
なった2017年も石炭1億5,000万トンの過剰生
産能力削減により国内石炭供給は逼迫し、価格
は高止まりした。これにより、負担に直面した
電力会社は大量の輸入石炭を調達して国内資源
を補充し、沿海地域利用者の石炭調達先の多元
化をもたらした。しかし、過度な輸入が政策調
整による規制を受けたこと、増加量も限定的で
あったことから国内石炭価格はある程度下支え
された。今後も輸入石炭規制政策は継続的に実
施され、硫黄分、灰分、微量元素が基準を超過
した粗悪炭に対する検査も強化される方向にあ
る。石炭の輸入調整においては、計画性を高め
秩序化することを要望する。
＜政策関係＞
②企業間の中長期契約の自主締結の促進
大手石炭生産企業と電力会社との間の長期的で
安定した供給関係の構築、石炭価格の安定の
ため、2017年には政府の推進による石炭中長
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8.17
3.18
39%

期契約制度が実施された。石炭生産企業と石
炭使用企業が中長期契約を締結し、固定価格
（RMB535）＋変動価格（CCTD+BSPI）の価格
モデルを設定し、輸送能力を優先的に保障し、
契約実行率90％以上を達成するよう要求され
た。2018年は企業間の中長期契約数が75％以
上に達するよう引き続き推進される。同制度は
過剰生産能力削減による石炭価格の上昇をある
程度抑制しているが、多くの中小発電所、一般
産業ユーザーは中長期契約が締結できずに高額
なスポット石炭を調達するしかない状況であ
る。そのうえ、輸入規制のため石炭スポット価
格は一貫して高止まりしている。企業が実務に
おいて中長期契約を自主的に締結し、中長期契
約とスポット契約の比率を合理的に計画し、契
約実行率を引き上げ、最終的に健全な市場メカ
ニズムが形成されることを要望する。
③大手石炭生産企業と電力会社との合併再編
石炭生産企業の神華集団と発電会社の国電集団
の合併は2017年のエネルギー企業の最重要事
件であった。両集団は合併再編で国家能源投資
集団となり、資産規模は1兆8,000億元、2017
年の総利益は約650億元に上り、石炭、発電、
新エネルギー、石炭化学工業を一体とした世界
最大のエネルギー企業が誕生した。2018年は
石炭分野での合併再編が加速し、国有企業の
優位性がより一層強化される見通しである。今
後、大手国有企業との、とりわけエネルギー面
での提携が日本企業の業務の重点となる。
＜環境関係＞
④超低排出発電所への改造とクリーンコールエネ
ルギーの利用
国務院の「大気汚染防止行動計画」を実行に移
すため、政府は、全国的に石炭火力発電所の高
度化改造の実施、超低排出と世界一流レベルの
エネルギー消費基準の普及、化石エネルギーの
クリーン利用を推進している。これにより大気
質を改善し、資源制約を緩和することを目指し
ている。とりわけ北方地域の冬季の大気汚染に
対して打ち出された「京津冀および周辺地区に
おける2017～2018年秋冬季大気汚染総合整備
攻略行動方案」に対応するために、石炭燃焼小
型ボイラーを全面的に整備し、「煤改気（石炭
から天然ガスへの変更）」を強力に推進してい
る。これらの政策を推進するうえで、超低排出
とクリーンコールテクノロジーにおける日中両
国の踏み込んだ協力を要望する。

２．電力
2017年は「電力発展13次五カ年規画」に示された諸施
策が着実に実行されるとともに、一部については、その方
針・目標に修正の動きがみられた。電力需要は好調な経済
のもと、見通しを上回る伸びをみせる一方、発電設備につ
いては、石炭火力発電の設備過剰問題が表面化している。
一方、風力および太陽光発電については、全体として目標
を上回る伸びが継続する一方、質的には大きな変化をみせ
始めている。また、電力小売改革の具体的な成果として、
2018年3月の全人代政府活動報告では、2018年内に小規
模工業・業務用電力の料金を平均で10％引き下げる方針
が示されている。

2017年の動向および回顧
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2015年の中国国内の電力消費量は前年比2.9％増と改
革開放経済が軌道に乗り出した1990年代以降、アジア通
貨危機の影響を受けた1998年の2.8％と並ぶ低い伸びと
なったが、2016、17年には電力消費の伸びは回復基調を
見せている。2017年の電力消費量は速報値では6兆4,200
億キロワット時（日本の総電力需要の6倍以上、米国の1.5
倍以上）、前年比6.6％増となり、2016年の5.0％増に続き
高い伸び率を維持している。その主要な要因としては、第
二次産業の電力消費が2015年は前年割れであった一方、
2016年に入り中国政府による景気刺激策により生産水準
が回復し、電力消費も増加傾向に転じた結果との説明がな
されている。また、第三次産業および民生用の電力消費も、
2016、17年がともに夏季が高気温であったことから高い伸
びを示しており、これが電力消費の伸びをさらに押し上げた
ものと見られる。
（図1、2参照）
なお、2018年の電力消費については、2017年の比較的
高い伸びの状況が継続するものとして2017年比で5.5％前
後の伸びが想定されている。

図１：GDP、電力消費の前年比伸び率推移
(1990～2017年、前年比％)
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0
出所：「中国統計年鑑2017」表9-8、2017年の値は中国電力企業聯合
会発表資料

図２：主要セクター別電力消費の伸び率四半期推移
(2014～2017年、対前年同期比％)
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出所：中国電力企業聯合会HP掲載の電力工業運行簡況各月版から筆
者作成
注：2017年4Qの値は未発表のため、10-11月値を使用

これらの電力需要に応えるため、中国国内では引き続き
大規模な発電所の増設が行われている。2017年1年間に総
発電設備容量は1億3,000万キロワット増加し、17億8,000
万キロワットとなっている。これにより、比較的高い電力需
要の伸びが継続しているものの供給不足は発生していな
い。一方、石炭火力発電を中心に発電能力の過剰が問題視
されるに至っている。
2017年1年間に増加した発電容量を種類別にみると、火
力発電が4,600万キロワットで、うち3,900万キロワットが石
炭火力となっている。水力発電は1,300万キロワット、風力
発電が2,000万キロワット、太陽光発電が5,300万キロワッ
トとなっている。
（図3参照）

図３：石炭火力、風力、太陽光発電の年間新規導入
(運転開始ベース)推移
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出所：中国電力企業聯合会の年次統計から筆者作成（2017年の値は
速報値）

石炭火力の設備過剰について

電力発展13次五カ年規画では、石炭火力の設備容量に
ついて、2015年末9億キロワットに対して2020年末時点で
は11億キロワットを超えないとしているが、2017年に入り下
方修正の動きが表面化してきている。
まず2017年3月の全人代政府活動報告では、石炭火力
が鉄鋼、石炭と並んで過剰生産能力のひとつと明記され、
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5,000万キロワット以上について廃棄あるいは建設を停止・
延期するとされた。さらに2018年3月の全人代政府活動報
告では、基準を満たしていない30万キロワット以下の石炭
火力発電ユニットを廃棄または閉鎖・停止するとの方針が
示されている。
石炭火力が設備過剰に至った原因は、2012年以降電力需
要の伸びが鈍化しているにもかかわらず、導入スピードを緩
めなかったことに尽きる。これは、2011年に実施された中央
政府から地方政府（省／自治区）への発電所建設プロジェ
クト許可権限の移譲が原因との見方がなされている。すなわ
ち、地域開発、地域経済の発展を重視する地方政府が、続々
と石炭火力発電プロジェクトに許可を与え、これが実際の
電力の需要を大きく上回る過大な規模となるとともに、プロ
ジェクトの停止・延期を難しくしていると言われている。

風力・太陽光発電の動向

図3に示すように、2015年まで導入規模の急速な拡大を
続けてきた風力発電は、2016、17年には大きな落ち込みを
見せている。これは、風力発電所が三北地区（華北・西北・
東北）に偏在して建設されたことによる「棄風」
（発電能力
がありながら送電系統の問題で送電できない現象）の問題
から、これらの地域での新規建設が抑制されたことが原因
となっている。

第３部

一方、太陽光発電はここ2年で大きな伸びをみせ、2017年
末時点で1億3,000万キロワットに達しており、電力発展13
次五カ年規画の2020年末目標値1億1,000万キロワットを
既に大きく上回るものとなっている。これは太陽光発電が

需要地に近接した分散立地が可能であることに加え、都市
部においても屋上型が採用できるといった特性により、急
速な導入が進んでいるためと考えられる。

各産業の現状・建議

電力価格の動向

中国では発電公司から電網公司への売電単価については、
一部市場取引が導入されているものの、その大部分は依然と
して中央政府の管理下にあり、地域、電源種別、環境設備の
設置状況などに応じて単価が定められている。国家能源局は
毎年、電源種別毎の平均売電価格を発表しており、2017年12
月に発表された2016年の実績データを図4に示す。

図４：電源種別毎の平均売電単価
(元/キロワット時)：2016年実績
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
出所：国家能源局2016年全国電力価格状況監督管理通報（2017年12
月28日）
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電源種別毎の売電単価は、基本的にそれぞれの電源の
発電原価をベースに決定されているものと考えられる。風力
および太陽光については、固定価格買取制度に相当する優
遇価格での売電が認めており、その導入を促進する政策目
的が読み取れる。しかしながら、風力、太陽光については、
2018年の売電価格の水準をそれぞれ0.40～0.57元／キロ
ワット時、0.55～0.75元／キロワット時に引き下げるとの目
標が国家能源局により示されており、さらなる発電コストの
引き下げを促す政策となっている。
電力ユーザーが負担する電気料金についても、国家能源
局の管理下に置かれており、地域および用途による料金表
が定められている。一般的に、都市部が高く、農村・辺境部
で低く設定されている。用途別では、民生用、大規模工業
用、小規模工業・業務用電力の順に料金が高くなるよう設定
されている。図5に示すように、2016年の全国平均では、民
生用が0.548元／キロワット時、大規模工業用が0.646元／
キロワット時、小規模工業・業務用電力が0.817元／キロワッ
ト時となっている。

図５：全国平均電気料金の用途別比較
(元/キロワット時）
：2016年実績
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
出所：国家能源局2016年全国電力価格状況監督管理通報（2017年12
月28日）

中国の電気料金体系は歴史的経緯から民生用電気料金
が低く設定されているが、大口需要家からの不満も多く聞
かれる。このため価格体系は徐々に見直されており、近年電
気料金は全体として引き下げ基調にあるが、民生用はほぼ
据え置きで、大規模工業用と小規模工業・業務用の料金が
引き下げられてきている。2018年3月の全人代政府活動報
告では、供給側構造改革の大きな柱となる企業負担の低減
の一環として、2018年内に小規模工業・業務用電力の料金
を平均で10％引き下げる方針が示されている。

在中国日系企業が直面している問題
および中国政府への改善要望
在中国日系企業のうち、電力分野の上流側、すなわち発
電および送電事業に直接関与している者は少数であり、そ
の殆どが電力ユーザーの立場にある。このため、ここでは電
力ユーザーとしての視点から、中国の電力分野の問題およ
び改善要望について記載する。
電力ユーザーとしては、かつて電力不足が表面化していた

時期には、電力使用枠の確保に加え、計画的な供給カット
や突然の停電への対応に苦慮していた。しかしながら、近
年大幅に改善された電力需給状況のもと、かつての量的な
電力確保から電力供給の質およびコスト面に関心が移って
きている。
電力ユーザーにとっては、電力の供給元およびその料金
プログラムの選択肢が広がることは好ましい方向であり、さ
らにその選択肢の間に市場による競争が行われ、電気料金
の低廉化が図られることは非常に好ましい状況であるとい
える。このため、電力発展13次五カ年規画に示された電力
小売改革については、電力ユーザーにとってその制度およ
び運用の透明性が確保され、経済的メリットが得られるよ
うな制度設計および運用がなされることを要望する。
また、電力発展13次五カ年規画に示された政策内容に照
らせば、電力ユーザーであっても、今後、自ら太陽光などの
分散型電源や蓄電設備を設置することに加え、デマンドサ
イドレスポンス対応をとることにより、電力システムの柔軟
化に参加しうる方向性が示されているものと考えられる。こ
のような電力ユーザーの主体的な取り組みは、電力発展13
次五カ年規画の目標達成を強く推進するものであり、政策
目標に合致する活動と見做せることから、これらの設備導入
に対する税制などの経済面での優遇策が講じられることを
要望する。

＜建議＞
第３部

①電力市場体系の整備

各産業の現状・建議

・電力発展第13次五カ年規画で明確に示され
た電力小売改革、競争性のある電力小売市場
主体の形成にあたっては、電力ユーザーに
とって透明性が確保され、経済的メリットが
得られるような制度設計を要望する。
・電力小売事業の自由化は電気料金に競争が導
入されることとなり、電力ユーザーにとって
は電気料金の低下が期待できるメリットがあ
る。電力小売事業の自由化の試行が開始され
たことは高く評価できる。
・しかしながら現状では、中国の電力小売市場
は従来の送配電会社に支配され、新規小売事
業者が参入できるのは、新規の小売事業と増
量配電事業に限られている。今後の自由化拡
大にあたっては、新規参入した小売事業者と
従来の送配電会社の間の競争が促進されるよ
うな方策が望まれる。
②電力品質の向上
・電力発展第13次五カ年規画に示されている
配電網改造の積極的な推進により、電力ユー
ザーに供給される電力の品質（停電の頻度、
電圧・周波数の変動）は向上しているものと
評価できる。
・今後さらに、配電網のループ化、自動化など
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を進めるとともに、設備の適切なメンテナン
スにより、さらに高い品質と信頼性の向上を
目指していただくよう要望する。
③分散型発電設備の発展
・電力発展第13次五カ年規画に示された分散
型電源の整備加速方針は、電力ユーザーであ
る事業者が、太陽光などの発電設備を自らの
構内、屋根など近接地に設置することを促す
ことになると評価できる。
・このような動きをさらに加速させるため
に、分散型電源設置に要する費用を対象とす
る税の減免措置や余剰電力の売電にあたって
の優遇など、経済的な奨励措置の創設を要望
する。
④電力のデマンドサイドレスポンス能力向上
・電力発展第13次五カ年規画に示された電力
のデマンドサイドレスポンス向上にあたって
は、電力ユーザーの電力使用の実態と対策措
置に立脚して、ユーザーにもメリットのある
形で進めるよう要望する。
・電力使用の平準化、ピークシフトのためのエ
ネルギー貯蔵設備の設置などに対して、税の
減免や格付けなどの優遇措置を講じるよう要
望する。
・それぞれの企業がその電力使用の実態に即し
てデマンドサイドレスポンス向上に協力でき
るよう、多様性をもった電力料金プログラム
を用意していただくよう要望する。

第３章
建設業
1．建設
2017年の中国の全国建築業総産値は21兆4,000億元、
前年比10.5％増と2014年以来の二ケタ成長となった。一方
で、日本からの直接投資は、回復基調にあるものの、かつ
ての力強さに欠け、外資系工事しか受注できない日系建設
企業の経営は依然難しいものとなっている。また、2017年
には資質制度、入札法、工程質量保証金制度の改定など、
さまざまな政策調整が行われた一年でもあった。

第３部
各産業の現状・建議
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2017年度の都市部の固定資産投資額は63兆1,000億
元と、前年比で7.2％増加となり、2010年以降増加率は逓
減しているものの、固定資産投資額全体の3割超を構成
する製造業投資は、自動車、ハイテク製造業が牽引して
4.8％増と2016年の4.2％から微増となっている。また、不
動産投資額も10兆9,000億元、前年比7.0％増と、2016年
の6.9％増からほぼ横這いとなっている。また、インフラ投
資は対前年比19％増の14兆元と2016年の17.4％増を上
回り、投資分野における下支えとなっていることが顕著で
ある。
不動産の販売面積、価格は、2016年にはそれぞれ前年比
22.5％増、34.8％増と大幅に回復したが、2017年には、購
入制限策等の影響で、それぞれ7.7％増、13.7％増となった。
一方、2017年12月末での販売在庫は、5億8,000万平方メー
トルと、2016年末の6億9,000万平方メートル、2015年末の
7億1,000万平方メートルから改善が見られる。
政策面では、2016年2月に中国共産党、国務院から発表
された「都市計画建設管理政策をさらに強化することに関
する若干の意見」に続き、2017年2月に国務院から「建築
業の健康的発展の持続を促進することに関する意見」
（以
下、
「意見」）が発表された。意見は、建築業が国民経済
の支柱産業であるとしたうえで、諸問題を解決し、建築業
が将来にわたって健全に発展していくための、建築行政管
理、生産システム、品質安全管理、建築市場環境、就業者
の素質、建築産業現代化、建築業企業の海外進出など、建
築業を取り巻く諸課題に対する全面的な指針が示されてい
る。さらに、住宅都市農村建設部から、2017年4月に、意見
の具体的行動計画として「建築業発展“十三五”規画」
（以
下、
「規画」）が発表された。また、規画発表と前後して、入
札制度改革、資質制度の見直し、信用体系建設など次々に
諸施策が発表され、2017年は、今後の市場環境の改善が予
見できる一年となった。以下に述べる問題点、改善要望につ
いても、今後徐々に改善が進んでいくことを期待したい。さ
らに、意見、規画には、技術進歩（智能化、プレハブ化）、省
中国経済と日本企業2018年白書

エネ建築・緑色建築推進、作業員の専業化・組織化（「農
民工」から「技術工人」へ）推進など、日本の建築業が現在
取組んでいる課題、また経験の蓄積がある課題も含まれて
おり、今後、日中双方相互にメリットのある交流が進展する
ことを期待している。
このような状況下、進出日系建設企業が直面する問題点
と改善要望に関して述べる。

建設業にかかわる問題点と改善要望
2017年に改善された項目
2017年の白書において建議した内容のうち、
①2016年10月14日付けで公布された「建設業企業
資質標準一部指標の簡易化に関する通知」（建市
[2016]226号）の中央政府から地方政府への指導の徹
底を要望する。（2017年白書建議事項⑤）
②建設業の本社所在地以外の地域への進出および同地で
の施工許可申請取得のために子公司（子会社）、分公
司（支店）設立を条件としないことについての中央政
府から地方政府への継続した指導。（2017年白書建
議事項⑦）
上記の建議については、上述の意見の中で、
「資質資格
管理の合理化」について述べられ、さらに、
「統一された開
放市場の形成」として、各地区が独自で不合理な参入条件
を課すことを厳しく禁じている。中央政府の徹底した継続
的指導を評価したい。
③納税制度の地域格差の是正と見直し、また、納税や保
証金の支払において二重払いが課せられる状況の改
善。（2017年白書建議事項⑦）
本建議については、2017年4月に、国家税務総局の営
改増にかかわる公告により、同一行政範囲内での徴税に
ついて二重払とならないことが明確化されたことは評価し
たい。

2018年以降引き続き改善が求められる問題
建設企業が直面する問題には、日系建設企業を含む外
資系企業に特有の問題と中国の建設企業も含めた建築業
界全体としての問題がある。
外資系企業に特有の問題については、2015年5月5日に
共産党中央、国務院より公布された「開放型経済新体制構
築に関する若干の意見」および、その後 2017年1月12日に
国務院より公布された「対外開放を拡大し、積極的に外資

を利用することに関する若干の対策の通知」において、建
築設計を含めて外資への一層の門戸開放が示されたのは
評価できることである。今後、さらに以下に述べるような問
題についても、順次規制の緩和が図られていくことを期待
したい。

入札手続については資格を有する入札代理機構が実施
し、入札評価も第三者機関が実施するため、発注者の意向
通りの発注ができない可能性があるほか、入札手続に時
間を要する、少なからぬ入札代理公司報酬の発生等、プロ
ジェクト遂行に影響が出ている。

日系企業を含む外資系企業特有の問題

上述の意見においては、
「工事建設項目入札募集範囲お
よび規模の標準規定」の速やかな修訂、入札が必須となる
工事の範囲の縮小・厳格などについて述べられており、上
述の問題の今後の改善に期待したい。

外資独資建築企業、
および外資企業の設計資質についての問題

外資独資建築企業については、
「外商独資建築企業管理
規定」により、請負可能な工事について、①100％外資、海
外無償援助、②国際金融機構による借款、③外資50％以上
の中外聯合建設、外資50％未満であるが技術的に困難で、
省、自治区、直轄市政府が許可した中外聯合建設等の工事
に限られており、国内建設投資の主要部分である中国資本
100％の工事については、中国企業では施工が技術的に困
難な場合のみ省、自治区、直轄市政府の許可を得て、中外
建築企業は受注可能であるが、外資独資建築企業へは門
戸が開かれていない。この結果、中国の建設市場は、その多
くが外資独資企業である日系建設企業にとって、魅力的な
市場となっておらず、冒頭でも述べたような、都市問題、環
境問題解決のために、保有する経験、知見、および先進的
技術を活かす機会を失していることは、中国にとっても損失
であると考える。
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また、外国の設計事務所が、中国国内で設計業務を請負
う場合、建市[2004]78号により、中国での設計資質を有
する中国の設計事務所（設計院）との合作設計が必要で
ある。

建造師資格に関する問題

各産業の現状・建議

2008年2月の住建部通知（建市[2008]48号）により、項
目経理（プロジェクトマネージャー）制度が建造師制度に変
更されたことで、日本人を含む外国人項目経理に対する扱
いが変更となり、外国人が現場責任者となる場合、
「建造
師」試験を受験、合格するしか方法が無くなった。
この結果、
「一級建築士」など日本の公的資格を保有し、
中国人の建造師資格保有者と同等の技術水準にある日本
人技術者の工事現場での位置付が不安定となり、またその
扱いそのものが不平等となっている。

建設業界において普遍的に生じている問題
入札に関する問題

「入札法」
（主席令第21号）、
「工事建設項目入札募集
範囲および規模の標準規定」
（国家発展計画委員会第3号
令）では、インフラ施設・公用事業・国有資金投資・国家融
資・国際組織または外国政府の資金使用等のプロジェクト
等については入札募集が必要であると規定されている。
上述規定では省政府レベルで入札募集範囲、規模を規
定できるため、上海市、江蘇省等では、外資民間投資プロ
ジェクト（非国有投資）では入札手続が不要な一方、北京
市、天津市等においては、入札募集が必要であり、地域毎
にばらつきがある。
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品質終身責任追及制の問題

2014年8月に住建部より公布された「建築工程五方主体
項目負責人質量終身責任追及暫行弁法」
（建質〔2014〕
124号）により、建築プロジェクトに関わる五方（発注者、勘
察会社、設計会社、施工会社、監理会社）のプロジェクト責
任者個人は、工事対象物の設計使用年限（通常50年）にお
いて品質の終身責任を負うことになった。
この責任は個人が所属会社を離職した場合でも、継続し

て追及され、品質問題が生じた場合は、資格停止処分等行
政罰の他、刑事罰を負うことも規定されている。

工事品質を重視するという政策意図は理解できるもの
の、経済のソフト化進展により建設業への従事希望者が
年々減少している中で、このような政策はさらに建設業が敬
遠される一因となることを懸念しており、規定の撤廃を含
め、今後の見直しに期待したい。

施工許可申請における諸問題

建設工事施工許可は、施工地の建設行政機関に申請を
行うが、地方により以下のような各種要求・指導が行われ、
プロジェクト工程、工事費に影響が出ている。
工事登記人員(現場施工管理有資格者)の
社会保険証明についての問題

中国の多くの地域（日系建設企業の進出地域の殆ど）
で、現場施工管理有資格者が自社従業員である証明として
社会保険証明の提出が求められている。ただし、各地の社
会保障局発行の社会保険証明は書式・記載内容にばらつ
きがあり、往々にして施工地の建設行政機関の書式・記載
内容要求を満たせず、解決に時間を要している。このほか、
分公司名義で納めた社会保険証明を認めない、直近5年間
の納付証明でなければ認めない等の地域もあり、制限の緩
和・運用の統一に期待したい。
工事ボンド(保証状)についての問題

工事ボンド(保証状)とは、工事費支払ボンド、請負者契約
履行ボンド等、請負契約当事者双方の債務不履行を担保す
るものであり、契約条件により相手方に差入れるものであ
る。しかし、当事者間で差入不要と約定しても、一部地域で
は建設行政機関より差入（契約条件の変更）を指導される
ことがある。
要求されるボンド種類・金額は地域により異なるが、契
約当事者双方で一工事1,000万円以上の費用(ボンド費用)
が発生する地域もあり、工事費増加への影響があるため、
契約当事者間の合意を尊重した運用に期待したい。

施工契約モデル書式についての問題

上記と類似の問題であるが、一部の地域では工事請負契
約約款について、施工地行政機関から「モデル書式」
（住
建部・各地建設局制定）の使用を強制されることがある。
一方、日系を含む外資系工事の発注者からは、全世界の拠
点で統一して採用している契約約款（FIDIC約款等）の使用
を強く主張され、建設企業もこれに応じることが多い。しか
し、当事者間で合意して発注者指定の契約約款を使用して
契約締結しても、さらに当局要求により、
「モデル書式」によ
る申請用契約の締結が必要となることがある。これにより、
両者の整合性確認に多大な時間・労力を要するほか、紛争
発生時に混乱が生ずるリスクがあるため、これも、契約当事
者間の合意を尊重した運用に期待したい。

＜建議＞
①外資独資建築企業に対する受注規制（中系顧
客工事の受注制限)の緩和を要望する。
②建設業に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、具体的には日本の一級級建築士、一級
施工管理技士などの資格を中国の建造師資格
等と同等に取り扱うことを要望する。
③外資企業の設計資質取得条件(常駐外国人設
計士の人数等)について緩和を要望する。

第３部
各産業の現状・建議

④外資系工事（非国有民間投資プロジェクト）
において、勘察（事前探査）・監理・設計・
施工それぞれの業者決定にあたり発注者によ
る入札実施が必要であることの見直し、手続
の簡素化を要望する。
⑤中国における建築技術水準向上に資する建設
関連資格制度の広範な普及を促進するという
観点から、「プロジェクトに携わる発注者・
勘察・設計・施工・監理責任者個人に対する
品質終身責任制」の撤廃を要望する。
⑥各地域進出時、および施工許可申請時におけ
る以下の諸要求の緩和・地方毎の運用のばら
つきの改善を要望する。
・工事登記人員（項目経理の他、現場施工管理
有資格者）の社会保険証明書提出。
・当事者間（発注者－施工業者）では不要と合
意している工事ボンドの発行要求。
・請負契約締結にあたっての「施工契約モデル
書式」の使用強制。
・法人身分証明書（外国人の場合パスポート）
の提出。
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２．不動産

土地取引総額が大幅に上昇

2017年の中国不動産市場は、投資、新築分譲住宅販売
面積、販売額の三つの指標において過去最高の記録を再
び更新した。市場におけるオフィスビルおよび商用不動産
の売り上げは、住宅建物よりも高い。三、四線都市の販売
は一、二線都市より好調である。商品住宅の在庫は引き続
き縮小しており、大手不動産会社の市場の集中度がさらに
拡大した。行政介入の強い状況下で、市場の不動産価格は
全体的に安定している。

図２：全国の不動産開発企業の土地購買面積伸び率

不動産投資の成長ペースは明白

2017年、全国の不動産開発投資額（名目）は10兆9,799
億元となり前年比7.0％増加した。そのうち、住宅投資額は7
兆5,148億元となり、9.4％の増加であった。オフィスビル投
資額は6,761億元となり、3.5％増加した。商用不動産は1兆
5,640億元で、前年比1.2％減少した。住宅投資は不動産開
発投資のうち68.4％を占めている。

8

-10

第３部
各産業の現状・建議

建物竣工面積は10億1,486万平方メートルで、4.4％減
少し、そのうち住宅竣工面積が７億7,185万平方メートルで
7.0％減少した。

2

分譲住宅の販売面積、販売価格、共に過去最高

出所：国家統計局

東部地域の不動産開発投資が
全国の半数以上を占める

2017年、東部地区の不動産開発投資額は5兆8,023億元
で前年比7.2％増加した。中部地域への投資額は2兆3,884
億元で11.6％増加、西部地域への投資額は2兆3,877億元
で3.5％増加、東北地域への投資額は4,015億元で1.0％増
加となった。
全国の不動産開発投資総額の半分以上を東部地域が占

めており、引き続き西部を上回る状況が続いている。

表：全国の不動産開発東中西部投資構造
(単位：億元、％)
完成投資
58,023
23,884
23,877
4,015

比率

前年比

52.8
21.8
21.7
3.7

7.2
11.6
3.5
1.0

出所；国家統計局

130

0

建物着工面積は17億8,654万平方メートルで、7.0％増加
し、うち住宅着工面積は12億8,098平方メートルで10.5％増
加した。

6

東部
中部
西部
東北

10

2017年の不動産開発企業の施工面積は78億1,484万平
方メートルで、前年比3.0％増加、うち、住宅施工面積は53
億6,444万平方メートルで、2.9％増加した。

10

地区

20

竣工面積の伸び率はマイナス成長

12

0

30

資料：国家統計局

図１：全国の不動産開発投資伸び率

4

2017年の不動産開発企業の土地購買総面積は2億5,508
万平方メートルで、前年比15.8％増加、土地購買費は2兆
3,169億4,700万元であった。土地取引総額は１兆3,643億
円で、49.4％増加した。
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住宅投資
39,770
17,006
15,510
2,862

2017年の分譲住宅の販売面積は16億9,408万平方メー
トルで、前年比で7.7％増加した。そのうち住宅販売面積は
5.3％増加、オフィスビル販売面積は31.4％増加、商用不動
産販売面積は18.7％増加した。

図３：全国の分譲住宅販売面積および販売額伸び
50
40
30
20

比率

前年比

52.9
22.6
20.6
3.8

9.3
14.1
6.2
1.7

10
0
資料：国家統計局

分譲住宅の販売 額は13兆3,701億元で13.7％増加し
た。そのうち、住宅販売額は11.3％、オフィスビル販売額は
17.5％、商用不動産販売額は25.3％増加した。

ける消防審査は厳格にすべきではあるが、こ
れまで不透明であった施工日程をより明確化
し、指導サービスの提供を要望する。

2017年末、分譲住宅の在庫面積は5億8,923平方メート
ルで、前年に比べ15.3％減少となった。そのうち住宅は3億
163万平方メートルで25.1％減少、オフィスビルは3,664万
平方メートルで0.9％増加、商用不動産の在庫面積は1億
5,204万平方メートルで4.0％減少であった。

⑥オフィスの所在地、商工税務の変更手続がと
ても複雑である。特に納税区変更に関しての
法律改善を要望する。

不動産貸付の成長ペースは反落

⑦オフィス移転の際、住所変更申請の事務手
続、スケジュールがとても不明瞭である。政
府管理窓口で相談するが窓口担当者からの返
答が異なる。手続の方法の簡素化と効率化、
それにおける担当者の知識およびサービス等
のレベルの向上を要望する。

2017年末、不動産開発貸付残高は7兆元で、前年より
21.7％増加し、伸び率は9.5ポイント上昇した。そのうち、
保障性住宅開発貸付残高は3兆3,000億元で32.6％増加し
た。前年末と比較すると8,203億元増加したが、伸び率は

⑧不動産所有権登記証の抵当権が設定された不
動産の賃貸において、例えばオーナー（賃貸
人）側が銀行支払い未払い等の問題を起こし
た際に、賃借人側は当該物件において賃貸人
自身が破るリスク（設定不動産抵当権の没収
など）に対して、それを受け入れることがで
きない問題がある。政府機関は立法化し賃借
人の権利を守ることを要望する。

2017年末、不動産貸付残高は人民元で32兆2,000億元
となり前年比20.9％増加した。伸び率は前年末に比べて6.1
ポイント縮小した。前年比では5兆6,000億元の増加となっ
たが、増加額は前年比で1,087億元減少した。

5.7ポイント低下した。保障性住宅開発貸付残高の増加額
は不動産開発貸付残高の増加額のうち61.8％を占めたが、
シェアは前年よりも51.7ポイント低下した。
（前年の保障性

住宅開発貸付残高の増加額は不動産開発貸付残高の増加
額の113.5％であった）：土地開発貸付残高は1兆3,000億元
で前年よりも8％減少した。減少幅は前年末よりも3.1ポイン
ト拡大した。個人住宅貸付残高は21兆9,000億元で、前年
より22.2％増加したが、伸び率は14.5ポイント低下した。

第３部

＜建議＞

各産業の現状・建議

①外資の不動産建設業への投資における制限の
緩和を要望する。
②伝統的なオフィス面積では会社登記に数量
制限があるが、「連合オフィス」のような新
型オフィスは、SOHO（小規模）企業の会社
登記において難しく悩ましい問題があるため
（一般的に不動産所有登記証1つに1カ所の
オフィスしか登録できず、複数のオフィス
が共同で入居する場合、企業登記ができな
い）、政府には相応の解決法案を発表しても
らうことを要望する。
③政府に対し不動産賃貸、販売の関連法細則を
整えてもらうことを要望する。
④2014年に国務院が発表した文書で不動産仲
介人職業資格許可と認証を取り消しにしたた
め、不動産仲介会社は毎年主管部門へ不動産
仲介人の資質認可申請をしなくてはならない
状態になっている。企業の負担を減らすため
にも、関連法律規定を同一に整えることを要
望する。
⑤消防審査のための改築、改修、修繕工事等に
長期間を要する場合、施工日程を確定するの
は非常に困難な場合がある。建築基準法にお
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⑨ある企業の納税管轄区税務局と現在の事務所
所在地が異なる場合、この問題が中国の法律
に反するか不明である。納税に関しての明確
な法律に基づく説明を要望する。
⑩工業団地内の不動産売却の際、工業団地管
理者側が売却に関するさまざまな制限条件を
提出してくるが、法律が不明確なところもあ
る。これを明確化し、同様な問題の処理がス
ムーズになるように要望する。
⑪不動産賃貸の成約後、現登記所と異なる区へ
のオフィス移転を検討した際、政府機関より
当該物件は外資が登録できないと指導された
ケースがあるが、明確な法に基づく根拠がな
いため、法律に基づく対応を要望する。

第４章
製造業
１．繊維・アパレル
2017年の中国繊維・アパレル産業は、内需が拡大し外需
が穏やかに回復する中、産業の高度化に引き続き取り組み
安定成長を保った。通年の工業増加値伸び率は4.8％で前
年比0.1ポイント上昇した。川上から川下までの繊維産業団
体を統括する中国紡織工業聯合会（中紡聯）の産業経済
研究院は「（伸び率が鈍化する）過渡期から、安定期に入っ
た」と総括している（「中紡聯2017年工作総結大会」）。
紡織品と衣類を合わせた繊維品の輸出額は2,686億ドル
で、前年比0.5％増加し、僅かながらではあるが2014年以
来3年ぶりに前年を上回った。
国内販売額を示す衣類品の社会消費品小売総額は1兆
4,557億元となり前年に比べ7.8％増加、伸び率は1.0ポイン
トの上昇となった。伸び率が前年を上回るのは2010年以
来7年振りである。

第３部
各産業の現状・建議

一方、生産面では、環境規制の厳格化や沿海部における
人手不足、賃金上昇を背景に企業間の優勝劣敗が鮮明に
なり、環境投資ができない中小零細企業は退場を余儀なく
されている。こうした中、データの見える化や自動化を駆使
したスマートファクトリー化により生き残ろうとする動きも
活発になっている。

中国の繊維･アパレル産業動向
2017年の生産動向

国家統計局によると、2017年の繊維主要品目の生産量
は紡績糸4,050万トン（前年比5.6％増）、生地696億㍍（同
1.2％増）、化学繊維4,920万トン（同5.0％増）と川上・川中
の素材は1ケタ％前半の伸びで落ち着いている。
一方、労働集約型産業の衣類生産は、ニット製が133億
点で2.4%の減、布帛製が154億点で2.7％の減となった。
沿海 部での人件費 上昇や人手 不足を背景に生 産 拠 点の
ASEAN地域への移管が続く傾向は継続している。中国の繊
維製造業における川上・川中での堅調、川下での苦境が鮮
明になっている。
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表１：2017年（1～11月）繊維製品生産量
紡績糸

生地

うち綿糸
綿混糸
化繊糸

うち先染め※
綿製
綿混製
化繊製
後染め生地
毛織物
不織布
衣類
うちニット製
布帛製
化学繊維
うちレーヨンS
レーヨンF
酢酸セルロース
ポリエステル
ナイロン
アクリル
ビニロン
ポリプロピレン
スパンデックス

単位

生産量

万トン
万トン
万トン
万トン
万メートル
万メートル
万メートル
万メートル
万メートル
万メートル
万メートル
万トン
万点
万点
万点
万トン
万トン
万トン
万トン
万トン
万トン
万トン
万トン
万トン
万トン

4,050.00
2,749.71
632.87
668.20
6,955,940.36
263,690.78
3,917,714.22
1,381,897.13
1,655,279.40
5,245,912.24
48,095.65
415.56
2,878,078.19
1,334,691.26
1,543,567.32
4,919.55
363.80
25.24
36.56
3,934.26
332.92
71.91
8.40
29.41
55.11

前年比増減(%)
5.6
5.4
5.9
6.4
1.2
-1.0
1.7
3.6
-1.0
4.8
-7.3
0.1
-2.6
-2.4
-2.7
5.0
3.7
11.2
2.6
4.8
8.8
-0.1
-3.7
16.2
8.0

注）出所：国家統計局。年商20百万元以上の企業が対象
※デニムを含む。

2017年の国内消費

政府系調査機関・中華全国商業情報センターがまとめた
百貨店を中心とする全国重点小売企業100社の2017年衣
類販売額は、前年比4.3％の増加となった。2010年以降前
年比伸び率は低下し、2015年から2年間は前年比減となっ
ていたが、7年ぶりに伸び率が前年を上回った。また、国家
統計局の社会消費品小売総額の服装類（衣類・靴・帽子・
ニット品）は1兆4,557億元で7.8％増えた。伸び率は1.0ポイ
ント拡大し、こちらも前年を上回るのは2010年以来7年ぶり
である。
全国重点小売企業100社の衣類販売額と社会消費品小売
総額の服装類の統計との違いは、電子商取引（EC）を含むか
否かである。社会消費品小売総額全体（36兆6,262億元）の
増加率は10.2％、そのうちモノのEC（5兆4,806億元）の伸び
は28.0％で、全体の15.0％（16年は12.6％）を占めた。こうし
てネット通販が急速に普及する傍ら、実店舗型は苦戦を強い
られているため、この状況下アパレルブランドの間では実店
舗とネット通販の双方を組み合わせて売り上げの拡大を図る
オムニチャネル戦略を取る事業者が増えている。

なお中国の服装類小売総額を日本円に換算すると約24
兆円となり、9兆円前後とされる日本市場の2.7倍近い規模
になっている。

主要市場別の輸出額をみると、ベトナムとロシア、フィリピ
ン、バングラデシュ向けが伸びた。2016年に落ち込んだ米
国と日本は下げ止まった。

図１：中国アパレル販売額の伸び率推移

表３：2017年中国繊維品輸出（地域別）
全世界

25
20
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5
0
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注：年別、前年比％、出所：A)国家統計局

B)中華全国商業信息中心

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

うちアセアン
うちEU
米国
日本
ベトナム
香港
イギリス
ロシア
韓国
ドイツ
フィリピン
バングラデシュ

前年比増減(%)
0.5
4.5
-1.1
1.0
0.1
8.6
-12.6
-12.7
6.7
-2.3
-3.3
10.4
6.2

シェア
100.0%
13.0%
18.3%
17.0%
7.6%
4.9%
4.9%
3.9%
3.4%
3.1%
3.1%
2.3%
2.1%

出所：中国紡織品進出口商会

2017年の貿易動向

中国紡織品進出口商会が中国海関（税関）総署の貿易速
報を基にまとめた2017年の繊維品輸出額は、前年に比べ
0.5％増の2,686億ドルだった。輸入額は5.1％増の246億ド
ルで、黒字額は2,441億ドルとなった。

輸出商品 別では、紡 績 糸やテキスタイルの 紡 織 品が
4.2％増の1,105億ドルとなった一方、アパレルなど服装は
1.4％減の1,581億ドルだった。服装の中でもニット製衣類の
金額の落ち込みが目立っている。

図２：中国繊維品輸出の推移

表４：2017年中国繊維品貿易（商品別）
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3,500

商品名

数量
単位

3,000

繊維原料
綿花
繭糸
羊毛
ウールトップ
化学繊維
その他繊維
紡織品
紡績糸
綿糸
絹糸
毛糸・獣毛糸
化繊紡績糸
その他紡績
糸
テキスタイル

万トン
万トン
万トン
万トン
万トン
万トン
万トン

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

出所：中国海関統計

海関総署によると2017年中国全体の貿易収支は4,225億
ドルの黒字。全商品の貿易黒字の増加に対する繊維製品の
黒字額の貢献度は57.8％となり、やや回復した。貢献度は
2015年に43.4％となり前年比27.7ポイント縮小、2016年は
僅かに回復して47.8％となっていた。

表２：中国繊維品輸出入額と貿易黒字額に対する
貢献（単位：億ドル）
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輸出額（億ドル）
2,685.95
347.49
488.62
453.93
203.24
131.52
130.60
103.28
90.68
82.80
82.43
60.66
52.71

相手国地域

30

年度

輸出入総額

輸出額

輸入額

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2,267.7
2,710.0
2,794.4
3,110.6
3,250.4
3,095.1
2,906.0
2,931.5

2,065.4
2,479.6
2,549.8
2,840.7
2,984.9
2,839.0
2,672.5
2,686.0

202.3
230.4
244.6
269.9
265.5
256.1
233.6
245.5
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繊維品の- 全貿易黒字へ
貿易黒字額 の貢献度(％)
1,863.1
101.8
2,249.2
145.0
2,305.2
99.7
2,570.8
99.0
2,719.4
71.1
2,582.9
43.4
2,438.9
47.8
2,440.5
57.8

万トン
万トン
トン
万トン
万トン

輸出
輸入
前年比
前年比
前年比
金額
金額 前年比
数量 (％) (億ドル)
数量
増減
(%) (億ドル) 増減
(％)
(%)
153.22 1.2 28.67 9.6 306.20 17.3 70.89 22.3
1.71 120.2 0.34 120.2 115.46 28.8 21.86 39.6
0.76
-9.7 3.67
4.8 0.36 -1.6 0.11
9.4
1.03 -28.9 0.49 -25.1 34.59 8.5 27.56 17.3
4.54
-3.5 4.66 13.7 0.62 22.3 0.44 15.1
144.80 1.0 19.42 10.0 64.60 17.0 14.52 21.7
0.39
-5.6 0.08 -2.3 90.58 8.5
6.40
0.3
1,104.87 4.2
173.75 3.7
473.77 5.6 116.10 7.8 262.61 2.1 78.48 6.2
39.33 10.5 16.55 6.1 198.35 0.6 54.61 6.5
4,093.75 -14.8 1.78 -0.6 112.32 -25.3 0.021 -38.0
2.82
-4.8 8.32 -10.2 1.06 -8.9 2.02 12.0
344.16 3.9 79.62 11.3 39.34 5.2 18.38 3.7

万トン 87.05

億メー 90.51
トル
億メー 1.00
絹織物
トル
億メー
0.59
毛・獣毛織物 トル
206.34
化繊織物 億メー
トル
その他億メー 147.92
テキスタイル トル
製品
家庭用製品
億平方
絨毯
メート 7.90
ル
産業用製品
不織布
万トン 157.17
その他製品
服装
ニット製衣類 億点 197.87
綿製
億点 87.93
絹製
万点 2,591.90
毛製
万点 12,392.59
化繊製
億点 90.93
その他製
億点 17.52
綿織物

11.3

10.73

3.7

23.85 11.2

549.37 4.1
2.1 134.60 -0.2
-14.3

5.70

-9.5

-14.7

4.31

-17.4

3.44

13.8

55.96

-1.3

3.46

-13.4

8.57

-9.0

0.04

-23.6

0.37

-14.3

0.31

-3.3

4.12

2.0

6.6 200.94 1.1

10.31

-0.3

19.61

-1.2

15.9 203.82 11.5

9.75

-6.5

23.28

1.4

438.50 3.5
171.22 1.9
15.1
8.9

2.9
2.1
-27.2
3.2
4.3
0.3

27.11
74.15
50.98
115.03
1,581.09
621.79
268.72
1.19
20.28
278.19
53.40

6.4

39.31 6.2
1.97 15.3
0.33

-8.7

1.33

-3.3

6.5
178801.66 3.9
2.8 18.38 11.3 12.99 11.0
3.6
5.13
2.1
-1.4
71.78 9.4
-5.8 3.95 15.0 26.14 15.9
-6.3 2.57 11.2 13.61 15.4
-16.8 10.07 -46.8 0.07 -34.8
-1.4 450.17 11.4
2.4
16.6
-5.0 0.96 32.1 7.34 22.8
-8.6 0.37
5.7
2.71
3.9

布帛製衣類
綿製
絹製
毛製
化繊製
その他製
毛・皮革製衣類
付属品
帽子
その他服装

億点 140.77 2.7 708.68
億点 46.69 2.2 273.34
万点 7,910.60 44.7 19.20
万点 8,824.69 46.7 26.61
億点 81.41 3.3 328.52
億点 10.99 -4.2 61.01
万点

億点

0.12

7.98

1.1
3.22 11.4 36.22
-0.1 0.91
7.0 12・50
60.6 49.24 -3.5 0.86
38.8 311.09 -9.4 3.83
-0.4 2.13 14.2 16.82
-8.6 0.14
7.6
2.22

2.4

32.68 11.7 58.44

7.1

143.02 1.7
43.64 -3.1
31.28 13.3

出所：中国紡織品進出口商会
			

0.41

3.8
1.6
-7.6
2.2
8.2
-7.1

0.4

1.32

7.4

25.0

5.07
0.76
2.26

11.6
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2017年の投資動向

2017年の固定資産投資の実際完成投資額前年比伸び率
は、紡織4.4％、服装4.1％、化繊19.2％となった。エリア別
で伸びが目立ったのが東部で7.9％増、伸び率2.4ポイント
の拡大。内容は新規投資ではなく、製品高度化を目的とし
た既存施設刷新のための投資が主力となっている。
また広域経済圏構想「一帯一路」戦略を背景とした政府
の優遇施策により、新彊ウイグル自治区では紡績から縫製ま
でのサプライチェーン全体への投資が活発になっている。日
本向け製品の生産への適用も今年には始まるとみられる。

表５：2017年繊維製造業固定資産投資
（農家含まず）
計
紡織
服装
化繊

投資額（億元）
13,507.32
6,936.14
4,976.79
1,330.36

前年比増減(%)
5.2
4.4
4.1
19.2
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出所：国家統計局

2018年の展望

各産業の現状・建議

世界 経済の堅 調な推 移と国内における消費の「昇 級
（アップグレード）」の後押しを受け、中国繊維・アパレル産
業は今年も穏やかな成長を継続する見込みである。一方で
環境規制は益々厳格化し、これに対応できる勝ち組とでき
ない負け組の差はさらに拡大するであろう。
また中国国内市場でのネット通販へのシフトは一層進展
し、アパレル業界ではネットと実店舗を組み合わせたオムニ
チャネル戦略を打ち出す事業者が増加すると思われる。

具体的な問題点と改善要望
日本の繊維産業にとって、中国は輸出・輸入ともに最大の
貿易相手国であり、日本企業による中国直接投資や中国に
おけるアパレル生産も引き続き重要な位置づけにある。ま
た中国から見ても日本は主要な輸出先（2000年前後は日本
が1位、現在も順位2位で2兆5,000億円の規模を保つ）であ
る。この様に相互に最重要パートナーとの認識の下、両国繊
維業界は、日本繊維産業連盟（日本繊産連）と中紡聯の業
界間国際会議「日中繊維産業発展・協力会議」を2004年
から開始させ、相互の産業発展、貿易拡大のための各種情
報、意見交換を行ってきた。
その後、アジアの繊維先進国同士の新たな協力関係構築
を目指して、韓国を加えた「日中韓繊維産業協力会議」を
138
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2010年から立ち上げ、協力関係をさらに発展させ、繊維先
進国として相応しい見識と豊富な経験を活かして意見交換
を深め、相互の繊維産業の発展に結びつく方策を見出して
いる。

環境保護、省エネを織り込んだ産業政策と
製品安全対策

昨今大きくクローズアップされている大気汚染に代表さ
れるように、中国にとって環境問題は喫緊の課題となってい
る。中国政府も改正環境保護法を施行させるなど最重点で
取り組んでいるが、日本の繊維産業界は世界に先駆けて環
境問題に直面した実績があり、長年培った繊維技術や特殊
機能を付与した繊維製品は、大気･水環境の保全、浄化に大
いに貢献するものである。既に中国の繊維業界とも各種の
情報交換を行っているが、政府としても環境対策のために
有効な繊維技術、繊維製品が積極的に導入、活用されるよ
うな法制度作りを推進するよう要望する。
また中国は既に世界最大の繊維生産国であり、繊維産業
自体のグリーン生産による環境問題への対応も同様に重要
である。省エネ・リサイクル、非石油由来の各種繊維開発、
有害化学物質の排出削減、大気汚染、水質汚濁防止等への
徹底した取り組みと国際協力が必要である。日系進出企業
においても環境対策への全面的な協力を惜しまないが、そ
の運用に際しては、適切な時間的余裕や、事業運営の実態
にも配慮した政策の実施をお願いしたい。
また、繊維製品オペレーションのボーダレス化が進む中
で、製品安全にかかわる情報交換、業界基準と運用に関す
る情報の共有を推進し、共有の懸案課題の検討を実施して
いくことも重要なテーマとなっている

知的財産権保護について

知的財産権保護の問題は日中の繊維産業界双方とも重
要な課題と認識、2008年末に日本繊産連と中国紡織工業
協会（現中紡聯）の間で覚え書きを締結した。知的財産権
侵害の内容はさまざまであるが、繊維産業において最も多
く且つ深刻なのは
i)商標の冒認登録 ii)インターネットサイト等での模倣品
の横行の2点である。
冒認登録とは、例えば日本のアパレルの著名商標が、中国
の第三者によって中国で登録されてしまい、現地での販売
行為に支障を来すもの。模倣品は、日本アパレルのブランド
やデザインを無断でコピーした商品であり、そのブランド価
値や企業イメージを毀損するもの。日本アパレル産業協会
によると、ネット販売の急激な増加を受けて偽ブランドがE
コマースサイトでも増加している。
現在、覚書きに基づいてこうした問題の解決･予防策を協
議中であるが、中国国内企業、国民へのさらなる啓発が必
要である。今後の日本企業の中国への投資活動を促進する
上でも知的財産権保護に関する協力が重要であり、昨年度
に引き続き商標登録審査の厳格化、模倣品に対する取り締
まり強化を希望する。

自由貿易協定（FTA等）に向けた取り組み

前述の通り日中間の繊維貿易は巨大であり、貿易自由化
の効果も非常に大きい。貿易自由化、特に関税撤廃による
国内産業への影響は慎重に検討しなければならないが、日
本の繊維産業界は中国からの輸入の脅威より、成長する中
国市場向けの輸出ならびに投資機会の拡大に期待を置く。
そのうえで2012年11月に合意された日中韓FTA交渉の開始
を歓迎、その重要性を認識し「日中韓繊維産業協力会議」
における専門家委員会を通じて情報交換を進め、
マーケッ
トアクセス、原産地規則に関するそれぞれの考え方を整理
し、報告書を取りまとめた。
一方、2015年2月に仮署名された中韓F TAの繊維分野
は、関税撤廃除外と長いステージングが多くあるなど、留意
を要する点もある。この内容が日中韓FTAにも影響すると
ASEANにおける商流構築が加速し、特に中国にとっては、日
本からの直接投資の大幅減、高度なサプライチェーン構築
への悪影響が出るものと危惧される。
中国政府として、高レベルの自由貿易構築こそが互いの
繊維産業を将来の繁栄に導き、投資も増大させ、今後も世
界の繊維先進国としてのさらなる発展を実現するという認
識を新たにしていただきたい。加えて知的財産権保護の問
題、製品安全基準の統一等の非関税障壁についても情報
交換や共同研究をさらに進める必要があり、推進について
の積極的な支援を希望する。

投資、事業運営に関する障害、各種問題点の是正
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・外貨決済による中国を産地とした三国貿易において、
仕入先に対する決済のタイミングを、売り先からの
入金確認がない段階でできるよう改善を要望している
が、現状変化はない。中国からの輸出拡大の奨励策と
して引き続き規制緩和を求める。
・輸出増値税の還付手続について、生地取引の商売に
おいて既に仕入れて在庫しているものから輸出する
ケースもあるが、その場合には還付対象外となる現状
ルールを緩和してもらうよう要望する。また輸出輸出
入手帳に関しては開設に要する期間の短縮（現状1カ
月）、ならびに恒常的にロスが発生する生地の輸出入
取引については、一契約においてある程度の許容数量
を設ける事を検討いただくよう要望する。
・アパレル製品に関する品質表示基準について、依然と
して商品の下げ札に記載する品質表示基準が不明確
で、各省により異なったルールが運用されている。ま
た品質表示は、混率や組成状況および商品品質の分類
記載も必要以上に細かく求めているため、遵守する企
業は限られている。中国全土での統一基準の制定を要
望すると共に、品質表示をより簡素化し、遵守可能な
ルール運用をしていただきたい。
・品質管理基準については、自社の基準を企業基準とし
て登録できる対象を、生産型企業に限定せず、非生
産型企業も対象とするルール改正を引き続き要望した
い。また国内販売する商品の品質検査は、CNAS（中
国適格評定国家認定委員会）とCMA（中国内販試験検
査機関）双方から認定・認証を受ける必要があり、こ
れにより企業はほぼ同内容の監査を2度受け入れなけ
ればならない。品質検査機関への認定・認証はCNAS
とCMAのどちらか片方で済むような改正を要望する。
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＜建議＞
①繊維産業においても環境保護、省エネ・製
品安全対策を考慮した産業政策が望まれて
いる。
今年度も環境保護に有効な繊維製品・技術導
入（例としてグリーン購買制度の導入）、な
らびに製品安全にかかわる情報交換、制度情
報の公開を引き続き要望する。なお製造業に
おける環境対策、排出規制は重要であり、そ
れに対する協力は惜しまないが、企業の事業
運営の実態にも配慮した政策を実施するよう
要望する。
②知的財産保護に関しては、商標の冒認登録な
びにインターネットサイト等での模倣品に対
する取り締まり強化を要望する。
③繊維製品の広域経済連携、特に日中韓FTA
交渉に向けた取り組みに関し、関税の相互
即時撤廃を含めた高いレベルの自由貿易を
目指し、中国政府として積極的な推進を要
望する。
④外貨決済、輸出増値税に関する事務処理に
ついて、より現実の取引に即した改善を要望
する。
⑤アパレル製品の品質表示法に関しては、全国
統一かつ簡略化して、ルールの遵守が可能な
制度運用を要望する。
⑥品質管理基準について、生産型企業以外でも
自社基準を適用できるよう、また品質検査機
関への認定・認証はCNASまたはCMAのいず
れかとするよう要望する。

２．化学品
2017年の中国の石油・化学工業市場は、安定的な経済
成長、国際原油価格の回復等を背景に、売上総額は前年比
15.7％増の13兆7,800億元、3年連続で下落していた利益総
額は8,462億元と、前年比およそ2,000億元の大幅増加とな
り、貿易総額は22.1％増の5,834億元であった。固定資産投
資は前年比4％減となり、3年連続で前年割れとなった。
第13次5カ年規画の3年目となり、また19大後の最初の年と
なる2018年は、売上総額は前年比10％増の15兆元、利益総
額は5％増の9,000億元、貿易総額は10％増の6,300億元を目
標に掲げている。中国経済全体が「新常態」移行後の質的安
定成長を図ってゆく方向性の中で、石油・化学業界において
も、課題とされている過剰生産能力の解消、安全管理・環境
保護への取り組みを強化し、また技術革新等も通じて、量か
ら質への転換を図ってゆくことが期待される。

原油輸入依存度は引き続き増加
2017年の中国原油需要は、2016年同様、前年比6％増の6
億1,100万トンに達した。国内生産は4％減の1億9,200万トン
にとどまる一方、原油純輸入量は11％増の4億1,900万トンと
過去最高を更新しており、輸入比率は4ポイント増の69％に
なっている。

第３部
各産業の現状・建議

石油消費量は今後も2030年前後までは増加し6億9,000
万トン程度まで達する見込みで、国内生産量も継続して2億
トン程度と拡大が見込めない中、輸入依存度は2030年まで
に70％を超えると予想されている。一方、中国のエネルギー
消費総量に占める非化石エネルギーの割合は、2020年には
15％まで引き上げる目標（2015年時点12％）が掲げられてお
り、今後は天然ガスの割合引き上げに加え、風力発電、太陽
光エネルギー、地熱エネルギーなどの再生エネルギーの増加
への取り組みが加速していくものとみられる。

表１：原油（単位：億トン）
原油生産量
純輸入量
消費
輸入依存度(%)

2014年実績
2.10
3.08
5.18
59％

2015年実績
2.15
3.33
5.48
61％

2016年実績
2.00
3.78
5.78
65％

2017年実績
1.92
4.19
6.11
69％

出典：中国国家統計局、中国通関統計

エチレン生産量・輸入量とも史上最高に
化学品の基礎原料であるエチレンの2017年の生産量は、
前年比2.3％増の1,822万トンとなり、過去最高だった2016年
を上回った。
エチレンの2017年の輸入量は前年比29％増の215万トンと
なった。全体のエチレン需要量が前年比4.6％増加する中、自
前の生産量は過去最高を記録したが、2.3％増に留まったこと
に加え、石炭からのオレフィン生産（CTO）やメタノールからの
オレフィン生産（MTO）ではナフサクラッカーに比較しエチレ
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ン生産能力が小さいため、需要増を十分にカバーできず、輸
入量の増加につながっている。また、経済性の観点から、原
料の軽質化も進み、エタンクラッキングも注目されており、中
国国内で既に建設中のものも含め、目下計画されているエタ
ンクラッカーは十数カ所に上る。
一方、プロピレンの2017年の生産量は前年比6.5％増の
2,650万トン、輸入量は6.9％増の310万トンであった。昨今は
ポリプロピレン（PP）以外にも酸化プロピレン（PO）やアクリ
ル酸など誘導品の新増設に伴う需要が拡大しており、CTOや
MTOに加え、ここへ来て、浙江省や山東省などのプロパン脱
水素（PDH）装置の稼働率も上昇している。需要が堅調な一
方、2018年は日本で複数のナフサクラッカーの定期修理が予
定されていることもあり、今後、北東アジア域内で需給バラン
スが締まる可能性がある。

表２：エチレン（単位：万トン）
生産
輸入
輸出
消費
消費対前年(%)

2014年
実績
1,704
150
0
1,854
3.4％

2015年
実績
1,715
152
0
1,867
0.7％

2016年
実績
1,781
166
0
1,947
4.3％

2017年
実績
1,822
215
1
2,036
4.6％

2016年
実績
2,489
290
0
2,779
3.8％

2017年
実績
2,650
310
0
2,960
6.5％

出典：中国国家統計局、中国通関統計

表３：プロピレン（単位：万トン）
生産
輸入
輸出
消費
消費対前年(%)

2014年
実績
1,913
305
0
2,218
14.4％

2015年
実績
2,400
277
0
2,677
20.7％

出典：CPCIF、中国通関統計

環境規制強化に伴う工場の操業停止や原料価格の上昇に
よって、多くの誘導品は需給がタイトになっている。カプロタ
クラム、フェノール、ポリカーボネート（PC）など原料とのスプ
レッドも改善し、市況が大きく上昇している。また、パラキシレ
ン（PX）は川下のポリエステルの生産が高水準を維持してお
り、高純度テレフタル酸（PTA）の需給も改善してきた。中国
は依然PXの輸入国であるが、繊維企業などがPX欲しさに大
規模製油所の建設を進めており、2019年末頃から大規模増
産が予想される。

過剰生産や構造問題の解消、
環境保護強化、産業の質的な向上に期待
環境問題が深刻化する中、2015年1月に改正環境保護法が
施行され、また、2018年1月には、大気汚染物質、水質汚染物
質、固形廃棄物および騒音の排出に対する課税を定めた環境
保護税法が施行された。当法には排出基準量を一定程度下
回る場合には優遇措置が適用されており、企業の自助努力が
求められている。
産業構造の転換の面では、過剰生産能力の削減を進める

一方、付加価値の高い製品の生産比率向上を急いでいる。
その1つが高機能性繊維やグラフェン、機能膜、エンジニアリ
ングプラスチックなどの新材料産業である。国の産業振興策
「中国製造2025」の重点分野の1つにも位置付けられ、中国
の工業情報化部は新材料産業の生産額が2025年に10兆元
規模に拡大する見通しを示している。今後はプロセス開発や
試験評価機関を設けるとともに、基金（ファンド）を設けるな
ど資金面からも発展を支援し、2035年を目処に先端材料で
世界トップ水準の地位を確保する計画である。
また、安全対策の面では人口密集地の工場移転も加速して
いる。国務院は2017年9月、
「都市人口密集区の危険化学品
生産企業の移転・改造に関する指導意見」を各地方政府な
どに通知し、人口密集地に位置する石油化学工場などを対象
に、安全・衛生面で一定の防護距離を確保できない企業には
設備改造させ、リスクを削減できない場合には移転や閉鎖さ
せる施策を開始した。危険化学品を扱う工場のうち、中小企
業と重大なリスクを抱えている大企業は2018年までに設備
改造や化学工業園区への移転に着手し、2020年末までに完
了しなければならない。その他の大企業についても、2020年
から2025年末までに対応させる。2018年は各地方政府が方
針を示し、具体的な行動に着手する。

第３部

このように2018年の石油・化学工業界においては、過剰生
産能力のさらなる削減、技術のイノベーションによる高付加
価値製品創出による質的な向上、環境保護、安全対策のさら
なる牽引に加え、中国各地での競争力ある大型石化基地の整
備、
「一帯一路」の方針に沿った沿線国家との協業開拓等、中
国の石油・化学産業の質的な発展を目指す方針が示されてお
り、その動向が注目されるところとなっている。

各産業の現状・建議

＜建議＞
中国経済は既に高度成長から安定成長へ移行する
中、経済発展のスピードよりも、質が重視されつつ
ある。指導層の考え方もGDP優先から、生態文明
建設の促進へと変わった。
そのため、産業政策・法規制面では、産業構造改
革の推進と過剰設備の削減、環境安全や化学品管
理に対する要求の一層の厳格化がなされた。
中国で投資している日本の化学企業は政府の管理
理念の転換と関連措置の実行を歓迎するが、地方
での「一律取り締まり」、
「キャンペーン式法執行」
による管理を見直し、法規制のさらなる合理化およ
び明確化により、複数部門に関係する場合の重複
や矛盾をなくし、部門間で調和が取れるようにして
いただくことを要望する。
また、レスポンシブル・ケアの活動は近年中国にお
いて着実に普及しつつあり、化学品安全生産のため
の従業員の安全意識向上に資するだけでなく、事
業者、行政および社会の相互理解促進の有力な手
法であるとの認識が広がってきている。
化学産業が社会と調和共存し、持続的な発展がで
きるよう、引き続き関係当局の理解と積極的な支
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援を要望する。
以上の観点から、化学産業にかかわる政策、法規
制とその執行に関して以下のとおり建議する。
1．環境の保全

1) 排出規制について
中央環保査察と、
「2＋26」都市でさらなる厳格な
大気特別排出制限が実施されたことは、違法な
汚染物排出の取り締まり、
「散乱汚企業」の淘汰
あるいは閉鎖、環境改善に対して大きな効果を収
めたが、一部の地方政府は、中央環保査察または
「2＋26」の特別制限要求に対応するため、当該
地方の企業に対する一律取り締まり（一刀切）を
行い、排出基準を満たしているか否かにかかわら
ず、一律に生産停止させた。その際、排出基準を
満たしていた企業も数カ月の生産停止が命じら
れたケースがあり、企業経営あるいは生産に大き
な影響を与えた。環境保護に関する法令および
国家標準を遵守しているかを取り締まりの基準と
し、地方の一律取り締まりによるこのような弊害
を無くすよう生態環境部に対策を講じていただく
ことを要望する。
2)危険廃棄物処理について
危険廃棄物目録は各種の危険廃棄物に明確な処
理要求を規定していないため、地方主管部門と企
業は処理方法に対して認識が異なる場合がある。
多くの地方主管部門は管理リスクを回避するため、
危険廃棄物の無害化処理を強調し、減量化・資源
化を重視していないことで、多くのリサイクル可能
な廃棄物が焼却または埋め立てられている。循環
経済の視点から、危険廃棄物目録に掲載される危
険廃棄物の特徴に従って、リサイクルおよび処理技
術の要求を規定することで、危険廃棄物のリサイク
ルを奨励し、減量化を促進するよう要望する。
一方、危険廃棄物の処理能力不足、または地域間
の処理能力の格差で危険廃棄物が速やかに処理
できず、処理費用も高騰している。少量危険廃棄
物の収集処理問題も依然として改善されていな
い。単純に市場に任せるのではなく、中央主管部門
が、危険廃棄物の収集、処理業者の類別、地域毎
の排出予測数量と処理可能数量を一元的に把握し
たうえで、地方主管部門と協力して危険廃棄物回
収、処理能力の充実を計画し、その計画を公表して
いただくことを要望する。また、少量危険廃棄物で
も即時に収集処理できるような制度を講じていた
だくよう要望する。
3)VOC（揮発性有機化合物）削減
VOCなどの削減について、先進技術の導入で大幅
に排出量を削減し、早めに削減目標を達成した企
業に対しては、短期間にさらなる厳しい削減目標を
要求するのではなく、自主的な削減努力にゆだねる
等、奨励施策の実施を主管部門に要望する。

2．化学品管理

1)危険化学品登記制度関係
化学工業界は、2017年までの一連の関連法規・目
録類の公布により制度の枠組みが整い今後は法規
の確実な執行が重要であると認識している。そのた
めには、高い危険有害性あるいは大量の危険化学
品の生産・輸入のようなリスクの高い活動を重点的
に管理する方向に現行制度の完成度を高めると共
に、企業が主体的にその責任を果たすことができる
よう運用を改善することが必要である。
①少量の危険化学品の鑑定・登記負担軽減
少量の危険化学品の生産・輸入についてはその鑑
定・登記の負担を軽減する規定を法規上で明確に
することが望まれる。例えば年間の生産・輸入数
量が1トン以下の場合に鑑定・登記を免除する、あ
るいは届出のような簡便規定を設けることを要望
する。
②科学研究用途の鑑定・登記免除
科学研究用途での生産・輸入には数量制限なく鑑
定・登記の免除を要望する。
③鑑定免除リストの見直し
物理危険性がないとして国が認めた物質について
は、鑑定免除リストに収載されるが、国際的に物理
危険性が低いと認識されるポリマーは収載されて
いない。ポリマーを鑑定免除リストに収載すること
を要望する。

第３部

④輸入企業の登記申請の運用の円滑化

各産業の現状・建議

現行の鑑定・登記制度の運用に際しては、企業の
自社データや合理的類推結果の活用、物理危険性
分類報告の有効期限撤廃、物質情報の秘密保持
に対する一層の配慮、系列鑑定の活用促進等、多
種多様な危険化学品を迅速に申請する必要のある
輸入企業による登記が円滑に進められ適切な運用
がなされるよう要望する。
2)新化学物質環境管理登記制度関連
「新規化学物質申告指南のデータ要求調整に関す
る通知」では、化学工業界の意見を採用し、常規申
告のデータ要求が簡略化されたことを評価する。
しかし、1トン未満の簡易基本申告に対しては、過
剰なデータの提出が要求されている。他国の新規
化学物質申請制度によれば、1トン未満の場合、申
告免除または試験データ無しの簡易申告のみと
なっている。少量多品種の産業形態にも配慮した
合理的な制度設計をしていただき、簡易基本申告
時の生態毒性データの提出を免除するよう要望
する。
3)優先管理物質リスト
2017年12月末に第1回の優先管理物質リストが公
表されたが、このリストに挙げられた科学的根拠や
リストの位置づけ、どのように運用、活用すべきも
のかについて明確にされないままリストだけが公表
されている。企業としてこれらの物質に対して何を
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優先的に管理すべきかどのような対応を要求され
ているのか明確にしたうえでその内容と共に公表さ
れることを要望する。
4)食品接触材料関係
食品接触材関連法の適合宣言について、基本的に
は中国法律の適応がされていない海外の企業が自
信をもって中国の標準GBに適合宣言するというの
は困難な場合が多い。適合宣言のガイドラインの
曖昧な表現に関しては定量的に示すなどの改善を
要望する。
3．化学品の物流関係
危険有害性を有する化学品は複数の部門により所
管され、危険化学品および危険貨物という二つの
異なる概念に基づく法規制が並存している。そのた
め、同一の化学品に対して複数の部門から異なる
段階で異なる概念の規制が適用され、相互に矛盾
しあるいは非効率な管理を余儀なくされる場合が
ある。
1)貯蔵
貯蔵段階では危険化学品法規制と危険貨物法規
制の適用範囲が必ずしも明確ではないため、危険
貨物に該当しない危険化学品を専用倉庫で厳格に
保管管理することを求められるなど混乱とコスト上
昇を招いている。危険貨物の考え方に基づく規制
を貯蔵段階に適用することが適切であり、危険化
学品安全法の策定および関連法規制の制改定の
際には、関連業界の意見を十分に聴取し、行政部
門毎の職責範囲を一層明確にすると共に、危険化
学品および危険貨物の二重規制とならないよう要
望する。
また、取扱いや貯蔵に関して「少量」の定義が無
い。そのため、少量（微量）であっても、過剰に重
厚な設備や管理基準が要求されている。化学品の
危険性に鑑み、
「指定数量」を定義し、それ以下の
取扱い、貯蔵に関して規制緩和処置の導入を要望
する。
2)輸送
輸送段階の法規制は危険貨物の概念に基づく国
際標準への整合が図られ、例外数量や有限数量の
考え方が取り入れられつつあることを評価する。危
険貨物に該当しない危険化学品は一般車両による
輸送がなされるよう今後の法規制の適切な運用を
要望する。
3)輸出入
①輸出入の場面では、輸入時に質量検験検疫局によ
り危険特性分類鑑別報告等の製品鑑定が行われ
る場合がある。その鑑定結果は、鑑定を実施した
各港の質量検験検疫局管轄でのみ有効とされる。
全ての港で共通使用できるよう運用を改善するとと
もに、有効期限を1年間から3年間に延長していた
だくことを要望する。
②天津爆発事故以降、各港によりIMDGの取扱い
CLASSが制限され、全CLASSの取扱いが可能な港

は上海港のみとなった。その結果、上海での輸入を
余儀なくされコスト上昇を招いている。他港でも従
来通り全CLASSの取扱を可能とするよう改善を要
望する。
③上海の保税危険品倉庫は、従来入出庫保管業務
ができていた。しかし、税関の方針から入庫登録
の許可がおりず、入庫業務が停止され、実質、保税
危険品倉庫として使用できない状況である。その
結果、危険品の保税扱いの保管ができず支障が
出ているので、一日も早い再開を要望する。
④税関、CIQ（出入境検験検疫局）への全ての提出書
類への社印押印が求められており業務が煩雑であ
る。化学品（特に危険化学品）の場合、SDSなど提
出書類が非常に多いので、代理報関委託書への押
印が簡素化されることを要望する（I/V,P/L,SDS等
への押印省略化）。
4．その他

1)法規制の周知方法の充実
中央政府および地方政府によりさまざまな環境安
全にかかわる法令、基準が制定されているが、体系
が複雑であるため、法令、基準、通達を一元的に
調査、検索できる仕組みを構築し、本文のほかに、
公的な解説書の充実を要望する。また、新規法令、
基準制定時は充分な周知指導がなされることを要
望する。
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2)化学工業園区に入るべき化学工業の定義
化学企業が立地場所を選定する場合は、事業を
行ううえで、
できるだけ有利な場所への立地を考え
る。化学工業園区は諸条件の多くが整った好条件
立地場所である。近年、化学工業について化学工業
園区内への移転を進める方針が打ち出されている
が、本来化学工業園区に入るべき「化学工業」の定
義が不明確であったり、新規に化学品の製造を計
画する際に化学工業園区内でないと製造できない
のか否かの判断が地方行政や当局に委ねられ基
準が不明確である。化学工業の明確な定義と化学
工業園区に入るべき化学工業の透明性のある基準
の明確化を要望する。
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３．医薬品
医療分野における日中の連携強化の重要性

中国共産党第十八期中央委員会第三回全体会議において
「中国共産党・改革の全面的深化をめぐる若干の重要問題
の決定」が策定され、
「医薬衛生体制」は重点分野として挙
げられた。2016年初頭には第13次五カ年規画が策定され、
10月には規画に沿って「協力・共有、全国民の健康」を基本
方針とする「健康中国2030」計画要綱が作成された。2017
年に入ると国務院は1月に「“十三五”を深化させる医薬衛生
体制改革計画」を公布、2月「医薬品生産、流通、使用関係
政策のより一層改革改善に関する若干意見」を出し、トップ
ダウンで医療改革を推進している。6月にはCFDAがICHの正
式メンバーとなったことが発表され、10月には「審査承認制
度改革を深化し医薬品・医療機器のイノベーションを奨励す
ることに関する意見」が出された。この「意見」は中央弁公
庁、国務院弁公庁の連名として発出され、これまでに無い政
府の強い意思を感じる事ができる。これにより、中国の医薬
品許認可制度が国際的な制度と調和されること、中国政府
はさらにそれを自国の医薬品産業のイノベーションの推進に
つなげていくことが明確になった。
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許認可制度については、国際基準の採用、審査期間の短
縮も含め、急速に改善されているが、一方で医療保険制度や
流通改革については今後のさらなる改革が期待される。許
認可実務面での対応や、安全性の管理また、優良な医療を
広く全国民に届けるという点など中国政府が今後進めてい
く施策においては、日本の経験が非常に参考になると考えら
れ、医療分野での日中連携をさらに強化する必要がある。

各産業の現状・建議

2016年に再開された官民訪中は、昨年日中国交正常化
45周年記念行事として7月に実施された。日本から厚労副大
臣も参加し、よりハイレベルな交流がなされた。中国日本商
会および医薬業界組織としては、今後もこの枠組みを生か
し、日中衛生分野関係当局による対話・交流の継続、当局と
民間の交流深化を推進し、中国政府の医療衛生体制への取
り組みに積極的に関与・貢献し、政府方針同様、全国民が
共に等しく成果を享受していくべきと考える。

医療政策と医薬品市場の状況

2016年10月25日に国務院は「健康中国2030」計画要綱を
公表した。この要綱は今後十数年間の中国ヘルスケアの行動
綱領であり、中華人民共和国が成立してから初めての国家レ
ベルで公表したヘルスケア領域の中長期戦略計画でもある。
第十一章の医療保障体系の健全化、第十二章の医薬品供給
保障体系の完備、第十五章の食品・医薬品の安全性保障お
よび第二十章の医薬品産業の発展促進において、それぞれに
目標と将来像が挙げられた。
また、2016 年からスタートした「第13 次 五カ年規 画
（十三五）」は着実に進み、引き続き医薬衛生体制の改革、
医療・医療保険・医薬の連動の実現、医薬分業推進、分級
診療の実現などを中心とした取り組みを示している。
2017年には、
「国務院弁公庁の医薬品製 造流 通使用
政 策のさらなる改革 整 備に関する若 干の意 見（国弁 発
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〔2017〕13号）」、10月には中共中央弁公庁、国務院弁公
庁から「審査承認制度改革を深化し医薬品・医療機器のイ
ノベーションを奨励することに関する意見」が出され、党中
央、国務院が制度の革新実現にトップダウンで注力している
ことがうかがえる。
2018年全国人民代表大会の政府活動報告においても、
2017年の成果として、公立病院総合改革の推進、医薬品・
医療機器許認可制度の改革の飛躍的進展、医療保険制度
の改革などを挙げるとともに、今後も健康中国戦略の実施
を謳い、医療保険制度のさらなる拡充、医薬品の監督管理
強化などを具体的に挙げている。さらに公立病院総合改革
を深化させ、医療価格・人事報酬・医薬品流通・医療保険給
付の改革をバランスよく推し進め、医療衛生サービスの質的
向上をはかり、人々が医療の面で直面している難題を全力
で解決するとした。また、医療分野や監督管理におけるイン
ターネットやビッグデータの活用、イノベーションによる発展
戦略の実施もあげられ、医薬医療分野においてもITを利用
した制度構築が予想される。
医薬品流通においては、二票制の2018年までの全国実
施が打ち出され、2017年には多くの省で実施に移された。
二票制とは医薬品メーカーあるいは輸入総代理から医療
機関に納入されるまでの間に一つの流通単位のみ認めら
れるというもので、従来多層的で不透明部分の多かった医
薬品流通整理を目的に実施された。日系医薬品メーカーと
しては、総代理契約の見直しや取引先の整理、管理の複雑
化など対応に追われたが、制度自体の実施については、透
明な市場形成、公正な競争につながるものとして歓迎して
いる。
市場を見ると、2016年の医薬品流通市場は安定成長を見
せたが、その成長率は昨年に引き続き鈍化している。しかし
ながら、今後も人口の高齢化の進展、国民所得の向上を背
景に安定した成長が見込まれる。
国家食品薬品監督管理総局（CFDA）南方経済研究所の
医薬品末端（医療末端および小売末端を含む）市場に対す
る統計では、2016年の売上高は1兆4,975億元で、増加率は
8.3％である（図）。

図：近年の中国医薬品末端市場規模および増加率
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

出典：CFDA南方経済研究所広州標点医薬情報有限公司端末データ
ベース
注：「中国医薬品市場末端規模」とは医薬品の平均小売価格で計算し
たものである。この統計は医療機器、包装材および日用品などを含
まない。
「末端」とは、各級公立病院、社区衛生サービスセンター、
衛生院等すべての公立医療機関および各種薬局を全て含む。

医療末端市場とは、県級およびそれ以上の病院・政府の
設立する社区衛生サービスセンター・サービスステーション
および郷鎮衛生院などの公立医療機構における医薬品売上
高を指している。小売末端市場とは、医薬品販売業の許可
を有する都市・農村部の有形の薬局および医薬品ネット販
売許可を有するオンライン薬局の売上高を指している。

日本企業が直面する問題点
日本の医薬品企業は多くの革新的で有用性が高い医薬
品を中国の医療機関、患者に提供してきており、また、中国
の改革開放に伴い、多くの日本医薬品企業が積極的に中国
に投資してきた。2013年に設立された中国日本商会メディ
カルグループは、2014年化粧品企業団体の正式加盟により
ライフサイエンスグループとなり、2017年12月現在では同グ
ループ54社のうち、医薬品は23社となっている。これらメー
カーは事務所・研究開発・生産・販売または投資会社を設
立し、中国の医療と人々の福祉に積極的に貢献している。今
後も、中国日本商会・政策交流会・官民訪中などの活動を通
じて、日本の経験が中国の医療改革に役立つよう積極的に
交流活動を行っていく予定である。
このように中国で活動し、中国の医療に日々貢献している
日系医薬品企業も以下の諸問題に直面しており、中国政府
に改善を要望する。

法規の実施細則作成と改正時の対話促進
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中国当局は、医療改革を推進するなかで各種法規・ガイ
ドラインの作成・整備を進めているが、その運用にあたって
は事前通知と実施細則の作成による周知徹底が望まれる。

各産業の現状・建議

この数年においては、事前に意見募集稿を公開し、業界
をはじめとして意見を広く求めるケースも多くなり、また、事
前検討会が日系企業団体にも案内されるなど、大きな改善
がみられている。引き続き、中国日本商会を窓口とした対話
の実施を希望する。
日中間の政府・民間レベルでの対話は定期的・不定期的
なものを含め実施されている。特に日中衛生分野関係当局
による対話・交流の強化および当局と民間の交流は深化し
ており、中国関係当局も日本との対話に前向きである。日中
衛生分野関係当局による対話・交流の継続、さらに当局と民
間の交流深化を要望する。
また、法規やガイドラインの施行にあたって即日の実施と
なるケースもあり、特に海外のメーカーにとって即時対応が
難しいケースもある。施行にあたっては十分な周知期間をと
るとともに必要に応じて経過措置および救済措置に関して
配慮を要望する。

新薬開発における審査・許認可制度の改善

2016年の全面薬政改革に引き続き、2017年も多数の改
革政策が打ち出された。先ず、5月11日にCFDAは連続して四
つの医薬品医療機器イノベーションに関する政策の意見募
集稿を公表し、新薬の研究開発から、臨床試験、MAHおよ
び承認審査まで、イノベーションを奨励する政策案を打ち出
した。その1カ月後には、CFDAは中国がICH加盟国になるこ
とを発表し、グローバル基準で新薬の創出を促進する政策
が主調となりつつあることが示された。業界全体としてこの
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方向性に賛同し、引き続き改革の確実な推進を希望する。
また、10月10日に公表した「輸入薬品の登録管理に関す
る事項の調整の決定」はグローバル新薬について中国を含
めた国際治験の実施を奨励することを明記し、国際治験に
参加する国内施設での治験が終了後、直ちにNDA申請がで
きるようになっている。海外の新薬上市に「グリーンロード」
を開通することによりドラッグラグを解消し、国民の新薬へ
のアクセスは加速されることは間違いない。これらを実現す
るために、優先審査、新薬の治験相談制度も整備されつつ
ある。今後は規制当局・病院・企業三者間の継続的な対話
により、
「薬物臨床試験品質管理規範」の早期確定や治験
に関連する手続の簡素化等によりICH加盟国としての治験
環境を整えることを希望する。
中央弁公庁、国務院弁公庁は10月8日に「審査承認制度
改革を深化し医薬品・医療機器のイノベーションを奨励す
ることに関する意見」
（以下、
「意見」）を公布した。これは
2015年8月に国務院から「医薬品医療機器の承認審査制度
の改革方針」が発表された後、承認審査制度の改革を深化
するもう一つの綱領性文書とも言え、業界ではマイルストー
ン改革と呼ばれている。
「意見」では臨床試験の改革、承
認審査の加速、新薬創出とジェネリック発展、医薬品医療
機器のライフサイクルにおける監督管理の強化、規制当局
の承認審査能力の向上、規制当局の組織管理の強化の6項
目、36条を示された。このような「医薬品供給側改革」に賛
同するとともに、建議事項に示しているように実際に応用す
る際に不足している部分の早期補完を希望する。
2017年に出された多数の意見募集稿の中で「医薬品管
理法」と「医薬品登録管理弁法」の改訂は特に注目されて
いる。それらの意見募集稿発表後に中国式DMF制度、中国
オレンジブックの確立が公表されたが、制度の整合性、関連
性の位置付けをより明確にするために、上位法の改訂、確定
を早急に推進することを要望する。従うべき基準が明らかに
なれば、新薬の中国市場への投入は判断しやすくなる。

イノベーションを促進する薬価形成システムの構築

現行法規では、新薬創出時の研究開発・特許・品質・市
販後調査・安全性情報収集等に要する費用を薬価に反映さ
せる評価基準が未確立である。そのため新薬の価格を引き
下げようとする動きが顕在化しているが、過剰な新薬薬価
の引き下げは、新薬を供給しようとする企業意欲を阻害し、
また、薬価の予見性がない状況では、企業の新薬開発投資
にも影響が出る。この結果、中国の患者への革新的新薬の
提供が難しくなったり、遅くなることが懸念される。イノベー
ションを評価する価格形成システムの構築は、外資製薬
メーカーだけでなく、今後創薬のグローバル展開を目指す中
国の医薬メーカー育成にも重要である。
2015年5月には、7部門合同で最高小売価格を撤廃し自
由競争により薬価形成を行う、医療保険償還制度を整備す
るという薬価新政策が発表された。有用な新薬や高品質な
オリジナル薬を安定供給し続けるためには、適正な利益を
見込める価格形成が必要である。しかし、現状では集中購
買による価格形成が中心となっており、その制度は、必ずし
も品質や市販後調査など本来医薬品の適正使用に必要なコ
ストを考慮したものとなっておらず、ただ価格のみの競争と
なっていたり、実施組織が前回入札結果から一方的な値下

げを要求するなど健全な価格形成が十分に行われていると
は認めがたい。中国における後発品メーカーが適切な市販
後の対応を行っているケースは些少であり、安定供給に対す
る意識も希薄に見受けられる。また、国際的な副作用情報
の提供などはオリジナル薬メーカーが一手に担っている。各
地の入札実施においてこれらのオリジナル薬の評価が明確
となる制度の構築を要望する。

項の通知」が発表され、現行の試行段階からより早期に促
進させることが記載されている。ただし、生産受託企業が国
内生産企業に限定されていることから、生産の合理化によ
る価格低減や医薬品欠品リスクを避けるためにも、生産受
託企業の適応を海外生産企業へ拡大することが望まれる。
また、一申請に対する複数製造所での製造が可能となるよ
うに制度を発展させ確立していただきたい。

2015年2月の国務院弁公庁の指導意見、2015年6月の衛
生計画生育委員会の通知および2016年11月国務院の通知
に沿って、新しい医薬品集中購買が各地で実施されている
が、地域ごとに多様な制度となっており、医薬品の供給に地
域差が生まれている。安定した医薬品の供給を達成するた
めに、制度運用の全国的な統一と定期的な入札の実施を要
望する。なお、一部地域では入札後の二次価格交渉による
薬価引き下げが実施されている。二次価格交渉は、企業の
追加負担となるだけでなく、入札価格の意義を無くしてしま
うので、入札後の二次価格交渉の廃止を要望する。

上記のように品質および安全性向上への努力がなされて
いる一方で、医薬品の安定供給という面では課題もある。な
かでも許認可における課題は企業の国籍を問わない共通の
課題である。まずは、医薬品欠品リスクを避けるために、審
査手続の遅延による許認可切れ期間が発生した際の救済措
置として臨時輸入許可の回数制限撤廃や更新審査結論受領
までの「許可証」の期限延長などの制度の充実が望まれる。
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医療保険償還薬リストについては、2017年2月に2017年
版リストが7年ぶりに公表された。2017年版リストでは現在、
化学薬品は甲乙リスト合わせて1,297品目となったが、患者
が最適な薬を選択できているとは言い難い。新薬の上市承
認後、保険償還されるまでに非常に長い時間がかかってお
り、患者は新薬の使用機会を制限されている。特に1類、5.1
類に関しては、承認後速やかに開発費等を反映した価格設
定を行い保険償還リスト収載されるよう要望する。また、今
回のリスト改定にあたり交渉によるリスト収載制度が採用さ
れ、4月に新制度による44の交渉候補品目が発表、7月に最
終的に収載された36品目が公表された。しかし、交渉制度の
プロセスや運用は明確でない。これらの基準を公開し、多く
の品目に機会を与えることを要望する。

各産業の現状・建議

以上のように、保険償還薬の償還基準の早期公開と共に
開発費等を反映した償還価格が設定されることを推進して
いただきたい。

医薬品の安定供給およびその適正な情報の提供・収集

医薬品企業の資質向上や品質安全保証のレベルアップを
図ることを目的として、GMPに関しては、衛生部から2010年
に「医薬品生産質量管理規範（第79号）」が通知され、ま
た、2015年12月30日にはCFDAから「医薬品生産質量管理
規範を確実に実施するための業務に関する通知（277号）」
が公布され、2016年1月1日より完全施行された。
また、GSPに関してはCFDAより2015年7月1日に「医薬品
経営品質管理規範（局令第13号）」が公布、2015年12月
30日には「新しく修訂された『医薬品経営品質管理規範』
の実施を全面的に監督する事項に関する通知」を発表し、
2016年1月1日から完全施行となった。
品質に関しては2017年11月21日には「医薬品生産監督管
理弁法」
（2017年11月7日修正版）、2018年1月5日には「医
薬品検査弁法（意見募集稿）」を発表しており、これら製造
および流通における医薬品の品質および安全性向上への取
り組みを今後も継続して行くことが望まれる。
さらに、医薬品上市許可保有者（MAH）制度に関しては、
国務院から2016年6月6日に「医薬品上市許可保有者制度
試行案」が出されたのに続き、2017年8月21日にCFDAより
「医薬品上市許可保有者制度試行業務を促進する関係事
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医薬品に関する十分な情報を
提供・収集するためのMR活動の保証

医薬品の適正使用のためには、医薬品の有効性、安全性
等に関する情報の伝達・収集が必要であり、その業務を担う
のが医薬情報担当者となる。中国においては本職に関する
明確な管理基準がなく、医薬品流通における不適切なプロ
モーション行為の元凶とされるケースも多かった。
2016年末に中国の開発研究型製薬企業を中心とする団
体である中国医薬創新促進会（PhiRDA）が国際製薬団体
連合会（IFPMA）に加盟した。IFPMA傘下の団体はIFPMA
の定める国際コードに従った国内コードを定める必要があ
り、中国における正式なコードの設定が望まれる。従来規制
当局は業界団体による自主規制コード設定に否定的であっ
たが、後述の「医薬情報担当者登記届出管理弁法（試行）」
意見募集稿においては自主基準の策定について奨励する立
場を表しており、この点でのハードルは下がったものと思わ
れる。中国国内企業が国際基準に従ったプロモーションを
行う契機となるはずであり、平等な競争条件での事業活動
が期待される。
2017年10月に発出された「審査承認制度改革を深化し
医薬品・医療機器のイノベーションを奨励することに関する
意見」において、医薬品プロモーション活動の規範化にも
触れられており、医薬品情報担当者名簿や活動の届出制や
業務内容の制定を求めている。これに呼応して2017年12月
CFDAが「医薬情報担当者登記届出管理弁法（試行）」意見
募集稿を発出した。この中で医薬情報担当者の登録制、教
育や活動内容等が明確に示されたが、活動の医療機関によ
る事前承認など、実施にあたって障害となりうる内容も含ま
れている。副作用情報の収集や速やかな伝達においては、
医療従事者とのコミュニケーションが重要であるので、過度
な負担のない円滑な活動を保証する制度とすることを要望
する。

OTCの承認審査簡素化

海外の多くの国で承認されている使用経験が長く安全
性が高いOTC製剤については、中国の医療改革推進の中、
医療費低減に繋がるセルフメディケーションを浸透させるた
め、新規OTC製剤に現在要求されている新薬と同じ申請要
件の軽減化（資料の軽減化と臨床試験の省略化）を推進す
ることにより、患者が選択できる製剤数を増大させることが
望まれる。

＜建議＞
法規作成・改正時につき以下の改善を要望する。
① 日中衛生分野関係当局による対話・交流の継続、
さらに当局と民間の交流深化を要望する。

⑤医薬品に関する十分な情報を提供・収 集するた
めのMR活動の保証を要望する。

② 法規公布・改正時には、中国日本商会を日系企業
との窓口とした対話の強化を要望する。

OTC医薬品の承認審査簡素化を要望する。

③ 新規法規およびガイドライン施行時の経過措置
および救済措置に関して配慮を要望する。
④ ICHに準じた法改正を推進するとともに、GCP改
正など意見募集中の法規について迅速な公布を
要望する。
新薬開発の審査・許認可制度につき以下の改善を
要望する。
① 全ての申請区分において、CFDA・CDE申請前相
談制度が有効に活用できるよう要望する。
② 全ての申請区分において、CDE審査待ち段階で
の補足資料の受入れを要望する。
③検体の海外輸送規制の簡素化を要望する。
④ 輸入医薬品開発段階でのCMC・製造場所変更の
受入れを要望する。
⑤ 医薬品IND・NDA審査途中の同じ活性成分の異
なる適応・規格の追加申請受入れの明文化を要
望する。
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⑥ 製品ライフサイクルに関わるGxP（GLP,GCP,GMPな
ど）の現場査察に関する細則の制定を要望する。

各産業の現状・建議

⑦ 希少疾病リストおよびオーファンドラッグ認定シ
ステムの構築を要望する。
医薬品価格改革につき以下の事項を要望する。

1. イノベーションを促進する薬価形成システムの構築
① 1類、5.1類に関しては、承認後速やかに開発費等
を反映した価格設定を行い保険償還リストに収
載されるよう要望する。
② 入札においてオリジナル薬の評価が明確となる
制度の構築を要望する。
③ 落札後の二次価格交渉の廃止を要望する。
2. 医療保険償還制度の整備
① イノベーションを考慮した償還基準の設定を要
望する。
医薬品の安定供給およびその適正な情報を提供・
収集するために以下の改善を要望する。
①医 薬 品、原体の品質向上への 努力継 続を要 望
する。
②医薬品許可更新の時間厳守と許可内容の速やか
な通知、および審査遅延品目に対する救済措置
の充実を要望する。
③安定供給を図るために、1製品について複数製造
所からの供給を認めることを要望する。
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④海外生産製品の輸入を可能とするため、海外製
造所への委託を可能とするMAH制度の確立を要
望する。
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４．医療機器・体外診断用
医薬品
中国の医療機器・体外診断用医薬品産業
の状況

中国は人口約14億人、多少鈍化傾向だが、依然高水準で
経済成長を続けている。急速に高齢化も進んでおり、巨大な
医療需要が継続的に見込まれる。医療機器・体外診断用医
薬品市場は2001年から2010年にかけて年平均24.4％増と世
界平均8％増をはるかに上回るペースで拡大、現在も高い成
長率を維持しており、2019年には6,000億元超の市場に成長
すると見込まれている。

人口動態と疾病構造からみた医療機器市場の拡大

中国の人口は2030年に成長のピークに達し、その後減少
に転じる見込みである。65歳以上の人口比率（高齢化率）は
2015年で9.5％だが、2040年には20％超（3億人超）まで上
昇、急激に高齢化が進展すると推測される。中国の疾病構造
は、慢性病による死因が大半で、その上位は高血圧・糖尿病・
心臓病である。2030年には糖尿病罹患率は米国を上回るこ
とが予想される。このように高齢化の進展と慢性病患者数の
増加に伴う医療サービスや医療機器の需要は今後もさらに拡
大が見込まれる。

第３部

医療政策面から見た医療機器市場

各産業の現状・建議

中国では2009年以降、医療制度改革を本格化させてきた。
「第12次5カ年規画」
「第13次5カ年規画」では、医療保険制
度の整備・普及政策で、収入差や地域差による医療格差是
正を推進した。また医療機関の整備再編では、分級診療政策
で、3級病院に集中する患者を2級以下の病院に分散させ、よ
り効率的に医療を提供できる体制作りを目指し、県級公立病
院強化や農村部での地域医療の充実を図っている。
2016年10月発表の「健康中国2030」では、2030年まで
の長期ビジョンが示され、治療だけでなく早期診断や予防と
いった未病に関する方針も示されている。これより、潜在患者
の顕在化・2級以下の公立病院の質向上と数増加・未病への
取り組みなど、医療サービス・医療機器は一層の需要増が見
込まれる。
一方、国産化・国産品奨励の政策も出されており、外資企業
にとっては公正な競争が阻害される可能性を孕んでおり、今後
の政策動向を十分注視しておくべきである。

日本企業が直面する問題点
審査承認制度の改革推進、さらなる審査期間の短縮

ここ数年で国家食品薬品監督管理総局（CFDA）は医療機
器・体外診断用医薬品の審査承認制度や組織構造等の改善
に取り組まれており、その努力に敬意を表したい。また審査
の規範化と審査制度の強化に尽力されている事にも感謝し
たい。
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2017年CFDAは一連の法規を改訂・発行し、審査承認制度
の改革に取り組んでおり、さらなる改革と審査期間の短縮を
期待している。今後中国で流通する医療機器が増加すると予
想されるため、低リスク品の変更は日本のように「軽微変更
届」とするか、第三者機関に審査を任せても良いと思われる。
それにより医療機器技術審査センター(CMDE)と申請者双方
の負担を軽減できる。延続登録は前回の登録審査を基に行
われ、製品の安全性・有効性は市販で検証されており、改め
て補足技術資料にて証明しなくて良いと思われる。手続の簡
素化または手続不要化は、審査リソースの節約と効率化に繋
がる。
近年、CFDAは技術審査相談業務の質と効率を向上させる
ため、相談制度の改善を図っているが、実際は、現行の相談
ルート・頻度・方法などが不十分である。受理前相談は医療
機器のデザイン定型化や登録申請等に大きな役割を果たし
ている。よって、事前相談制度の設立より、審査の混雑や企業
が提出する申請書類の不備などの問題が解決できる。また対
象製品の申請データに対し双方で共通認識を持つ事ができ、
結果的に審査期間短縮や効率化にも繋がる。
情報管理に対するCFDAの努力はよく認識している。必要な
内容を網羅した審査要求事項がタイムリーに出されれば、企
業にとって申請書類準備に大いに役立つだけでなく審査官に
も参考になり、審査中の多くの人力や物を節約できる。
一方、CMDEの最新審査要求事項を入手するまで時間がか
かり入手ルートも少ない。審査要求事項を明確化し、企業が
最新の審査要求事項をタイムリーに入手できるような情報公
開化を要望する。
現在、医療機器の分類判定に6カ月以上もの長い期間を費
やしており、登録申請前の確認やビジネスに支障をきたして
いる。分類判定フローの最適化と期間短縮を要望する。
2017年3月に国家財政部と国家発展改革委員会の連名で
「行政事業性収費に関する政策通知（財税[2017]20号）」を
発布、2017年4月より施行され、医療機器製品検査費の徴収
を停止された。実際は検査センターが製品検査を保証でき
ない等の問題が発生した。それに対し、2018年1月にCFDAは
「医療機器検査業務の実施に関する通知」を出す等、事態収
拾に向けたその尽力に感謝したい。引き続き実情に合った関
連対策を講じる等、問題改善を進めていただきたい。
上記改革より、審査承認の業務量が減少し、より重要な新
医療機器の審査に時間を割く事ができ、
「審査承認制度改
革の強化と医薬品医療機器イノベーションの推奨に関する意
見」の徹底施行に繋がり、中国医療の充実に貢献できると思
われる。

臨床評価システムのさらなる早期改善

2017年、既存臨床評価関連法規を基に、臨床試験免除目
録が3回公布され、国内臨床試験機関の真実性審査が強化、
「臨床試験を免除する体外診断試薬に関する臨床評価資料
の基本要求（試行）」、
「医療機器臨床試験機関条件および
届出管理弁法に関する公告」などが発布、臨床評価システム
がさらに改善され、その努力に感謝したい。
今後は継続的にGHTF(Global Harmonization Task Force)

創設国などの関連管理方法を参考にし、高リスク品は申請前
から関与し、プロトコールの事前審査を行い、技術や使用が
成熟している製品、低リスク品、および海外で充分な安全性
評価を行った製品は、規制緩和し、臨床試験免除目録に入れ
るなど、リスクに応じた審査に改善することを要望する。
臨床試験免除目録収載品でも、同類製品で比較評価する
製品でも、臨床評価資料の準備に機密事項が多く比較困難
な状況である。臨床試験評価システムの実施性を強化し、臨
床評価システムを改善することを要望する。

国際調和の強化、規格法規の仕組みを改善

2013年中国がIMDRF（International Medical Device
Regulators Forum）へ参加以来、国際医療機器監督管理を
研究し、中国の医療機器監督水準を高めつつある。2014年度
に発布された法令改訂では、GHTF（現IMDRF）ガイダンスで
示されている内容が大幅に取り入れられる等、グローバルス
タンダードに大いに近づいている。これは中国行政のIMDRF
への参加、AHWP(Asian Harmonization Working Party)
やCIMDR(China International Medical Device Regulatory
Forum)等による国際的な規制、規格への相互の理解を深め
る活動などの賜物と考え、その努力を称賛したい。
IMDRFのビジョンは、国際的な医療機器規制の整合化と収

束を促進するものである。中国が2018年度の議長国として、
グローバル的視点で法規体系の整備を推進、国際協力を強
化し、規制の国際調和を促進することを期待する。
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GB/YY標準は国際規格（ISO/IEC）の参照を行いつつある
が、中国独自の変更が加えられていることや、国際規格の古い
バージョンを参照したままの場合がある。その際、他国で既に
承認、販売の実績がある医療機器・体外診断用医薬品であっ
ても、中国向けだけに追加の適合性評価をする必要があり、
国際規格の旧バージョンで要求される試験を改めて中国国内
で行わなければならない。さらに国際規格との整合性を図り
相互認可の強化を要望する。
標準を制定/改訂/廃止において、例えば、IEC60601シリー
ズ規格(医療用電気機器の基礎安全および基本性能に関す
る一般要求事項)のように、全ての医用電気機器と関連し、業
界にも大きな影響を与える場合もあるので、具体的な実施計
画を公表し、それに基づき規格を発布することを要望する。
また、法規の公布から施行まで、実施に充分な準備期間を設
け、円滑に運用できるような仕組み作りを要望する。

医療機器の入札に関する適正運用を要望

2008年衛生部で心臓ペースメーカー等の四大高価格医療
消耗材の統一入札を実施、これは政府主導による集中購買制
度の始まりでもあった。2010年に衛生部と七部門の共同発布
により明確に二次価格協議を禁止した。2014年から開始され
た、省単位の高価格医療消耗材の陽光採購制度(透明度を上
げ全過程を公開する政府購買方法)を全面展開し、各省入札
関連の法令でも、ネット上の購買のみに留めた。当該制度は医
療機構の購買をより簡便にかつ取引のプロセスの透明度を上
げた。また、届け出購買制度を活用する事で、新製品を病院
に導入し、高品質の医療を提供できる。これらの制度は患者
の恩恵にも繋がるため、継続を希望する。
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医療費の適切な抑制を要望

国家衛生和計画生育委員会など五部門が合同で「公立医
院医療費の不合理な増大の抑制に関する若干の意見」を発
表し、2017年全国医療費用増加率に対し明確に10％以下に
下げる事を努力目標値とし、費用抑制目標に対しモニタリン
グを行い、毎年一回調整する事となった。
これらの背景より、貴州省と四川省は急遽通知を出し、医
療費の不適切な増加を厳格に抑制し責任も問う事とした。四
川省の通知では「輸入品の高価格医療消耗材の購買や使用
につき厳格に抑制」し、
「価格がさらに安い」中国産品を使
用し、高価格材料等を制限する措置を明確にした。これらの
医療材料の不適切な使用の規範化管理に対し支持したい。
一方、実施にあたり臨床上合理的使用により患者の利益を
保障するよう充分に考慮いただきたい。医療費を抑制する事
は、長期にわたり多部門の協力が必要であり、医療用消耗材
の使用を安易に制限する事が、目標達成につながるとは限ら
ない。

二票制の政策を進めるうえで、
企業の健全な経営活動の保証を要望

2017年1月国務院医療改革弁公室と七部門合同で「公立医
療機関での医薬品購入推進における『二票制』の実施意見
(試行)」が発布された。2017年4月陝西省医療改革弁公室と
七部門が合同で「公立医療機関での医薬品と医療用材料の
『二票制』を実施する通知」を発布した。安徽省食品薬品監
督管理局等五部門が「安徽省公立医療機関医療用消耗材購
入の『二票制』実施意見(試行)」が配布され、2017年12月か
ら実施された。二票制は医療衛生改革を遂行している中で、
医療産業を促進し発展する重要な施策である。一方で、医療
機器企業の経営販売の複雑性や特有の問題を考慮すると、
健全な経営活動と企業の責務が果たせるような仕組みと地
域別の政策の統一性を保持する必要がある。

＜建議＞
中国行政の、審査改善や適正運用に向けた
日々の努力に感謝する。安全で高品質の医療
機器・体外診断用医薬品を一日も早く中国医
療機関に供給することで、中国の医療発展に
貢献することを願い、以下の改善点を要望す
る。なお、本建議は作成時点のもので、その
後の法規改定、行政通知等で改善が進められ
ている可能性がある。
1. 審査承認制度の改革を推進し、さらなる審査期
間の短縮を要望する。
①延続登録手続の簡素化または手続が不要となる
よう要望する。
日本のように、届出のみで完了とする軽微変更
申請の仕組み作りと、種々の変更事例を盛り込
んだ通知の発行も要望する。
②第三者機関での医療機器・体外診断用医薬品審
査の実現を要望する。

低リスク品は、第三者機関で審査する仕組み作
りを要望する。
③相談制度の改善を要望する。
－短期建議：
申請前相談のルート、頻度、方法の増加を要
望する。補充資料通知書が出された申請品に
対し、現場相談の頻度と時間増を要望する。
審査官が質問に即答できない場合は、担当審
査官に伝え、回答期限を企業に通知すること
を要望する。
－長期建議：
申請前相談の内容の対象範囲を広げ、相談時
の回答を書面でも発行し、実際の審査は申請
前相談時の回答を反映した審査であることを
要望する。
④審査要求事項の明確化とタイムリーな情報公開
化を要望する。
現在、最新の審査要求事項をタイムリーに入手
できないため、申請書類に反映できず、審査の
長期化につながっている。審査要求事項をさら
に明確にし、最新の審査要求事項をタイムリー
に入手できるよう、改善を要望する。
⑤医療機器・体外診断医薬品の分類判定のフロー
と基準の改善を要望する。
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分類判定の迅速化と、判定結果が単独申請不可
となった製品に対する原因通知を要望する。リ
スクをコントロールでき、何年間も市販され、
技術が成熟している製品は、GHTF創設国での
同レベルのクラス分類にするよう、分類判定基
準の改善を要望する。
⑥製品検査費の徴収停止後、型式試験の実施の運
用の改善を要望する。
－短期建議
・「医療機器検査費徴収停止に関する政策」の施
行に対する実態を調査し、関連部門と検討した
うえで、医療機器・体外診断用医薬品の製品検
査に対して実情に見合った移行案を講じること
を要望する。
－長期建議
・大半の世界貿易機関加盟国の慣例に倣い、国内
や海外のISO17025認定施設での医療機器・体
外診断用医薬品検査サービスを認め、当該認定
施設で発行した検査報告書を、登録申請資料の
一部として認めることを要望する。
・既存の中国検査センターに検査期間が保証され
るサービスと海外検査の提供を要望する。
⑦GHTF創設国で承認実績がある品目は申請資料
を簡略する措置を要望する。
・これらの製品は、既に適合性評価などが行わ
れ安全であるため、臨床試験免除、中国での
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適合性評価の簡略化、実機試験の廃止、生体
適合性評価資料の簡素化等、申請資料の簡略
化を要望する。
2. 臨床評価システムのさらなる早期改善を要望
する。
① 高リスク品に対する、臨床試験のプロトコー
ル審査システムの充実化を要望する。
高リスク品は申請前相談をするフローを取り
入れ、審査官が相談過程を経て、プロトコー
ルを審査する仕組み作りを要望する。
② 低リスク品や国外で安全性評価済みの製品
を、臨床試験免除目録に追加することを要望
する。
・ 臨床試験免除目録の審査速度を上げ、技術や
使用が成熟している製品、簡単な構造で低リ
スクの製品、GHTF創設国で低リスクあるいは
非高度管理製品に分類された製品、国外で安
全性評価を十分に行った製品を臨床試験免除
目録に入れるよう要望する。
③臨床評価指導原則の見直しを要望する。
・臨床試験免除目録のうち、一部対照製品のな
い 製 品 がある。また、同 類 製 品 比 較 の 要 求 内
容 は 機 密 事 項も多く、公 開 ル ートからの 他 社
品 の 該 当 情 報 入 手 が 困 難 であるため 、臨 床
評価要求を満たせず、臨床試験をせざるを得
ない。
よって、臨床評価指導原則を修正し、臨床試
験免除目録収載品は、目録に属する旨証明す
ればいいこと、MDDの方法や他の関連資料に
て、臨床評価報告書とみなされること、輸入
品は原産国上市時の臨床評価報告書があれば
同類製品比較の免除を要望する。
3. 国際調和を強化し、規格法規の仕組みを改善
する事を要望する。
①国際規格との整合・相互認可を要望する。
国際規格に該当するGB/YY標準は、最新版の
国際規格をそのまま引用する、あるいは国際
規格を認可するよう要望する。そして、定期
的に現行規格の適合性を検討し、国際規格と
の整合化を推進することを要望する。
②法規や規格の発布後、円滑に運用すべく充分
な準備の上実施する事を要望する。
・規格制定/改訂/廃止の実施計画等、具体的内容
や日程を事前公表し、それに基づき新規格に
移行することを要望する。それらの情報は、
公式サイト等入手しやすいルートで公表する
ことを要望する。
・法規や規格を発布する前に、運用上問題ない
か、当局の実施部門や関連業界に充分ヒアリ
ングをしたうえで進める事を要望する。ま

た、公布から施行まで、実施可能な準備期間
を充分設け、円滑に運用できるよう、法規や
規格発布後、関連細則を速やかに発布するこ
とを要望する。
4. 医療機器の入札に関する適正運用を要望する。
①現行の「陽光採購(透明度を上げ全過程を公開
する政府購買方法)」の継続と、集中購買へ移
行する際、実情に即し円滑に進めることを要望
する。
②入札確定後の二次価格協議禁止を要望する。
③届け出購買制度を継続してほしい。
5. 医療費の適切なコントロールを要望する。
①医療費の年間コントロール目標値にこだわるの
ではなく、国民の健康と安全を十分に確保でき
る仕組み作りを要求する。
6. 二票制の政策を進めるうえで、企業の健全な経
営活動の保証を要望する。
①医療機器には、医者が安全かつ適正使用できるよ
うトレーニングが必要な製品や、販売後も継続し
て保守、修理が必要な製品がある。それらの費用
を十分確保できる価格体系を保持できる政策推
進を要望する。
②企業と医療機関双方が配送業者を選択できる権
利を保持する運営ルールの実施を要望する。
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③地域別の政策格差をなくし、統一化を要望する。

各産業の現状・建議
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５．化粧品
概況

中国化粧品市場は、高い成長を続けることで世界化粧品
市場の第二位の地位を確立している。政府の関税対策や
越境ECへの注力、さらには生活水準向上などの後押しもあ
り、継続成長が見込まれる世界の化粧品企業にとって非常
に重要な市場であると考えられる。

2017年度の回顧と今後の動向
2017年中国GDP成長率は、6.9％と7年ぶりに前年を上回
り、政府主導の内需主導型の経済成長が堅実に実行され
た。中国の化粧品市場規模も、米国に続く世界第二位の化
粧品消費大国として地位を築いた。ここ数年来の中国化粧
品市場規模の拡大は、中国消費者の可処分所得の向上とブ
ランド意識の高まりに起因すると想定され、特に90年代以
降に生まれた世代が市場拡大に大きく貢献している。
インターネットユーザーの増加に伴い急成長しているオ
ンラインチャネルでは、中国政府も内需主導型の経済成長
を目指しており、ECの普及を積極的に進めている。特に越
境ECについては、国外での消費を国内消費に切り替えられ

第３部

ることから法改正により活性化を図っている。その先駆けと
して2016年4月に行郵税が廃止され、単価の高いスキンケ
ア商品の販売が増えており、日本からの中国向け越境ECも
年々増加している。

各産業の現状・建議

ネット利用者の増加は今後も期待されており、ネットチャ
ネルは引き続き市場成長が見込まれる。一方、オフラインで
は、特にプレミアムブランドの成長率が前年比10％に上るな
ど、消費が一部オフラインへ戻るなどの動きもあり、2017年
11月の「关于调整部分消费品进口关税的通知」による一部
輸出入製品の関税調整も後押しすることが見込まれる。
さらにブランド別で見ると韓流ブームによる韓国化粧品
や大量の広告投下による現地化粧品メーカーの躍進も目覚
ましい部分がある。ただし、中国製に不安のある消費者に
は、今なお「Made in Japan」の人気が高く、個人輸入や旅行
時の購入、中国国内ECでの転売品の購入などが行われてい
る。分野別では、スキンケア商品はもちろんのこと、生活水
準の向上に伴い、ヘアケア、メイクアップ商品等の需要も高
まっている。ヘアケア商品は主力チャネルであるDGSやGMS
が苦戦を仕入れらたが、内陸部への開拓により売上を伸ば
し、全体として拡大基調を維持している。スキンケア商品で
は、引き続き特定機能、または高付加価値製品の売上が好
調であり、日焼け止め化粧品においては2016年5月、国家
食品薬品監督管理総局から「防晒化妆品防晒效果标识管
理要求的公告」の発出による表示規制の変更が、2017年業
界の発展や中国の消費者保護に寄与し、健全な成長につな
がったと思われる。
以上、中国における化粧品市場動向を述べたが、次に法
的側面から見た管理状況を述べる。
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上述の通り、中国化粧品市場は各チャネルで引き続き順
調に推移しているものの、正式公布された法規・規範性文
書は2017年一ケタに留まり、法規整備が遅れている実情が
垣間見える。成長を続ける越境ECにおいて企業は不透明な
運用の中、事業推進を進めるものの、粗悪品流通による消
費者保護で遅れを取っていることから、中国政府としても注
力分野である越境ビジネスは早急に法整備が必要である。
それ以外にも、通常輸入における特殊、非特殊用途化粧品
の許認可で審査基準が揺れ動く中、不明確な審査意見を受
けるなどの導入障壁に繋がっており、その他にも市場監督で
不明確な指摘を受けるなど、国家による関連法律法規の発
布および標準化が急務であると考えられる。

日本企業が直面する問題
前章で記述した通り、法規ならびにその運用管理体制の
完備が、現在の中国において非常に重要な課題であること
は、我々も中国政府と認識を一つにする。我々日本企業は、
中国企業や他の外資企業と同様、化粧品が中国消費者の
美しさの向上に貢献すること、化粧品産業の健全なる発展
に貢献することを強く希望している。以上のような前提に立
ち、本章では日本企業が直面する問題を中国化粧品産業の
健全な育成と言った観点で如何に解決するかを述べさせて
いただきたい。
2013年3月にCFDAが設立されて以降、法規ならびに運
用管理体制の整備が非常に精力的に行われたことで受理

規定発行後の混乱は収まった。ただし、直近の2017年では
関連薬事通知などの発布は少なく、現場では個人裁量によ
る審査が乱発することで中国市場への速やかな展開ができ
ない状況にある。
多発する審査意見の中には、審査対象外となる外国語
への修正意見や不適切な中国新原料指摘などの事例があ
り、審査期間の長期化、さらには中国導入断念を余儀なく
されるなどの大きな導入障壁となっている。こういった不透
明な運用や公平性に欠ける流れに関しては、国際ルールを
認めた上での上位法となる化粧品監督条例の改定、および
その細則などの早期設定による法整備を行うことで現地
企業の海外展開にも寄与すると思われる。なお、国際化に
向けて動物試験などが設定された化粧品安全技術規範他
の各種規定についても同様に国際ルールを盛り込むことで
双方の利害が一致する運用への改定が適切であると考え
る。上述の中国新原料問題は、大きな導入障壁、さらには
世界的な化粧品産業発展の障害となっており、本白書でも
再三改善要望を出しているものの、一向に改善されていな
い状況である。
魅力ある化粧品を生み出すべく、各国で革新的な技術
開発が進む中、遅々として進まない中国の新原料承認は、
各社の技術開発の足枷になっている。これは、中国化粧品
会社の海外展開においても他国に比べて立ち遅れた商品
となりかねず、中国化粧品会社が海外進出していくために
も、2015年に発表された「既存使用化粧品原料目録」に
登録されている約8,800成分以外に、新原料許可申請およ
び審査環境の整備が重要である。なお、
「既存使用化粧

品原料目録」に掲載された「国際命名法（International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients）」
（以後、INCI名
と略）は、国際的な「International Cosmetic Ingredient
Dictionary」の名称改訂に伴って随時変更が繰り返されて
おり、現存しないものまで含まれている。当該目録に掲載さ
れていない成分が新原料となる実情からみると、古いINCI
名を使用しなければならない現状は海外開放体制とかけ離
れた運用になっている。その他、長期化する審査期間に関
しては、過去輸入非特殊用途化粧品管理がCFDAから省級
FDAへ移管される動きがあったものの、未だにCFDAによる
審査が続いており、当局負荷や必要以上の審査意見のため
に審査期間の短縮に至れていない。
ただし、浦東新区の特区制度が設けられたことは、一部
優遇処理を受けられる企業にとってはスムーズな中国導入
が進んでおり、当該制度の設置には大変感謝している。た
だ、一部企業のみの優遇処置であり、公平性と言った観点
では未だ十分な運用には至っていないため、早期の全国区
展開が望まれるところである。
また、越境ECなどのeコマースに目を向けると近代的な
市場体制が整いつつあるものの、曖昧な法整備の影響もあ
り、これらルートでは劣化品や粗悪品が流通して正規販売
するブランドイメージにダメージを与えるなどの問題も出て
いる。一方、オフライン販売商品に対する市場監督では関係
当局間で情報共有の徹底が成されておらず、CFDA許可済み
商品の表示や検査不備で不当な指摘を受けて、企業、当局
双方で非効率なやり取りが行われている。
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最後に昨今好調な中国内の化粧品会社に目を向けると原
料輸入の面で諸外国規制との整合性が取れておらず、不具
合が生じている。世界的に使用される主な化粧品原料は、
概ね類似したものであり、中国で開発される化粧品にも配
合されている。しかし、2013年発布の「中国現有化学物質
名録」の現法申告対象物質で制約を受けるため、中国化粧
品会社の原料輸入にも影響があり、国内化粧品会社の発展
にも当該法規の緩和が重要である。

＜建議＞
2013年に国家食品薬品監督管理総局
（CFDA）が設立されて以降、法規ならびに
その運用管理体制の整備が非常に精力的に行
われていることに対し、深く敬意を表すると
共に感謝する。化粧品が中国国民の美しさの
向上に貢献すること、加えて中国の化粧品産
業の健全なる発展に貢献することを期待し、
以下に提案する。我々の提案が、当局の法規
策定並びにその運用管理に役立つことを、強
く希望する。
①化粧品監督管理条例が適切な手続で早期に公
布されることを要望する。
新規原料審査の柔軟化、上市後の市場監督
へのシフトなど、国際的に親和性があり、行
政、産業界の両方にとって効率の良い、市場
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の発展とイノベーションを加速する化粧品の
監督管理制度の早期導入を要望する。長年検
討がなされてきた化粧品監督管理条例が、
WTO/TBTルールに従って開示され、十分な
準備を経て施行される事で、世界第二位の規
模となった中国化粧品市場がさらに活性化す
る事を期待する。
②化粧品安全技術規範他、各種規定や制度の国
際化および運用の周知徹底を要望する。
2017年6月の化粧品安全技術規範改善に向け
た「関于征集2017年度化粧品安全技術規範
修訂建議的通知」は、化粧品審査基準の統一
や審査円滑化に向けた取り組みとして感謝す
る。ただし、世界的に反対運動が拡大する動
物試験や国際ルールの受入について依然改善
の余地を残しており、国際的にハーモナイズ
を進めるISO法などを受け入れることで日中
両国、さらには世界各国の企業が包括的な対
応ができるよう取り組んでいただくことを要
望する。また、新たな規範などを発布される
際には、施行前の事前周知、行政実務レベル
での運用細則明確化、および審査行政に携わ
る人員の教育徹底を要望する。
③化粧品新原料承認が加速されることを要望する。
2015年11月にCFDAから交付された、「征求
調整植物類化粧品新原料行政許可申報資料要
求有関事宜意見」のように、中国内で実績の
ない化粧品原料管理の法規整備がされつつあ
ることは、業界の切実な要望に沿ったものと
評価する。しかし、化粧品受理規定発布後、8
年間で4原料しか新原料許可が出ていない状況
は、消費者に魅力ある商品を提供する際の大
きな障壁となっており、このような運用は世
界主要国・地域の趨勢との相違も大きく、早
急に国際的な安全管理の実態等を踏まえた実
効性のある運用にすることを強く要望する。
④化粧品既使用原料名称リストの適切な更新と
運用改善を要望する。
現在、「化粧品既使用原料名称目録」に掲載
されるINCI名は、中国新原料判断根拠となっ
ている。一方、世界的に使用されるINCI名は
科学の進歩と共に名称の妥当性を図るために
随時更新が行われている。しかしながら、中
国では当該名称目録がタイムリーに更新され
ず、企業は申請時に使用しなければならない
ため、古いINCI名の使用を余儀なくされる。
国際的に使われている最新INCI名が使えるよ
う原料名称管理および定期的な名称更新を要
望する。
⑤衛生行政許可申請の審査基準統一と情報公開
および申請制度の弾力的な運用を要望する。
化粧品行政許可申請では、審査員レベルのばら

つきや審査基準が不明確であるため、新製品・
更新品申請において前例、あるいは過去の許可
内容を覆すような審査意見が多発して、審査効
率低下と審査期間の長期化要因になっていると
考えられる。行政管理体制の透明性を向上する
ため、審査基準の統一化、新要求事項や審査基
準を随時公表することを要望する。また、染毛
剤やパーマ剤他の特殊用途化粧品では、製品特
性に影響が少ない成分変更であれば、製品前例
を活用するなど申請の簡素化や弾力的な審査制
度の運用を要望する。
⑥非特殊用途化粧品備案登録制度の統一と簡易
届出制度の拡大を要望する。
輸入非特殊用途化粧品申請は、国産非特殊用
途化粧品に比べて、厳格な審査を受けること
により、中国発売が他国に比べて大幅に遅れ
る要因になっている。公平性の観点から輸入
と国産非特殊用化粧品を同一の備案登録プロ
セスにすることを要望する。一方、2017年
3月より試行の「上海市浦東新区届出制度」
は、製品導入までの期間短縮に大変有効であ
り、同じ観点から同地区以外の企業も利用で
きるよう対象地区の拡大を要望する。
⑦輸入化粧品の外国語表示に対する指導の停止
を要望する。
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数年来、日本製化粧品の原包装上の「無香
料、無着色、敏感肌」等の日本語表示に対
し、削除や輸入品包装変更の審査意見が出さ
れているが、その他言語で同内容表示品が販
売されている実態から公平性に欠ける運用が
成されている。当該表記は、事実に基づく消
費者の商品選択のための有用情報であり、多
様化する中国消費者の化粧品へのニーズに答
えるうえでも重要なものと考える。
⑧市販後監督管理体制の一層の適正化を要望する。
関連部門は、市販後製品の監督管理で行う
各種試験において、試験法不備などの原因に
よる誤指摘で企業側と試験機関の再試験など
不要な手間が発生している。重複試験を解消
するためにも、内部確認体制の徹底と情報集
約、周知徹底を行い、適切な監督管理の実行
を要望する。また、市販品の包装広告に対す
る地方工商局の監督管理では、CFDAから許
可を受けた内容に対する指摘など、行政間で
の統制が取られていないため、不適正な罰金
要求が生じており、CFDAと工商局間の適正
な運用を要望する。
⑨越境EC関連細則の早期策定と公開を要望する。
越境ECや並行輸入に関しては、各国で発売
された新商品を早期に中国内で購入できる機
会が得られて中国消費者にとってもメリット
が得られている。一方、正規輸入を行ってい
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る企業は、並行輸入品や越境EC品との間に
価格差が発生することで国内販売への影響が
問題となっている。また、一部並行輸入品等
は、品質や安全面が考慮されていないケース
もあり、中国消費者にとって安心できる製品
配給市場を整えるために品質・安全面を考慮
した管理体制を築くべく、早期の関連法規の
策定、細則の公開を要望する。
⑩新化学物質申告登記の規制緩和を要望する。
中国では中国現有化学物質名録に未収載の
物質は、新化学物質として申告手続が求めら
れる。欧州、日本でも同様の規制が存在する
が、申告数量1トン/年未満、あるいは他法規
で規制される化粧品等の原料は、その規制か
ら除外されている。さらには、他法規で評価
された物質は既使用物質とみなされる。中国
においても、国際的な化学物質管理の実態等
を踏まえた化学物質管理法規の整理・統合・
簡素化を強く要望する。

６．セメント

ト政策の徹底や省エネ・排出削減措置に伴う生産抑制によ
る需給逼迫、②石炭価格および原料採掘・輸送原価の上昇
分の売価への転嫁、③合併再編効果や自律協調による市場
集中度アップ、が挙げられる。ただし、業界の利益が伸びた
ことで逆に「ゾンビ企業」の復活を懸念する声もある。

概況

2017年のセメント生産量は23億1,625万トンとなり、前
年比0.2％減と小幅ながら減少した。固定資産投資および
不動産開発投資の伸び率の微減を背景に、1990年以降で
は2度目のマイナス成長となった。
中国のセメント生産量は、世界シェア約60％を占め、33
年連続断トツの首位にある。
（2位インドの約8倍、3位アメ
リカの約27倍）。
一方、生産能力は依然増加して38億トンにまで達し、生
産量とのギャップはさらに大きくなっている。ここ数年間懸
案となっている生産能力過剰問題は、政府主導による業界
再編が進んでいるものの、実質的に目立った解消がされて
いない。今後、セメント生産量が長期にわたって減少してい
くと予想される中、痛みを伴う改革は先送りされている。

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
生産量(百万トン) 1,868 2,063 2,184 2,414 2,476 2,348 2,403 2,316
15.5

16.1

7.4

9.6

1.8

△4.9

2.5

△0.2

※生産量および伸び率は、中国セメント協会の公表数値を使用している。
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2017年の動向

各産業の現状・建議

2017年は、政府の財政出動による経済成長が見込まれた
ため、年初のセメント生産量予測は前年比1.1％増とされてい
た。しかし、生産ピークシフト政策の深化、環境規制や価格
高騰による他の工法への転化(構造物の鉄骨化、道路のアス
ファルト化)等の影響を受け、セメント生産量は減少した。
地区別生産量の特徴としては、暖房供給期間の石炭供給

削減、環境悪化防止のための生産ピークシフト政策により、
北部地区(華北、東北、西北)が軒並み前年割れとなった。

表２：2017年中国の各地区別セメント生産量

生産量 伸び率 割合
(千トン)
(%)
(%)
全国
2,316,249 △0.20 100
華北(北京､天津､河北､山西､内モンゴル) 163,077 △11.85 7.04
東北(遼寧､吉林､黒竜江)
90,418 △10.50 3.90
西北(陝西､甘粛､青海､寧夏､新疆)
196,086 △0.72 8.47
華東(上海､江蘇､浙江､安徽､福建､江西､山東) 750,497 1.57 32.40
中南(河南､湖北､湖南､広東､広西､海南) 681,447 1.64 29.42
西南(重慶､四川､貴州､雲南､西蔵)
434,725 1.56 18.77
地区

出所：「数字水泥」2018年第01期

セメント価格(普通珪酸塩42.5級品、全国平均)は、2017
年年初より上昇を続け、2017年2月の327元/トンから年末
には415元/トンにまで上がった(27％増)。これにより、セメ
ント業界全体の2017年度税引き前利益は前年比94％増の
877億元と大幅に伸び、2011年に次ぐ過去2番目の高水準
となった。価格が上昇した要因としては、①生産ピークシフ
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主な政策・行政措置
セメント業界における生産能力過剰対策は次の5つの柱
で行われてきている。

環境政策

表１：中国セメント生産量の推移

伸び率 (%)

2017年のセメント輸出量は前年比7.6％増の876万トン。
一方、セメントの中間製品であるクリンカ輸出量は国内の需
給逼迫が影響して57％減(410万トン)と大幅に減少した。日
本のセメント・クリンカ輸出数量が約1,191万トン（2017年
暦年）であるのに比べれば、中国の輸出の数量は多いとは言
えない。一方、クリンカの輸入数量は87万トンと少ないもの
の、前年比では急速に伸びた。生産能力過剰が問題となり、
業界で生産量抑制する中で、クリンカ粉砕企業が海外(主に
ベトナム)にクリンカを求めるという、皮肉な現象となった。

環境基準を守らない企業に対し、生産停止命令を出す等
して淘汰していく。
「環境保護法」は2015年から施行され、環境汚染企業
に対する処罰が厳格化された。
「セメント工業 大 気 汚 染 物 排 出 基 準」においては、
PM2.5等汚染防止のための煤塵・NOxの排出基準が世界
トップクラスの厳しさとなった。
「環境保護税法」も2018年
1月から施行した。環境保護部等政府部門が全国範囲で環
境・安全査察を実施することも常態化している。

電力価格差別化政策

各社の省エネレベルにより設定した電力価格差別化政策
を通じて、省エネレベルの低い企業にはコストアップさせ、
自主撤退を促す。

生産ピークシフト政策

生産能力過剰と環境問題を解決する措置として2014年よ
り実施され、冬季の暖房使用時期に、需要減退地区である
東北・華北・西北地区を中心にセメント生産窯を停止させる
措置である。2017年の特徴としては、北方以外の多くの地区
においても、春節期間や夏の酷暑期間、雨季、またはPM2.5
の値に従って、企業に対し生産停止を求めるようになった。

業界再編

優良企業をプラットホームとして、国・政府ではなく市場
化手段により合併再編、技術改造、または自主的な過剰能
力削減を促す。
2017年は大型企業同士の合併が一服したが、山東省、内
モンゴル自治区、遼寧省でセメント企業複数社の出資によ
る「投資管理公司」が設立された。当該公司の役割は、メン
バー各社に対して原材料調達・物流・販売の統一を図り、
生産拠点の適正配置も行うとされる。これらモデルケースが
成功すれば、全国展開されることになろう。

PC32.5関連規格廃止

工業情報化部が2017年9月に、低規格の32.5等級の早強
型複合珪酸塩セメント(PC32.5R)のGB規格を取り消すこと
についての意見聴取稿を公示した。32.5等級の複合珪酸塩
セメント(PC32.5)のGB規格は既に2015年12月に取り消さ
れており、PC32.5Rは、中国のセメント総生産量のうち、約
50％以上を占めると言われている。これらは主に中小のセ
メント生産企業やクリンカ粉砕企業が環境問題を無視した
り、規定量以上・規定外の混合材を使用して生産している
ケースが多い。製品品質グレードアップのためだけでなく、
生産能力過剰対策と環境対策のためにも、PC32.5R規格の
早期取り消しが求められている。

2018年の展望・重点政策
2018年のセメント生産量は、貧困層救済にかかる農村
需要は堅調に推移するとの予測だが、
マクロコントロールを
受ける不動産開発投資は大きく落ち込む見込みである。ま
た、生産ピークシフト政策のさらなる徹底、並びに全国展開
化されることが予想され、セメント価格高騰、在庫の低水準
状況は続くと見られる。中国水泥協会の予測では、2018年
のセメント生産量は前年比で2％以内の減少としている。
過剰生産能力の削減は、第13次5カ年規画の重点の一つ
である。ただし、失業者の増加、景気の下振れ圧力等の痛
みを伴い、企業や地方政府の抵抗も予想されることから、
どのように具体的かつ有効的に実施していくのかを注目し

第３部

ていく必要がある。

セメント産業の問題点と改善要望

各産業の現状・建議

生産能力過剰問題

セメントの生産能力38億トンに対し、生産量は23億トン。
（クリンカは生産能力20億トンに対し、生産量14億トン）。
2020年まで新設・増設の厳禁が謳われる中、2017年は
生産ラインが13基(クリンカ生産能力2,046万トン)も増え、
2018年にはさらに1,500万トンのクリンカ生産能力が増加
する見込みで、南方の一部地方へのコントロールが効いて
いないことも窺われる。
（2017年淘汰数量は未公表）。
2017年5月に中国建築材料聯合会が「生産能力削減弁公
室」を、中国水泥協会も「セメント業界生産能力削減指導小
組」を設立させ、問題解決へ向けた外枠はできた。
しかし、過剰生産能力削減の通達は多く出ているもの
の、生産量規制策ばかりで、具体的な生産能力削減方法は
示されていない。スローガンだけでなく、実効性かつ公正性
のある政策の制定を期待する。
ただし、法律法規を順守し環境・省エネ・品質・技術・安
全に優れている企業に対しては、淘汰対象の除外とすべき
である。

品質問題

低規格品であるPC32.5RのGB規格の早期取り消しの要
望が主に大企業側から上がっている。工業情報化部の意見
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聴取期間は終わったが、反応はまだない。セメント業界だけ
でなく、生コン業界、建築業界へも波及するため、実施に当
たっては、充分な移行期間を取ることを要望したい。

冬季生産ピークシフト、生産停止問題

工業情報化部によると、2020年まで北方地区を中心に
生産ピークシフト政策を継続するとのことだが、環境基準
を順守している企業に対しては、特例を設けたり、条件を緩
和したりするなど、企業の環境優位性を発揮できるシステム
とするよう要望する。

＜建議＞
①ある地方において、法律法規を順守し環境・
省エネ・品質・安全に問題のない生産工場に
対し、地方の環境対策というだけで一方的に
閉鎖命令を出すという事例があった。また、
地方独自の公平性を欠く石炭使用量制限策を
設け、企業に強制し、生産活動に深刻な影響
を与えたケースもあった。この種の閉鎖圧力
や規制は科学的見地に欠け、公正な投資環境
に影響を及ぼすものである。国の関連当局に
おいては、各省市に対し適切な監督・指導を
していただくよう要望する。
②2015年の環境保護法施行により、SOxや
NOxなど汚染物質の排出基準は世界的にも厳
しい基準となったが、日系企業としては先進
事例となれるよう積極的に対応していく。し
かしながら、法運用に当たっては、瞬時の基
準値超過を許さないというような無理なもの
とはせず、工学的なばらつきを勘案し、一定
の期間での平均値を取り締まりの指標とする
よう要望する。
③セメント業界においては、生産能力過剰と環
境問題を解決する臨時措置として、「冬季生
産ピークシフト」策が実施されている。冬季
（11月～翌年3月）の暖房使用時期に、需要減
退地区である東北・華北・西北地区を中心にセ
メント生産窯を停止させる措置である。2016
年以降、工業情報化部と環境保護部が連名で通
達を出し、同措置を2020年まで継続すること
となっている。都市生活ごみ・有毒有害廃棄物
を処理している企業には例外措置が取られてい
るものの、一般廃棄物処理企業や輸出等供給責
任を負う企業に対しても一律生産停止を強制す
るのは合理的ではないと考える。競争力の劣る
旧式設備の企業や省エネ・環境基準をクリアで
きない企業と、資金をかけて省エネ・環境対策
を行っている企業についても同一視せず、個別
の状況に応じた措置とするよう要望する。
④2018年から徴収が始まった環境保護税およ
び今後本格化すると言われている排出権取引
のいずれもが公平、公正、明確、透明な基準
に従って実施されることを要望する。

７．鉄鋼
中国鉄鋼業の概況

2017年の中国の粗鋼生産は前年比5.7％増の8億3,200
万トンとなり、2年連続の前年比プラスとなった。なお、
2017年の世界粗鋼生産（16億8,000万トン）に占める中国
のシェアは50％であった(図1)。

図１：中国の粗鋼生産量と世界シェア
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出所：World Steel Association

中国鉄鋼業の構造改革の動き
第３部
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中国では、鉄鋼生産が2000年以降急拡大する中、需要
の実態を度外視した生産能力の拡大、環境対策の遅れな
ど、構造的問題も顕在化したため、中国政府は2005年に
「鉄鋼産業発展政策」を発表し、構造調整に向けた取組
みを続けてきた。その結果、旧式設備の廃棄は進んだもの
の、一方で、製鉄所の移転や設備更新による能力増強が続
き、製鋼能力と粗鋼生産量のギャップは2015年には3億ト
ン超にまで拡大した。
中国の国内消費（粗鋼換算見掛消費）が2013年をピーク
に減少に転じる一方、過剰生産能力を背景とした高水準の
生産が続き、中国市場で余剰となった鋼材が大量に輸出さ
れたため、2015年以降、世界各国で中国材に対する貿易摩
擦が急増するとともに、世界的な鋼材価格の下落による鉄
鋼企業の経営悪化などの問題が深刻化した。
このような状況を受け、2016年2月、国務院は「鉄鋼業過
剰生産能力解消による困難脱却・発展実現に関する意見」
（国発［2016］6号、以下、
「意見」）を公布し、2016年から
2020年までの5年間で製鋼能力を1～1億5,000万トン削減
するとの目標を提示し、中央政府主導で能力削減に取り組
んだ。
能力削減に向けた具体的な政策として、関連の法律・法
規、産業政策を厳格に適用し、撤退の基準を定めたほか、
中央政府主導で、能力削減に際しての最大の課題とされる
雇用対策に関して1,000億元規模の専用基金（特定奨励・補
助資金）を設立するなどの具体的な支援策も提示された。
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こうした取り組みの結果、工業情報化部は、2017年まで
の2年間で1億2,000万トンを超える生産能力の削減に加
え、削減目標の枠外として1億4,000万トンの「地条鋼」の生
産能力を全て処分し、①市場環境を大幅に改善し、②鋼材
貿易の秩序が回復し、③鋼材の品質が底上げされ、④業界
の収益力は大幅に高まった、とその成果を報告している。
しかし、構造調整の進展に伴い市場環境が大幅に改善し
た結果、企業の生産能力増強意欲が強まっており、地方政
府の制御力を強化し、いかなる能力増強も厳しく禁止しな
ければならない、との認識も示しており、2018年の方針とし
ては、ゾンビ企業の処分、効率の低い生産能力の廃棄を重
点として3,000万トンの能力削減を進め、
「意見」で規定し
た上限目標（1億5,000万トン削減）の達成を目指すとして
いる。

鉄鋼需給
～2017年の回顧と2018年の展望～
2017年の不動産販売は、2016年に続き地方政府による
住宅購入規制などの過熱抑制政策が打ち出され、伸びは緩
やかに減速したものの、住宅販売（金額）は二ケタの伸びを
維持した。また、全国70都市の新築住宅価格は、年間を通
じて、前月比で上昇した都市が50都市前後と高い比率が続
いた。このような安定した不動産市場の状況を受け、新規
住宅着工件数は前年比二ケタの伸びとなった。
固定資産投資額は、全体の約3割を占める製造業関連で
電気・機械、自動車が高成長を維持したものの、金属、化学
の分野は前年割れとなったことから、伸びは投資全体の水
準には及ばなかった。一方で中央・地方政府による経済政
策を受け、水利、公共施設を中心にインフラ投資が前年比
2割近い高い伸びを持続し投資を下支えした。

需要産業の生産・販売活動は、建機などの機械分野が前
年に続き回復を継続したほか、自動車生産・販売も、販売
促進政策により2016年まで高水準の販売が続いた反動で
伸び率は減速したものの、前年実績を上回って過去最高を
更新した。また、造船業は、新規受注量が回復し、建造量
が6年ぶりに前年比プラスとなった。家電は概ね国内販売、
輸出ともに前年を上回った。
中国冶金工業規劃研究院は、2018年について、粗鋼生
産量が8億3,800万トン（前年比0.7％増）、鋼材需要量は7
億3,000万トン（同0.7％増）と予測している。

鉄鋼貿易
～2017年の回顧と2018年の展望～
鋼材輸出は2016年8月以降2017年末までを通じて前年
割れとなり、2017年暦年では、前年比30.5％減の7,543万ト
ン（3,310万トン減）と、3年ぶりに1億トンを下回り、2013年
の6,234万トン以来の低水準となった。
2017年の鋼材輸出を品種別にみると、棒線類（前年比
60.8％減（2,075万トン減）の1,617万トン）が大幅減となる
一方、鋼板類（10.2％減（489万トン減）の4,324万トン）は

減少幅が小さく、鋼板類が輸出全体に占める割合は57.3％
と初めて過半を超えた。
2018年の鋼材輸出について、中国鋼鉄工業協会の顧建国
常務副会長は、
「世界的な保護貿易主義により輸出量が今
年の水準を確保できるか不透明」との見解を示している。

鉄鉱石・鉄スクラップについて
2017年の鉄鉱石輸入量は、前年比5.0％増の10億2,400
万トンと、6年連続で過去最高を更新した。国産鉄鉱石生産
量は同7.1％増の12億2,900万トンと3年ぶりの前年比プラス
となった。

中国鉄鋼業「過剰生産能力」に対する
政策について
中国政府は、2005年に発表した「鉄鋼産業
発展政策」以降、旧式生産設備の淘汰を進め
たが、一方で実需の伸びを大幅に上回る新規
設備の建設が継続したため、2015年には粗
鋼生産量約8億トンに対して製鋼能力は11億
3,000万トン（国家統計局）に達し、製鋼能
力と粗鋼生産量のギャップは3億トンを突破
したとみられる。

2017年上半期に地条鋼が全廃され、それまで地条鋼で消
費されていた鉄スクラップが余剰となり、価格が下落したこ
とから、2017年の鉄スクラップ輸出量は223万トン（2016
年は1,000トン）と劇的に増加した。また、原料コストの観点
から高炉一貫ミルで転炉への使用率が上昇している。

生産能力の増強を背景とした高水準の生産が
続く一方、中国の鉄鋼内需（粗鋼換算見掛消
費）は2013年をピークに2014～15年に連
続して減少したため、中国国内市場では鋼材
の需給緩和が顕著となり、鋼材市況は大幅に
下落し、中国鉄鋼企業は深刻な経営難に陥っ
た。また中国からの鋼材輸出は2015～16年
と2年連続で1億トンを超え、世界各国で多
数の通商摩擦を惹起した。

このような状況について、中国鋼鉄工業協会常務副会長
は、
「CISAは会員企業に対して鉄スクラップの使用を推奨
しており企業も使用量を大幅に増加させようとしている。今
後中国が鉄スクラップの大量輸出国になることはない。し
かし、鉄スクラップ配合率が30％を超えている企業もある
が、生産品種によって配合可能な比率には上限がある」と
述べている。

2016年9月に中国・杭州で開催されたG20
サミットにおいて、鉄鋼業の過剰生産能力問
題が共同の対応を必要とする世界的な課題と
して共通認識を得るに至り、世界の主要製鉄
国・地域が参画する鉄鋼グローバル・フォー
ラムの設立を通じた情報共有と協力の促進が
要請された。

中国冶金工業規劃研究院は2018年の鉄鉱石需要につい
て、前年比0.2％減の11億2,000万トン（62％換算）と予測し
ている。

第３部
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省エネ・環境保護に関する動き
2016年2月の「意見」の中で、能力削減対象の中に、環境
保護（汚水排出基準、焼結・ペレット大気汚染廃棄基準、
圧延業大気汚染基準など）、省エネ（粗鋼生産単位当たり
のエネルギー消費限度などの強制的要求）基準が満たせな
い場合は法に基づいて設備を閉鎖し市場から撤退させる、
としている。
「意見」で求められている2020年までの過剰
能力削減は2018年中の目標達成を目指しており、鉄鋼企業
はより厳格な対応を迫られている。
2017年8月に公布された「北京・天津・河北省周辺地区
2017～2018年秋冬季大気汚染総合整備攻略行動方案」に
より大気汚染の改善を目的として、2017年11月～2018年3
月、北京市、天津市の他河北省、山西省、山東省、河南省の
28都市に対し、広範な環境規制が求められた。鉄鋼業にお
いては高炉生産能力の稼働を50％に制限、コークス炉も稼
働制限が求められた。本政策は大気汚染改善を目指す他の
地方政府にも波及が伝えられている。
また、2017年12月に開催された中央経済工作会議では
2020年までの3年間を小康（ややゆとりのある）社会の達
成のための決戦期と位置付け、①重大リスクの防止、②脱
貧困、③環境汚染防止を最重要課題として確実な解決を推
進するとした。このため、地方政府が直面する環境圧力は
益々大きく、鉄鋼業界にも大きな影響を与えることとなる。
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このような中、中国政府はサプライサイド改
革を2016年の重要政策に据え、同年2月に
「鉄鋼業過剰生産能力解消、困難脱却実現と
発展に関する意見」（国発［2016］6号）、
11月に「鉄鋼業調整・高度化計画（20162020年）」を公布し、2020年までの5年間
で製鋼能力を1～1億5,000万トン削減（その
後1億4,000万トンに修正）し、10億トン以
下を目指すこととした。
中国政府は関連する政府部門、業界団体など
で組織する専門会議を設置し、包括的に同計
画を推進した結果、2016～17年の2年間で
1億2,000万トンの能力を削減したほか、過去
20年間、問題視されつつも進展を見なかっ
た地条鋼の撲滅にも取り組み、2017年以降
の実質半年余りで約730社の地条鋼ミルを閉
鎖し、1億4,000万トンの生産能力を削減し
た旨発表した。
日本鉄鋼業界は、中国政府および鉄鋼業界に
よるこうした迅速かつ積極的な取り組みに敬
意を表するところである。
他方、中国政府・鉄鋼業界は国家戦略の「一
帯一路」を推進するため、2017年3月「中国
鉄鋼業国際生産能力合作企業聯盟」を設立し
た。こうした動きを受けて、中国鉄鋼企業に

より海外での生産設備の建設が数多く計画さ
れており、報道情報をもとに計画中の鉄鋼生
産能力を集計すると2017年末時点で上工程
設備だけで7,000万トン超に達している。
現在、中国や日本を含む世界の主要33カ
国・地域が参画する「鉄鋼グローバル・
フォーラム」において、世界的な過剰鉄鋼生
産能力の解消に向けた検討が進められている
ところであるが、中国政府および鉄鋼業界に
は、こうした中国鉄鋼企業による海外での生
産設備の建設が過剰生産能力削減に向けた国
際間の取組みに逆行する恐れはないか、慎重
にご判断頂けるよう期待したい。
鉄鋼生産について
2017年の実質GDP成長率は6.9％と、政府が
第13次五カ年規画の経済成長のボトムライ
ンとした6.5％は上回った。2017年10月に
開催された第19回共産党大会では、中国経
済の発展の重点を「品質と効率の改善」と
し、高度成長からの転換を表明した。

第３部

冶金工業規劃研究院は、2017年の国内鉄鋼
需要（鋼材）は前年比7.7％増の7億2,500万
トン、2018年は前年比0.7％増の7億3,000
万トンと予測値を発表しているが、足元の需
要増は中国政府による公共投資などの政策効
果に下支えされたものであり、中・長期的に
は鉄鋼需要は縮小すると予測されている。

各産業の現状・建議

このような中、2015年に公布された生産能
力置換え政策「深刻な生産能力過剰業界の能
力置換弁法」は、生産設備の新設計画に際し
ては、新設される能力と同水準あるいはこれ
を上回る既存設備能力を削減するよう求めて
いるが、既にこの政策に則って多数の新設計
画が地方政府より公表されている。
日本鉄鋼業界としては、中国政府および鉄鋼
業界に対し、今後とも、将来の鉄鋼需要動向
を見据えつつ鉄鋼業の構造調整に向けた取組
みを継続して推進されるよう期待しており、
世界の鉄鋼産業が持続可能で安定的な発展を
確保するよう、日中両国の連携の下で引き続
き取り組んで参りたいと考えている。
鉄鋼貿易について
2017年の鋼材輸出は前年比30.5％減の
7,543万トンと、2015～16年にかけての年
間1億トンを超える水準からは大きく減少し
た。中国鋼鉄工業協会は2017年の鋼材輸出
について、「輸出数量は減少したものの、平
均単価は大幅に上昇し金額ベースでは減少し
ていないことは、鋼材輸出の品種構成ならび
に品質が向上したことを意味する」とコメン
トしている。
日中鉄鋼貿易においては、両国政府主催の日

180

中国経済と日本企業2018年白書

中鉄鋼対話というプラットフォームを通じ、
引き続き相互理解の醸成を図り信頼関係を深
めていきたい。
省エネ・排出削減について
中国鉄鋼業界の省エネ・CO2排出削減は、近
年中国政府の環境規制強化と鉄鋼企業の積極
的な関連設備導入などにより、飛躍的な進展
を遂げた。
日本鉄鋼業界は、2005年7月にスタートし
た日中鉄鋼業省エネ・環境保全先進技術専門
家交流会での議論を通じて、中国鉄鋼業の省
エネ・排出削減に貢献してきたと認識してい
る。同交流会は2012年から4年間中断した
後、2015年（北京）～2017年（湛江）3年
連続で開催された。地球温暖化対策や環境対
策は、鉄鋼業の持続的発展にとって極めて重
要なテーマであり、日本鉄鋼業界は、日中両
国が同交流会を通じて引き続き知見を共有
し、相互理解を深め、共に取り組みを続けて
いくことを要望する。
統計
適切な生産レベルを自律的に維持・確保し、
また業界全体の構造調整を円滑に推進するた
めには、広範囲をカバーする鉄鋼関連統計シ
ステムの構築が不可欠である。
中国鉄鋼業界は、すでに相当程度の鉄鋼関連
統計を整備済みであるが、16年以降、国家
統計局より月次で公表される鋼材品種別生産
統計の対象品種から、形鋼、厚・中板、熱延
鋼帯の一部、冷延鋼帯、表面処理鋼板など、
多くの品種が除かれており、早期に従前の公
表形態に復することを要望する。また、生産
統計における鋼材の重複計上問題の改善な
ど、将来に亘り鉄鋼業が持続的な発展を維持
するためにも、さらなる質的向上に資する統
計システムの整備を要望する。

８．家電
2017年の家電業界は、経済の成長を受けて全体として
2016年より堅調に推移した。テレビ、デジカメ、冷蔵庫、洗
濯機などの伝統的な大物家電はハイエンドシフトが顕著
で、空気清浄器、ドライヤー、シェーバーなど健康・美容関
連の小家電は高成長が続く。また、販売ルート別では、オ
フライン市場からオンライン市場へのシフトが一段と進ん
でいる。
（※業界動向のグラフ、数字データ出所はGfK）

主要商品の概況
薄型テレビ

2017年のテレビ販売台数は、4,300万台と前年並みと
なった。2017年のトレンドは、1）65インチ以上の大型が伸
び50インチ以下の減少とバランス、2）4Kテレビへのシフト
完了とOLEDなど新しいパネルデバイスの数量増加、3）オ
ンライン販売は引き続き増加したが、従来のJD.comなどに
加えて家電量販店のEC販売も本格化、4）ネットテレビブラ
ンド間の優劣明確化、5）テンセント、アリババなどが、コン
テンツの質と量をさらに改善するためのコンテンツ獲得お
よび自社独自コンテンツ制作・配信を強化した動きが本格
化。ネットテレビブランドの代表格であった
LeTVは、経営状況の悪化から、テレビ販売のシェアを落
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とすなどの変化があった。既存メーカーでは、高付加価値
化、大型化および搭載CPUの強化など付加価値戦略を強化
した1年でもあった。

図１：テレビ販売台数（単位：1,000台）
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デジタルカメラ

デジタルカメラは320万台程度で、減少傾向が続いてい
る。スマートフォンのカメラ性能のさらなる進化で、減少傾
向は継続すると見られる。高級レンズ交換式カメラについて
は、センサーの大型化のトレンドが継続し付加価値需要の
堅調さが見て取れる。コンパクトデジカメについては、高機
能なカメラは2016年なみ、または、微増と見ており、今後カ
メラメーカーがユーザーに受け入れられる付加価値がさら
に重要となっている。
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図２：デジタルカメラ販売台数（単位：1,000台）
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エアコン

2017年のエアコン販売台数はネット販売が牽引し、全
体で約4,600万台と前年より大幅増となった。2017年は全
国的に高温が続いたこと、3、4級都市、農村部の不動産
市場が堅調なこともあり、エアコン販売の伸び率が顕著と
なった。
機種においては、消費のグレードアップによって、3,500
元以上のミドルエンド以上の壁掛け式や床置き式、さらにス
マート機能搭載型やデザイン性の高い機種の業界全体に占
める構成比が伸びている。

図３：エアコン販売台数（単位：1,000台）
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冷蔵庫

2017年の冷蔵庫の販売台数は約3,300万台で昨年より
微増にとどまったが、ネット販売の割合はさらに増加してい
る（27％→39％）。
商品カテゴリーでは、1～3ドア式は2016年より市場に占
める割合がさらに減少、一方、両開き式、多ドア（十字四ド
ア式含む）の大容量、ハイエンド市場中心に2016年より単
価が上昇し、シェアも拡大している。
アリババ、京東、百度のAPPコントロールやスマートシス
テムを搭載したスマート冷蔵庫の機種は増加した。

図４：冷蔵庫販売台数（単位：1,000台）
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廃棄電器電子製品回収処理管理条例関連

洗濯機

①「廃棄電器電子製品回収処理管理条例」（中国
版WEEE）は、2009年2月25日に公布、2011年
1月1日に施行され、「廃棄電器電子製品処理
基金徴収使用管理弁法」も2012年5月21日に公
布、2012年7月1日に施行された。メーカーの立
場としては、公平性と透明性確保の観点から、
処理基金の徴収・使用実績に関して製品別や中
国生産品・輸入品別などの詳細を公開いただく
とともに、生産者・輸入者の処理基金納付額の
定期的な見直しを要望する。

商品カテゴリーでは、8キログラム以上の大容量型、ハイエ
ンド商品が伸び、平均単価が上昇。また、洗濯・乾燥一体型ド
ラム式の販売が継続的にシェアを拡大。一方、子供衣類向け

② 2016年3月1日から、中国版WEEE対象製品第2
回目録により処理基金を徴収するが、2018年1
月上旬時点では、第2回目録製品の徴収単価はま
だ未公布の状況である。今後、新たな関連法律
や政策を策定する際にできるだけ企業にとって
長い準備期間を設けるよう要望する。
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2017年洗濯機の販売台数は店頭販売では減少するも、
ネット販売が大きく伸長し、合計約3,800万台となり、前年
から増加した。

のミニ洗濯機市場はまだ小さいが、成長し続けている。

図５：冷蔵庫販売台数（単位：1,000台）
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家電業界における消費のアップグレード
政府が推進する消費のアップグレードが家電業界でも進
展を見せており、Gf Kのデータによると、家電市場全体は
2017年7,244億元、前年比115％と、2012年以来の最も高
い伸び率を示した。ハイエンド商品へのシフトにより商品
単価が全般的に上昇していることに加えて、食器洗い乾燥
機（208％）、電動歯ブラシ（前年比192％）などの比較的新
しい分野の家電の伸び率が高く、生活の質を高める方向で
の消費アップグレードの進展が鮮明となった。
また、ネット販売の伸長が著しく、これまでの小物家電だ
けでなく、家電全体でオフラインからオンラインへのシフト
が一段と進むとともに、低価格品から高級家電のネット販売
も大きく伸長。

小物家電のネット販売は56％となり、初めてオフライン市
場を超え、主流チャンネルとなり、その中でも特に家事家電
171％、美容家電170％と急成長を遂げた。大物家電は、冷
蔵庫、洗濯機、エアコンの3商品合計のネット販売が前年比
171％と高成長している。
184
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③ 廃棄電器電子製品解体補助金の支払いが遅く、
リサイクル企業経営への影響最小化のために、
支払いの迅速化を要望する。
④ 廃棄電器電子製品リサイクル企業の経営の健
全性確保のために、廃棄電器電子製品回収体
制および解体廃棄物処理施設の整備強化を要
望する。
⑤ 生産者責任延伸制度は企業だけの責任ではな
く、政府・生産者・卸御者・消費者なども責任
があり、お互いに協力しなければならない。こ
のため、制定時には、企業と十分に話し合い、
企業の経営コストなどを十分に考えたうえでの
判断を要望する。
省エネ関連（エネルギー効率ラベル制度）
エネルギー効率ラベル制度の対象製品となった
場合、メーカーにとって、能率限度値および能
率等級の認証、試験、マーク添付等が煩雑でコ
ストアップの要因となる。関連法規・基準の整
理と効率的運用を要望する。また、国家基準制
定時には、外資企業、メーカー団体の参画を含
めた公開性の向上と検査等の運用面での企業間
の平等性確保を要望する。
電器電子製品有害物質使用制限管理弁法
(中国版RoHS)
現在政府側が中国版RoHSの合格評定制度を制定
中であるが、できるだけ早く意見募集稿を公開
し、企業の意見を十分に聞くことを要望する。
製品標識標注規定の廃止後の対応
国家質量監督検験検疫総局2014年の第70号公
文書で「製品標識標注規定」を廃止すると公告
された。それ以前に同規定に基づき表示してい
た内容について、今後の表示根拠、表示内容の

正確さが把握できない状況にある。以下の三点
に関する表示項目の明確化を要望する。
・輸入品および委託生産（ODM／OEM）製品の生
産者名称の表示。以前の「製品標識標注規定」
に基づき表示した場合の問題の有無。
・ 輸入製品の品質合格証の表示。以前と同様に、
品質合格証の表示は無しでよいか。
・ 輸入品の適合規格の番号表示の必要性。輸入品
は企業規格を中国で登録できず、表示ができな
い現状にある。
物流関連
①運用上のルールの文書化に関して
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順守すべき内容・規則として法令・通達がよ
りどころとなるが、全国での当局の運用を顧み
た際に必ずしも運用ルールが文書化されてお
らず、そのことが全国対応を行う多国籍企業に
とっては不便につながる場合が存在する。例え
ば、2015年8月に天津港にて爆発事故が発生し
た直後に、地方ごとに危険化学品の輸送を取り
扱わない空港・港が複数見受けられたが、取り
扱い禁止の期間、対象貨物等に関して地方ごと
に基準がバラバラで、かつ明文化されている通
知が確認できない状況であった。このような状
況下で、メーカーとしてはメディア情報もしく
はフォワーダー情報を信じるしかなく、その真
偽性の如何により実務に混乱が生じた状況で
あった。2016年杭州G20サミットと2017年ア
モイBRICSサミットの交通規制の明文化もなかっ
た。運用を行う際に、迅速かつ明確な基準、見
解を発信する体制の徹底を要望する。
② 保税加工貿易（手冊、保税部材）に関しての
全国でのルール一元化に関して保税加工貿易
（手冊、保税部材）に関して、複数のポイント
において運用ルールにばらつきがあり、長期的
にその運用の違いを一元化していくことを要望
する。
・手冊消し込み時の盤盈，盤虧に対しての納税の考
え方の違い（両方の差異見合いの納税を求められ
るケースもあれば、盤虧のみの納税を求められる
ケースもある）
・電子手冊使用時の備案後核銷（消込）前の通関
BOM情報の修正申告の違い（修正申告が認め
られるケースもあれば、認められないケースも
ある）
・ 深加工結転にて完成品を販売する場合の国内
調達部材の増値税控除（認められないケースが
多いが、一部では認められるケースもあると聞
く）等
リチウム電池輸送に関する包装基準に関して
中国で危険品の輸送包装に関するGB124632009の基準はかなり厳しい要求がされている。
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特に落下試験について、1.2Mの高さから計五
回の落下試験をクリアしなければならない。今
後中国市場におけるエコカーの急速な発展に伴
い、電池の輸送は今後さらに増える見込みであ
る。そのために、エコ、効率化、コスト節約の
視点で、該当基準の見直しを要望する。
中国国外への元資金貸付規制に関して
2016年11月、中国人民銀行は、「域内企業の
元域外貸付業務をさらに明確化することに関す
る通達（銀行発[2016]306号）」を発表し、12
月から正式発効した。さらに2017年1月にかけ
て各銀行への各種口頭指導を実施した。これに
より中国国外への資金貸付業務等が大きく制限
され、実質的に国外貸付が非常に困難な状況に
なっている。背景として中国から国外への資金
流出や、外貨準備高の減少等に歯止めをかけた
い当局の意向は理解するものの、規制緩和に向
けた柔軟な対応を要望する。
中国における外資企業資本金に関して
外資企業の資本金の減資は原則禁止されてい
る。グローバルに企業競争が激化する中、グ
ループ内企業の資本再編により事業経営のシフ
トをグローバルに進めていく必要性に迫られて
いる。事業の新陳代謝によって企業活動の活発
化を促進すべく、資本金のフレキシブルな増減
ができるような法整備を要望する。
外国人保障、労働派遣、ビザ関連
①中国国内で就労する駐在員等には、日中両国
で重複して社会保険料を納めなければならない
状況が依然として存在している。短期出向者を
含む駐在員等が日中両国で重複して社会保険料
を納付することは、中国に所在する日系企業に
とって大きな負担となっている。一方で、2018
年5月9日に日中両国の外相が「社会保障に関
する日本国政府と中華人民共和国政府との間の
協定」（日・中社会保障協定）に署名したこと
は、大きな進展として歓迎される。日系企業お
よび駐在員等の負担が早期に軽減されるよう、
日中両政府による各国での国内手続き等、協定
の早期発効に必要な作業および調整を速やかに
実施するよう要望する。
② 労務派遣について、2016年3月に労務派遣暫
定施行規定の過渡期が既に満了し、約1年が経
過しようとしているが、早急に労務派遣暫定施
行規定の細則が公布され、かつ労務派遣におい
て、派遣従業員数が総従業員数の10％を超えて
はならないとの制限を廃止するか、または過渡
期措置の適用期間延長が検討されることを要望
する。
③ 2016年11月より試行されている外国人就労許
可制度改革により、60歳以上の技術人員に加え
て、60歳未満でも、大卒未満の技術人員につ

いては、査証取得が今後困難になると予想され
る。点数のみによる一面的な判断だけでなく、
該当者の保有技術の専門性を総合的に勘案して
判断するよう、柔軟な運用を要望する。
その他
①早期に中国に進出した外資家電メーカーの生産
拠点は商品ごとに分散しているが、連結納税制
度が認められていないため、積極的な投資がで
きない。グループ一体経営による競争力強化と
さらなる発展に向けた連結納税制度の許可を要
望する。
②現在、保税取引については、保税区の販売会社
もしくは、製造会社が行う保税加工取引のみが
認められている。一方、顧客が免税輸入枠で輸
入品を購入するなど取引先のニーズにより、外
商投資性会社においても保税取引の必要性が出
てきており、外商投資性会社への保税取引の許
可を要望する。
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９．事務機器
中国の事務機市場概況

中国の事務機器（OA機器）市場は、2008年のリーマン
ショック時に一時的に成長が落ち込んだ。その後、内陸を中
心とした中国政府の積極的な投資により順調に回復し2012
年以降の中国経済減速による一時的な鈍化を受けたが、そ
の後は堅調に推移している。新政権の「新常態（ニューノーマ
ル）」政策により経済の構造改革が行われ、投資主導から消
費主導への路線変換を謳っていることも成長を後押ししてい
る。中国の事務機器（OA機器）市場は、欧米と比較すると中
期的にはまだ成長が期待できる巨大市場であり、今後も事務
機メーカー各社は重要市場として注力していくであろう。中
国の事務機器（OA機器）市場の特徴としては、商品セグメン
トに関し、低価格セグメントのモノクロ機が主流である。近
年はカラー機の低価格化が進んできており、カラー低速機
の販売が2ケタの割合で成長している。またアフターマーケッ
ト（トナー、インク、パーツ）は、模倣品等の影響により、他国
とは異なり純正消耗品販売が市場に連動して伸びないとい
う状況に直面しており、各OA機器メーカーともさまざまな対
策を講じているが苦労している。

多様な販売ルート

第３部
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OA機器の販売ルートに関しては、メーカーの直接販売もあ
れば、代理店を通じた販売もある。中国は国土が広く、直接販
売は概ね沿岸部の大都市が中心であり、内陸部は代理店を通
じて販売する傾向にある。代理店においてもエンドユーザー
に直接販売する場合と、さらに二次卸店などの代理店を通し
て販売する場合に分けられる。また、電脳城とよばれる電気
街での店頭販売や、営業担当やサービス担当を抱え直接エン
ドユーザーに訪問して顧客対応をする訪問販売など多種多様
な販売ルートでOA機器が販売されている。近年ではEコマー
スも重要な販売ルートとして確固たる地位を築きつつある。

PP印刷分野の拡大

各OA機器メーカーはProduct PrintingまたはProfessional
Printing（以下PP）と呼ばれる、高速・高品質・大量印刷分野
にも積極的に進出している。かつてオフセット印刷が担ってい
たこの分野は、デジタル化に伴い、OA機器メーカーが得意と
する電子写真方式により拡大しつつある。このPP印刷分野、
特に企業内印刷、グラフィックアートなどの分野に各社が積
極的に市場進出、事業拡大をしており、OA機器業界のトレン
ドとなりつつある。近年は産業用印刷の分野にもOA機器メー
カーが進出し、ますますオフセット印刷領域への浸透を図っ
ている。

顧客ニーズの多様化

中国経済の発展に伴い、OA機器分野に対するエンドユー
ザーのニーズも多様化してきた。例えば、印刷環境の分析と
デバイスの適正配置によるTCO削減、ICカード認証と連携し
たセキュリティ管理、PCやサーバーなども含めた総合的なIT
環境ワンストップサービスなど、日本や欧米諸国と同じよう
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なオフィス環境を求めるエンドユーザーも増加傾向にある。
各社OA機器の機能がコモディティ化を迎えている背景もあ
り、メーカーは従来のOA機器単体の販売（いわゆる箱売り）
からの脱却を図り付加価値の創出に奔走している。また、政
府系顧客や中資系大手企業では、全国統括購買を採用する
企業も徐々に増えてきた。購買仕様に比較的複雑なシステム
構築を求める入札案件も増え、各メーカーには高度な案件対
応、アフターサポートの体制作りが求められるようになって
いる。

中国事務機市場の特徴と問題点
中古機市場：本体販売への影響

中国のOA機器市場において特徴的な点が中古機販売ビジ
ネスである。中古機販売のルートは、海外からの中古機の輸
入再生による販売、また国内機器の回収による再販があげら
れる。特に後者の国内機器回収については商流が多種多様
で、代理店の独自回収による再生販売、専門の中古機業者を
介した販売など、長年にわたり確固たる販売網が確立されつ
つある。中古機市場は統計として正確なデータはないが、新
品のOA機器市場と同等もしくはそれ以上の市場があるとも言
われている。また、近年はOA機器本体にスピードアップなど
を施す改造機の存在もあり、純正のOA機器販売に影響を与
えている。本体販売への影響は結果的にアフターマーケット
ビジネスにも影響を及ぼすため、各OA機器メーカーともこの
中古機市場の動向については非常に注視している。
中国政府は環境対策として、企業に対して生産、販売およ
び回収まで含めた製品サイクルへの対応を求めており、廃棄
電器電子製品回収処理管理条例（いわゆる中国版WEEE）が
OA機器本体に適用される見込みになった。条例の施行に伴
い、各OA機器メーカーの社会的責任が増していくと同時に、
既に確立されている中古機業者と処理業者、回収業者との間
の法整備などは、今後検討が必要になっていくことが予想さ
れる。

模倣品の存在：アフターマーケットビジネスへの影響

OA機器市場は、機器の販売とそれに伴うアフターサービス
のビジネスが中心であるが、中国ではトナーやインク、パーツ
などの消耗品に関し模倣品等の影響が大きく、日本や欧米諸
国と比較するとアフターマーケットでの売上および収益を上
げることが大変難しい状況にある。執行機関の摘発活動の強
化や法制度の整備等により、公然と模倣品を製造販売する業
者は減少しているものの、模倣品自体は未だ市場に存在して
いる。最近は模倣業者の分業化、巧妙化に加えてEコマース
市場の拡大の背景もあり、従前に比較して摘発活動の難易度
は上がっている。また、日本や欧米諸国では一般的に採用さ
れているOA機器のメーターチャージ保守契約は、特に中資系
企業において獲得が難しく、各OA機器メーカーの安定したア
フターサービスビジネスに大きく影響を与えている。
製品に対する純正消耗品比率は各社および商品セグメント
により多少異なると思われるが、中長期での企業収益、事業
基盤の安定のためには、その比率を向上させることがカギと
なることは間違いない。特に中国市場では低価格機種が需要

の半分以上を占めており、厳しい価格競合の中、OA機器本体
で利益をあげることが難しくなってくる傾向にあり、アフター
サービスによる安定収益の重要性が増している。

中国事務機市場の将来
今後の成長と展開

OA機器の需要は、中長期的にみれば、先進市場と比較し
ても巨大な市場である。現状は低価格なモノクロ低速機が主
流の市場ではあるが、先進国の過去と同様、経済の発展に伴
い、次第にモノクロ中速機、およびカラー機比率が上昇するこ
とが期待される。現に昨今の中国も例外ではない市場変化を
見せつつあり、各OA機器メーカーはモノクロ中速機、カラー
機の販売、またソフトウェアなどのソリューションを組み合わ
せた付加価値商談の提供に注力している。
また、中国国内におけるWeChatをはじめとしたSNSやEコ
マースの急速な普及に伴い、メーカー各社の販売やマーケ
ティングの手法には市場への柔軟な対応が求められている。
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中国は前述のWeChatを用いたWeChat Payment（微信支付)
やAliPay（支付宝）など、モバイル決済に関して世界一の利
用者数を誇っている。OA機器の基本機能がコモディティ化
し、価格競争が激化する中、人件費の高騰によりアフターマー
ケットビジネスの全体的な収益性低下も避けられない。モバ
イル決済による印刷料金支払いへの対応など、付加価値提供
による差別化が今後のOA機器業界のトレンドとなっていくと
思われる。日系企業は以上のような産業・市場認識の下、日々
ビジネスに取り組んでいるが、その中で直面している問題・建
議として、以下の内容を中国政府に改善要望したい。

各産業の現状・建議

＜建議＞
①産品標識標注規定廃止に対する代替措置
・同規定の廃止に伴い、産品質量法に従うと輸入製
品についても国内生産品と同様の記載が必要に
なっている。例えば生産工場の名称と住所を記載
する要求があるが、国外生産委託製品の場合、委
託先の工場名や国外の住所を記載するよりも、標
注規定で許されていた輸入業者または販売者の
情報を代替として記載するほうが消費者にとって
は有意義と考えられる。産品標識標注規定廃止に
対する代替措置の検討を要望する。
②廃棄電器電子産品回収処理管理条例
・事務機製品は、一般消費者向けの製品とは異な
り、大規模な中古品市場が既に確立しており、本
体製造・販売企業による回収が困難な状態であ
る。かつ国外からの横流れ製品もあり、実態の把
握も困難である。その中古事務機製品の回収業
者、販売業者、処理業者などは、利用価値の高い
製品や部品を扱っており、補助金がなくともそれ
ぞれで利益を得ているため、過度な補助金支給は
不要である。基金額の設定方法や利用用途につ
いては、制度の改善につながるよう透明性のある
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実態の説明や情報公開の法制化を要望する。
③電器電子産品有害物質制限使用管理弁法  第2ス
テップ
・合格評定制度の企業自己符合性声明規則の基準
について、企業側に過度な負荷がかからないよう
に十分に情報交流を行い、すでに実施されている
他国の制度と整合をとることを要望する。
④模倣品（消耗品）取り締まり
・知的財産立国を目指す方針に基づき、行政による
模倣品の取り締まりは強化の方向にあるものの、
依然として模倣品（消耗品）が多く存在している。
近年では模倣品製造の組織化・分業化が進んで
いる。模倣品は複数の部品を組み立て完成させる
が、トナーやインクボトルのプラスチック成型専門
工場や、そのボトルにトナーやインクを充填するだ
けの工場がある。プラスチック成型専門工場は、ボ
トル自体は大変低額であるため、これらが押収さ
れても、経営に影響がなく、すぐに製造を再開で
き、懲罰的効果が低く再犯が起きやすい。一方で、
プラスチック成型の金型は高価であり、金型の製
造自体に時間がかかる。懲罰的効果を高め、再犯
を防止するためにも、トナーボトルやインクボトル
のプラスチック成型用の金型を押収するよう要望
する。また、中国で生産される模倣品が海外へ輸
出されることにより、海外市場での模倣品流通を
助長する恐れもある。特に、
「一帯一路」政策で海
外への輸出ルートや輸出量の拡大も懸念される。
実際に欧州で模倣品として差し止められた製品の
出荷元の多くは中国および香港であるとするEU
の報告もある。税関によるさらなる模倣品輸出取
り締まり強化を要望する。
⑤改造機の取り締まり
・事務機器の改造機は、外観の名称変更による虚
偽表示から、事務機本体のコントローラーの改造
によるスピードアップや機能の追加など多岐に渡
る。改造方法は、年々巧妙化しており、組織的に
改造を専門とする業者も存在しており、消費者は
正規品であるか判断できないものが多い。消費者
保護のためにも、引き続き改造業者の取り締まり
強化を要望する。
⑥技術標準・製品認証
・低炭産品、生態設計産品、緑色設計産品、緑色
産品等新しい標準の検討が始まっているが、一方
で従来からある標準も存続しており企業にとって
は対応すべき標準が次々と増え負荷が大きくなる
ことが懸念される。他の標準の内容とも調整をと
り、計画的に整理・集約を進めていただくことを
要望する。また、新たな標準を施行する際は十分
な準備期間を設定いただくことを要望する。
・異なる製品認証で同一内容の試験が要求されて
いる場合がある。例えばCCC認証とNAL認可を両
方取得する場合、EMC試験とサージ試験が双方
で要求されており二度同じ試験が行われている。

試験費用も二重にかかっており企業に不要な負
荷がかかっているため、各認証間で試験結果の共
有使用を許可するなどの改善を要望する。
⑦情報セキュリティ関連制度
・情報セキュリティ関連の標準や制度が導入される
とともに、今後さらなる導入も検討されている。こ
れらの標準や制度の導入について、中国国産技術
や独自規格を用いることが情報セキュリティの確
保につながるとの考え方が示されているが、情報
ネットワークは世界中と接続されており、むしろ世
界において広く用いられ安全性が確認された機
器や技術を中国の標準や制度においても認める
ことが中国の情報セキュリティの向上に資するも
のと考える。また、
「サイバーセキュリティ法」が可
決され条項を見るにあたり、
「網絡運営者」
「網絡
産品」という表現が、定義が不明確なままに使用
されている。顧客への継続的なサービス提供のた
め、具体的な対象製品、対象者の明示を要望す
る。また、厳格すぎる基準は国際企業の中国での
事業展開を阻害することにもなりかねないため、
合理的範囲での適用を要望する。

第３部
各産業の現状・建議
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10．電子部品・デバイス
2017年の世界経済は、欧州、米国、中国共に堅調に推移
し総じて回復傾向が強まり実質成長率はIMF世界経済見通し
（2017年10月）によれば前年を上回る3.6%が見込まれてい
る。第4次産業革命の波は確実に拡がりつつあり、IoTを応用
した製品やソリューションサービスの利用が拡大すると共に
イノベーションの創出に向けた新たな取り組みが世界各地で
本格化している。特に産業界共通の課題である生産性向上に
向けた新たな需要と投資の循環は、2018年の成長を引き続
き牽引するものと期待されている。
中国経済に目を転じると、GDPの世界経済に占める割合は
すでに15%前後まで高まり、世界経済の成長への寄与率も
30%を超えるなどその規模の大きさは周知の通りであるが、
注目すべきはその質的な転換である。具体的には、この5年間
で研究開発投資が年平均11%の伸びを示し、規模においても
世界第2位となったことに象徴される革新（イノベーション）型
産業群の成長である。中国政府が「中国製造2025」の中で示
した「製造強国」の実現に向け、集積回路、第5世代移道通信
（5G）、航空エンジン、新エネルギー自動車、新素材などの産
業強化に国家レベルで注力していることに改めて認識を深め
なければならない。
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電子情報産業は、上述の通り世界経済、中国経済の成長に
不可欠な産業群のひとつであり、その世界生産額は、2017年
が前年比6%増となる2兆7,401億ドル、2018年は4％増の2兆
8,366億ドルを見込み、共に過去最高を更新する見通しであ
る。そしてこの電子情報産業の成長を牽引する役割と共に、他
産業のイノベーション実現をも支える基盤として期待される分
野が半導体をはじめとする電子部品・デバイスである。

各産業の現状・建議

電子部品・デバイスの産業状況
2017年の動向
2017年における各分野の状況を示すデータはいずれも堅調
な成長を示すと共にその需要拡大の中心が中国市場であるこ
とを表している。
電子部品においては世界生産額が24兆2,091億円（2,160
億ドル）となり前年比プラス成長となった。また、世界生産額に
占める日系企業生産の割合は38％にあたる9兆1,680億円と
なり依然として高いシェアを占めている。プラス成長の要因を
見ると、自動車向けでは先端運転支援システム（ADAS）の高
度化と普及、スマートフォン向けでは新興国での高機能端末の
拡大が挙げられる。日系企業の場合はこれに加え、ゲーム機
向けの需要が増加しコネクタ、コンデンサ、アクチュエータ等
の需要が拡大している。
ディスプレイデバイスでは、世界生産額が16兆3,891億円
（1,462億ドル）、世界生産額に占める日系企業生産の割合は
13％にあたる2兆1,275億円となっている。液晶テレビ市場で
4K化、大画面化のニーズが高まっていることやスマートフォン
市場でVR仕様をサポートする高精細／高機能タイプのニーズ
拡大および中国系メーカーの伸びが成長を押し上げる要因と
なっている。
半導体分野では、世界生産額が45兆8,143億円（4,087億
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ドル）、世界生産額に占める日系企業生産の割合は11％にあ
たる5兆301億円となっている。IoT、AIの活用が進んでおり、
データセンター市場が拡大していることを背景に市場は好調
に推移している。特にメモリについては、データ容量の増加に
より需要拡大が続いているほか、さらに世界的な省エネ気運
の高まりや自動車の電装化率向上も半導体市場を押し上げる
要因となっている。
このような電子部品・デバイスの成長を生み出す世界の需
要額を地域別に見ると、中国向けが40.8％を占め、世界の電
子部品・デバイス需要の中心となっていることがわかる。巨大
な需要を生み出す具体的な活用事例は各所に見られるが、注
目される事例のひとつが「産業用ロボット」市場の急発展であ
る。産業高度化を目指す国家方針「中国製造2025」を背景に
急ピッチな拡大が続いており、国家統計局によれば2017年11
月時点で中国の産業用ロボット生産額は前年同期比約70％
の増加となる11万8,000台を記録している。販売台数で見ても
中国は2013年以降世界首位を独走しており、中でも中国産ロ
ボットの販売額が海外産ロボットを上回る伸び率を示してい
る点に注目が集まっている。
2018年の展望と今後注目される分野の動向
電子部品・デバイスは2018年においても総じてプラス成長
が見込まれているが、その成否を大きく左右するのは引き続き
中国市場の動向と言える。
分野別に見るとディスプレイデバイスが若干単価下落の影
響を受けると予想されるものの、デジタルサイネージの設置
拡大やEV化による車載向けの規模増加により全体として横
ばいを維持するほか、電子部品分野では引き続きADASや新
エネルギー車向けの需要増加およびフィンテックなどIoTを構
築する中核デバイスとしてのスマートフォンの高機能化、さら
に工場の自動化などスマートファクトリーの構築に寄与する
需要増加を見込みプラス成長が期待されている。さらに、半
導体分野では製造装置やロボットでのIoT活用が加速するこ
とに加え、自動車業界からの需要として自動運転を見据えた
電装化並びに省エネに貢献できるEV化の進展による拡大が
見込まれている。
中国市場における注目動向としては、2014年に中国政府の
主導で創設された公的基金「国家集成電路産業投資基金」の
動きがある。中国における半導体産業の発展を支援するため
に、国有企業や国家開発銀行が1,200億元（約2兆円）を拠出
する形で創設された基金で、最終的な募集額は1,387億2,000
万元にまで積みあがっている。ICファウンドリー中国大手企業
では、2018年に入りこの基金からの出資を受けいれると共に
同基金と合弁会社を設立する計画を公表するところもあり、
調達資金を投入する新会社でのIC設計、研究、製造、テスト・
パッケージング、販売などの動向が注目される。
さらに2019年以降を見据えた長期的な視点で電子部品・
デバイスに対する需要喚起が期待される成長分野がAI市場で
ある。とりわけ「世界一の人工知能（AI）大国」を目指す中国
はAI企業の総数およびその資金調達額で米国に次ぐ世界第2
位に躍進しており、市場としても年率平均50%のハイピッチな
成長を持続している。とりわけ、AIを製造業などの伝統産業に
活用する「AI＋産業」の動きは中国経済に新たな成長エネル
ギーをもたらすものとして注目されている。

具体的な問題点と改善要望
中国政府が掲げる経済の安定成長を維持するには、さらな
る投資の促進や企業の生産性向上によるコスト削減が求めら
れる。そしてその実現には上述の通り幅広い産業分野におい
てイノベーションを加速させる電子部品・デバイス産業の発展
が不可欠である。日系企業にはこの産業分野をリードする多く
の企業が存在し中国での事業を展開している。これらの企業
が関連する中国企業と共にこれまで以上に中国経済の発展に
寄与できるよう、日常的な事業活動における現状の問題点と
改善項目を以下の通り提示する。
過去に建議した項目のうち改善が見られた点
これまで建議した項目のうち改善が見られた事例として以下の
ようなものがある。
①移転価格税制の運用整備
前年度実施が見送られた日中相互協議が再開され、移転価格税
制全般の運用整備に向けた活発な話し合いが期待されている。
②日中社会保障協定の早期締結
社会保険料の二重負担の問題は単に日本人駐在員だけの
問題ではなく日本で働く中国人社員にも共通する課題で
あるが、日中両国の外相が「社会保障に関する日本国政府
と中華人民共和国政府との間の協定」
（日・中社会保障協
定）に署名したことは、大きな進展として歓迎される。
引き続き改善が求められる点
①近代的な市場体系の完備
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昨年ロイヤリティ課税の対象が規定され、中国各地で税関
による調査が展開されている。法令では大まかな範囲が規
定されてはいるが、具体的な課税対象、課税金額の計算式
は明確にされておらず地方税関の判断に委ねられている。
一部地域では明らかに課税対象外である一般汎用品が対
象になるケースや、輸出製品に使用される輸入部材も対象と
なるような事例も出てきている。合理的な全国統一基準の
策定を要望する。
②行政管理体制の改革の深化
物流園区の活用により輸出入LTを短縮し、輸送コストの削
減を期待する企業も多いが、銀行からの送金は保税区域内
に立地する企業であることが条件とされている。結果として
物流園区を経由した輸出入対象は減少する傾向もあり、送
金先にかかわる制限の緩和など物流園区活用に繋がる規
制の緩和を要望する。
③対外開放新体制の完備
インターネットの発展に伴うサイバーセキュリティ対策は国
際社会全体の動きであり、中国におけるインターネット安全
法の施行は外国企業にとっても基本的に歓迎すべきもので
あると認識する。しかし、一方で過度な情報規制や検閲、あ
るいは外国企業のみを対象にしたようなアクセス制限は中
国の産業社会の発展にとって悪影響を及ぼす懸念がある。
国際的な公益情報を安全に共有し、イノベーションを加速
させるようなバランスの取れた規制の実施を要望する。

＜建議＞

近代的な市場体系の完備

①移転価格税制の運用整備
移転価格課税の日中相互協議に関して、2016年
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度一部の案件が取り上げられたものの2017年度
は実施が見送られてしまい事実上協議が進展して
いない状況にある。他方で移転価格課税期間以
降の追跡管理期間における課税が天津や大連で
動きつつあり、内容によっては日中相互協議の結
論にかかわるものも出ている。移転価格税制全般
の運用整備を促進する観点からも日中相互協議
の迅速な進展を引き続き要望する。
②環境規制の計画的実施
大気汚染の他、水質･土壌汚染等各種環境問題の
改善に向けた取り組みが本格化している点について
は評価できる。特に大都市および周辺地域の大気
汚染に関する改善は多くの生活者が実感していると
ころである。一方で急激かつ厳格な規制強化により
計画外の新規設備導入や一時的な操業停止等に至
るケースも出ており、生産活動への影響が懸念され
ている。環境規制の実施にあたっては、関連法規、
政策に対する事前の意見吸収や内容に関する十分
な周知期間を設けた計画的な実施を要望する。
③標準類の運用改善
標準化法関連規定等に基づく製品登録について
地域や担当者間で解釈に相違が発生することが
ある。統一的な判断基準、見解の提示を要望す
る。また、関連する法律、規定、標準類について、
外資企業についても政府管轄部門による丁寧な
情報伝達、指導を引き続き求めると共に突発的な
監査等により企業が突然の操業停止に至ることの
ないよう平時の情報開示と改善指導および処分に
関する猶予期間の設定等サプライチェーンに与え
る影響への配慮を要望する。
行政管理体制の改革の深化

①外国人の就労許可にかかわる要求資料の簡素化
外国人の就労許可取得に関する手続が新システ
ムに切り替わったが、システムの安定性や担当者
の操作スキルおよび新制度に対する理解が十分
でなく、再申請が繰り返されるなど作業が遅延す
るケースが見られた。また、新制度にもとづき提出
を求められる資料も依然として多数あり、業務の
簡素化や申請リードタイムの短縮には至っていな
い。要求資料の簡素化や実務基準の標準化による
申請作業の迅速化を要望する。
②社会保険制度の運用統一
外国人の中国社会保険制度への加入について
は、依然として関連法の内容に沿った運用の徹底
が図られておらず地域間での取り扱いに差が生じ
ている。また、一部地域ではこれまでの行政指導
等現状に至る経緯を十分考慮しないまま、過去に
遡及した保険料の徴収を求めるなど一方的な制度
加入が強制される事象も発生している。
統一した基準にもとづく、本来の趣旨に則った外
国人に対する社会保険制度の適用を要望する。
③物流園区の活用促進
物流園区の活用により輸出入LTを短縮し、輸送コ
ストの削減を期待する企業も多いが、銀行からの
送金は保税区域内に立地する企業であることが条

件とされている。
結果として物流園区を経由した輸出入対象は減少
する傾向もあり、送金先にかかわる制限の緩和な
ど物流園区活用に繋がる規制の緩和を要望する。
④国内転廠貨物に対する原産地証明発行
国内転廠している反ダンピング貨物について、工
程不良が発生し税金の追徴が必要になった場合原
産地証明の提出が求められる。しかし、商検局の
見解によれば転廠について原産地証明書の発行
はできないとされている。結果として、税関の優遇
税率は適用されず、通常税率により追徴され税額
負担は重くなっている。商検局と税関の見解を統
一し合理的な税率適用がされることを要望する。
対外開放新体制の完備

①ロイヤリティ課税の基準統一
税関総署213号令でロイヤリティ課税の対象が規
定され、中国各地で税関による調査が展開されて
いる。当令では大まかな範囲が規定されてはいる
が、具体的な課税対象、課税金額の計算式は明
確にされておらず地方税関の判断に委ねられてい
る。一部地域では明らかに課税対象外である一般
汎用品が対象になるケースや、輸出製品に使用さ
れる輸入部材も対象となるような事例も出てきて
いる。合理的な全国統一基準の策定を要望する。
②日中社会保障協定の早期締結
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社会保険料の二重負担の問題は単に日本人駐在
員・日系企業の問題ではなく、企業内転勤、出向
などの形態で日本に長期滞在する中国人社員にも
共通した課題である。2018年5月9日に日中両国
の外相が「社会保障に関する日本国政府と中華人
民共和国政府との間の協定」
（日・中社会保障協
定）に署名したことは、大きな進展として歓迎され
る。日系企業および駐在員等の負担が早期に軽
減されるよう、日中両政府による各国での国内手
続き等、協定の早期発効に必要な作業および調整
を速やかに実施するよう要望する。
③インターネット規制の緩和
インターネットの発展に伴うサイバーセキュリティ
対策は国際社会全体の動きであり、中国における
サイバーセキュリティ法の施行は外国企業にとっ
ても基本的に歓迎すべきものであると認識する。
しかし、一方で過度な情報規制や検閲、あるいは
外国企業のみを対象にしたようなアクセス制限は
中国の産業社会の発展にとって悪影響を及ぼす
懸念がある。国際的な公益情報を安全に共有し、
イノベーションを加速させるようなバランスの取れ
た規制の実施を要望する。
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11．自動車
2017年自動車工業経済運行状況について

2017年の年間自動車生産台数は2,901万5,000台、販売台
数は2,887万9,000台となり、9年連続で世界一の座を維持し
た。業界の経済効率の伸びは生産・販売台数の伸びを顕著に
上回り、新エネ車が高い伸びを見せ、自主ブランドの市場シェ
アは引き続き高まり、中国国内および世界市場で共に拡大し
た。具体的な分析は次のとおりである。

自動車

自動車の生産・販売台数は安定した伸び

2017年、中国の自動車産業は一定の圧力に直面していた。
購置税の優遇幅が縮小されたため、乗用車市場で2016年に
駆け込み需要があった一方で、新エネ車政策の調整が上半
期の販売に一定の影響を及ぼした。年間の運行状況から見る
と、自動車の生産・販売台数の伸びは、年初に予測された5％
をやや下回ったものの、今年は基数が高い2016年からの成長
であることから、業界全体の経済運行の状況は良好で、安定
した成長傾向が見られる。
2017年、自動車の生産・販売台数はそれぞれ2,901万5,000
台、2,887万9,000台に達し、前年比でそれぞれ3.2％、3％増
となり、前年の伸びをそれぞれ11.3ポイント、10.6ポイント下
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回った。

乗用車の生産・販売台数は業界全体を下回る

各産業の現状・建議

購置税の優遇幅縮小の影響を受け、乗用車の生産・販売
台数の伸びは顕著に鈍化し、2008年以降の年間成長では最
低の水準となった。2017年、乗用車の生産・販売台数はそれ
ぞれ2,480万7,000台、2,471万8,000台に達し、前年比はそれ
ぞれ1.6％、1.4％増で、いずれも自動車全体を1.6ポイント下回
り、自動車の生産・販売台数に占める割合はそれぞれ85.5％、
85.6％、前年よりそれぞれ1.3ポイント、1.4ポイント低下した。
乗用車4種類の生産・販売状況では、普通乗用車（セダン）
の生産・販売台数が前年比でそれぞれ1.4％、2.5％減、SUVは
前年比12.4％、13.3％増、MPVは前年比17.6％、17.1％減、クロ
スパッセンジャーカーは前年比20.4％、20％減となった。
購置税優遇政策の調整による影響で、1.6L以下の小排気
量乗用車市場のシェアが前年を下回った。2017年、1.6L以下
の乗用車販売台数は1,719万3,000台で、前年比1.1％減、乗用
車販売台数に占める割合は69.6％で、前年比は1.8ポイント低
下した。1.6L以下の自主ブランドの乗用車販売台数は837万
4,000台で、前年比0.4％減となった。

商用車の生産・販売台数はトラックにけん引され
急速な伸び

2017年、商用車の生産・販売台数はトラックの成長にけん
引され、前年を顕著に上回る伸びとなり、400万台以上の水準
を回復し、生産・販売台数はそれぞれ420万9,000台、416万
1,000台となり、前年比でそれぞれ13.8％、14％増で、伸び率
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は前年を5.8ポイント、8.2ポイント上回った。
車種別の生産・販売状況では、バスの生産・販売台数がそ
れぞれ52万6,000台、52万7,000台に達し、前年比3.8％、3％
減、トラックの生産・販売台数はそれぞれ368万3,000台、363
万3,000台に達し、前年比はいずれも16.9％増、そのうち重型
トラックはそれぞれ115万台、111万7,000台で過去最高とな
り、2010年に初めて100万台を突破して以降、2度目の100万
台超えとなった。

新エネ車は高い伸び率で成長

2017年、新エネ車の生産・販売台数はいずれも80万台に近
づき、それぞれ79万4,000台、77万7,000台で、前年比53.8％、
53.3％増となり、生産・販売台数の伸び率は前年よりそれぞ
れ2.1ポイント、0.3ポイント上昇した。2017年の新エネ車の市
場シェアは2.7％、前年から0.9ポイント上昇した。
新エネ乗用車のうち、電気乗用車の生産・販売台数はそ
れぞれ47万8,000台、46万8,000台に達し、前年比81.7％、
82.1％増となった。プラグインハイブリッド乗用車の生産・販

売台数はそれぞれ11万4,000台、11万1,000台に達し、前年比
40.3％、39.4％増となった。
新エネ商用車では、電気商用車の生産・販売台数はそれぞ
れ18万8,000台、18万4,000台に達し、前年比22.2％、21.5％
増となった。プラグインハイブリッド商用車は生産・販売台数
ともに1万4,000台に達し、前年比はそれぞれ24.9％、26.6％
減となった。

自主ブランド乗用車の市場シェアは前年を上回る

2017年、自主ブランドの乗用車販売台数は計1,084万7,000
台、前年比3％増となり、乗用車の総販売台数の43.9％を占
め、前年の伸びから0.7ポイント上昇した。そのうち、自主ブ
ランドのセダンの販売台数は235万4,000台、前年比0.6％増
で、セダンの総販売台数の19.9％を占め、前年から0.6ポイント
上昇した。自主ブランドのSUVは621万7,000台、前年比18％
増で、SUVの総販売台数の60.6％を占め、前年から2.4ポイ
ント上昇した。自主ブランドのMPVは172万8,000台、前年比
22.8％減となり、MPVの総販売台数の83.5％を占め、前年か
ら6.2ポイント低下した。

上位10社の伸びが業界をやや上回る

2017年、自動車販売台数で上位10社の企業グループの販
売台数の合計は2,556万2,000台、前年比3.2％増となり、業
界の伸び率を0.2ポイント上回った。自動車の総販売台数に占
める割合は88.5％となり、前年から0.2ポイント上昇した。

自動車輸出は前年同期からやや高い伸び

企業が公表した輸出データによると、2017年の自動車輸出
台数は89万1,000台、前年比25.8％増とやや高い伸びを見せ、
4年連続の減少が増加に転じたことも示している。そのうち、
乗用車の輸出台数は63万9,000台、前年比34％増で、商用車
の輸出台数は25万2,000台、前年比8.9％減となった。
税関のデータを整理すると、2017年11月は完成車の輸入台
数は計12万3,000台、前年同期比14.0％増で、輸出台数は11
万6,000台、前年同期比42.3％増となった。1～11月の完成車
の累計輸入台数は114万台、前年同期比19％増で、累計輸出

台数は95万6,000台、前年同期比30.5％増となった。

バイク

バイクの生産・販売台数は小幅な伸び

2017年、バイクの生産・販売台数は輸出の伸びにけん引
され、5年連続した減少傾向が止まり、小幅の上昇に転じた。
年間の生産・販売台数はそれぞれ1,714万6,000台、1,713万
5,000台で、前年比1.9％、2％増となった。そのうち、二輪車
の生産・販売台数はそれぞれ1,509万4,000台、1,508万7,000
台で、前年比でいずれも2.4％増となった。三輪車の生産・販
売台数はそれぞれ205万2,000台、204万8,000台で、前年比
1.6％、1.2％減となった。
四半期別に見ると、第1四半期（1～3月）の販売台数が最も
少なく395万3,000台で、前年同期比0.6％減となった。第2四
半期（4～6月）は最も多く454万2,000台で、前年同期比8.8％
増となった。下半期は基準となる前年同期の販売数が増加傾
向にあったことから、販売台数の伸びは徐々に鈍化し、第4四
半期はマイナス成長となった。

バイク輸出は比較的速やかな伸び

2017年、世界経済はゆるやかな回復を見せ、世界市場の需
要が全体的に回復し、中国のバイク輸出は3年連続した減少
傾向が止まり、比較的速やかな伸びとなった。年間輸出台数
は751万1,000台で、前年比8.3％増となった。そのうち、二輪
車の輸出台数は714万4,000台、前年比7.3％増となり、三輪車
の輸出台数は36万7,000台で、同33.3％増となった。
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四半期別に見ると、第1四半期の輸出台数が最も少なく、
173万台で、前年同期からやや増加した。第2四半期は最も多
く、204万3,000台で、前年同期比20.6％増となった。年間の
各四半期の輸出台数はいずれも増加した。

2018年の自動車市場予測
中国汽車工業協会（CAAM）は、2018年1月の記者会見で

「2018年中国自動車市場の予測に関する報告」を発表した。
報告はマクロ経済、人口構造、製品、政策などの関連影響要
因から2018年の中国の自動車市場を解析したもので、2018
年の中国の自動車市場の販売台数の伸びは3％、そのうち乗
用車の伸びは3％、商用車の伸びは1％で、2018年に車両の輸
出入がバランスすれば、年間の市場需要は2,998万台となると
予測している。
（出所：中国汽車工業協会産業情報部）

＜建議＞
① 企業平均燃料消費管理弁法が公布されたことを
受け以下を要望する。
・中国の消費者にとっては、他国市場と同様の商品
が購入できる機会を逸することになる。これを防
ぐため、生産量が少ないスポーツタイプ車等の導
入が難しくなるため、同一ブランドでの輸入車と
現地生産車との合算が認められるよう要望する。
・将来の燃費規制法規を作成する際に、単車規制
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値の撤廃あるいはさらなる厳格化をしないことを
要望する。
②乗用車企業の平均燃費と新エネルギー車クレジッ
トの並行管理弁法が公布されたことを受け、下記
のとおり要望する。
・政府からのクレジット購入（罰金）制度の導入を
要望する。
・2021年以降のNEV規制を導入する場合に、適切
な強制化比率の設定と早めの公布を要望する。
・EV車同様ハイブリッド車も販売1台当たりに対す
る割増係数を認めてもらえるよう要望する。
③ NEV規制により拡大するEVやPHEVに関しては車
両データをOTAで政府に提供する事が義務付け
られているが、その車両データから車の性能や詳
細技術情報を取得することができるため技術流
出につながる。政府が必要とする車両データの種
類を定義し暗号化含めて整備を要望する。
④自動車補修部品のCCC認証に関して、認証手続の
簡素化を要望する。お客様が自動車購入後のメン
テナンスで使うわずかな輸入部品でも、CCC認証
を取るためのコスト、時間がかかるため、メーカー
の対応スピードが低下し、お客様の車両故障は迅
速に修理できない恐れがある。
⑤使用済み自動車処理による環境負荷の低減に向
け、適正処理義務化の法令「報廃汽車回収管理
弁法」の織り込みの検討を要望する。日本では
「自動車リサイクル法」によりフロン・エアバッグ・
ダスト等の適正処理が義務化されている。
⑥国家税務総局、地方税務局、税関総署、地方税関
業務のルール化について、以下を要望する。
・税関への輸出通関申告上、HSコード別に申告単
位の管理をしている。ただし、当局が自動車部品
の輸出税関申告上でも、増値税還付申告上でも重
量を単位としているのに対し、企業の実態では部
品集計上、個数を単位として管理しており、その都
度、
マニュアル作業で個数単位を重量単位に変換
せざるを得ないという非効率な作業が発生してい
る。企業業務上の実態に合わせてHSコード別に
いくつかの申告単位の選択肢の設定を要望する。
例えば、重量単位か個数単位かなど、申告者が自
社の業務実態に基づいて自由に選択できるような
システムを要望する。
・輸入通関前に、輸出者が中国検査検疫局の輸入
車VIN管理システムにアクセスして、車両1台毎の
データ入力を行う必要があるが、通関後、さらに
環境省の自動車排ガス目標達成管理申請システ
ムに、同様のデータを再入力する必要がある。ま
た、いずれのシステムも中国語のみの対応となっ
ている。入力済みデータの再入力を不要とするワ
ンストップ化を要望する。また、当該システムへの
入力は、通常、輸出者である中国国外のメーカー
が行うことが想定されるため、少なくとも英語対

応を要望する。
・2017年5月1日から、国家外貨管理局から「銀行
実施の貿易エビデンス審査」通知が施行された。
輸入通関申告手続の検査が厳格となり、通関終了
まで海外へ送金できず、送金遅れが散見。中国の
国際競争力をさらに高め、産業発展、雇用拡大の
ため、他国での事例も参照して一層柔軟な対応を
要望する。
⑦ 二輪車の都市への乗り入れ規制について、多くの
都市で交通安全、または環境のためという理由で
二輪車の登録や乗り入れの制限を行っているが、
二輪車は省エネ、省スペースを目指す都市に適し
たコミューターであり、不合理な規制であるため
撤廃もしくは少なくとも緩和を要望する。
⑧外国専門家局が2017年3月28日に[2017]40号・
「外国人就労許可制度実施の通知」を発布。新
しいルールに関する提出書類の明確化、資格認
定基準の共通化、迷った時の相談窓口設置等の
対応を要望する。また、年齢・学歴の要求に満た
す事ができなければ、一部専門性のある人材が就
労許可を貰えず、中国の外資誘致および産業振興
へマイナス影響を与える恐れがある。
⑨ 就労許可の有効期限の複数年化を要望する。

第３部
各産業の現状・建議
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第５章
情報通信業
１．情報通信
2017年の中国情報通信業のマーケットを概観すると、電話
サービス利用者が16億1,125万ユーザーで、その内訳は携帯電
話が14億1,748万ユーザー、固定電話が1億9,376万ユーザーで
あった。またインターネット利用者は7億7,200万人に達してい
る。インターネット利用者については普及率こそ55.8％と国別
ランキングで108位（出典:ITU、2016年データ）であるが、中
国は規模においては世界最大の情報通信大国と言うことがで
きる。そして、このような規模を背景に、第5世代移動通信シス
テム（5G）の国際標準化をはじめ、中国は世界の情報通信分
野においてますますその存在感を高めている。

2017年の中国情報通信マーケットの状況
電話サービス、ブロードバンドアクセスサービスの状況

第３部
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中国の携帯電話利用者は、2017年12月末時点で14億1,748
万ユーザーとなっており、1年間で9,555万ユーザー増加して
いる。国別のユーザー数では中国が1位で、インドが2位、その
後に米国が続いている（ITUによる2016年のデータに基づく
報告によると中国13億6,493万、インド11億2,780万、米国3億
9,588万となっている）。また、中国で2013年にスタートした
4Gサービスの利用者は9億9,688万ユーザーで年間2億2,694
万増加している状況で、携帯電話全体に占める4G移行率は
70.3％とブロードバンド化も進展している（3Gサービス利用
者は1億3,463万ユーザーで構成比は9.5％、残りは2Gおよび
2.5G利用者2億8,596万ユーザーで同20.2％となっている）。
一方、固定電話の利用者は1,286万減少の1億9,376万ユー
ザーとなっている。
ブロードバンドアクセスサービス（有線）については、xDSL
利用者が1,120万ユーザーで年間856万減少している一方、
FTTH利用者は6,626万増の2億9,393万ユーザーとなってい
て、有線においてもブロードバンド化が進展している。

表１：電話サービスとブロードバンド
アクセスサービスのユーザー数
ユーザー数
移動電話
普及率
ユーザー数
固定電話
普及率
ブロードバンドアクセスユーザー数
xDSLユーザー数
FTTHユーザー数

中国

（参考）日本

14億1,748万ユーザー 1億6,540万ユーザー
102.5％
130.6％
1億9,376万ユーザー 2,210万ユーザー
14.0％
17.5％
3億4,854万ユーザー 3,914万ユーザー
1,120万ユーザー
232万ユーザー
2億9,392万ユーザー 2,992万ユーザー

出所：［中国］工業情報化部「2017年12月通信業主要指標完成情況」
［日本］総務省公開情報（平成29年9月末数値）
※普及率は総務省統計局「人口推計 平成29年9月1日現在（確定値）」に
基づき算出
※ブロードバンドアクセスユーザー数は、xDSL，FTTH，CATVの合計

図１：携帯電話ユーザー数推移
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0
出所： 中国移動、中国電信、中国聯通各社の香港上場会社公開情報,工
業情報化部「2017年12月通信業主要指標完成情況」

中国通信キャリア3社の状況

情報通信インフラの担い手である中国通信キャリアの状況
は、優先課題である4Gサービス（携帯電話）への移行が大幅
に進み、４G加入者は3社合計で32.2%の増加となった。また、
中国移動が2016年2月から発表し始めたブロードバンドアク
セスサービス（有線）利用者数を大幅に増やし、中国聯通の
利用者数を上回り、中国電信の利用者数に迫る勢いとなって
いる。
2017年度の中国通信キャリア3社の業績は、前年大幅減益
となった中国聯通を含め各社とも増収増益となった。3社共
通の傾向として、4Gサービスの競争激化による販売関連費用
の増加に加え、5G移行のための開発などコスト上昇圧力が強
まっているようである。
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表２：中国通信キャリア3社のユーザー数と決算状況
[ ] 内は対前年比
携帯電話
ユーザー
数

2017
年度
決算

4G

中国移動
887.2百万
[4.5%]
649.5百万
[21.4%]

固定電話

－

中国電信
250.0百万
[16.2%]
182.0百万
[49.3%]
121.8百万
[▲4.0%]

インターネット利用者の状況

中国聯通
284.2百万[7.7%]
174.9百万
[167.3%]
60.0百万[▲10.0%]

ブロード
112.6百万- 133.5百万
76.5百万
バンドアクセス
[45.1%]
[8.5%]
[1.7%]
（有線）
7,405.14億元- 3,662.29億元- 2,748.29億元
営業収益
[4.5%]
[3.9%]
[0.2%]
1,144.14億元- 186.17億元- 18.28億元純利益
[5.1%]
[3.3%]
[192.5%]

出所：中国移動、中国電信、中国聯通各社の香港上場会社公開情報ユー
ザー数は2017年12月末数値、売上高・純利益は2017年12月期決
算数値

その他設備の拡充状況

中国政府が注力する「インターネット＋」をインフラ面で支
えるため、通信キャリア各社等は引き続き設備面の拡充を進
めている。2017年度の全国光ファイバー総延長は3,747万キ
ロメートル（23.2％増）となり、705万キロメートル延長され
た。また、インターネット等の海外接続帯域についても2017年
度は前年比10.2％増の732万Mbpsまで増幅している。

図２：光ファイバー総延長推移
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出所：工業情報化部「2017年通信運営業統計公報」

図３：インターネット海外接続帯域推移
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出所：中国互聯網絡信息中心「中国互聯網絡発展状況統計報告(2018年1月)」
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中国のインターネット利用者は、2017年12月末時点で7
億7,198万人となり、年間4,074万人増加した。増加率自体は
2.6％と緩やかになってきたが、ブロードバンド化の進展やさ
まざまなインターネットサービスの増加によりインターネット
が益々日常生活に浸透する中で、引き続き地域や世代を越え
た増加傾向が続くものと思われる。

図４：インターネット利用者数推移
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出所：中国互聯網絡信息中心「中国互聯網絡発展状況統計報告（2018
年1月）」

インターネットサービスの利用状況

インターネットサービスの利用状況において2017年に変化
があった部分としては、PC利用・モバイル利用とも食事のデリ
バリー（外売）の利用率が44.5％と完全に定着した点、また、
シェアバイクが登場し、28.6％と利用が拡大している点が挙
げられる。それ以外には、モバイル・ペイメントが堅調に増加
しており、さらに浸透していることも注目できる。

図５①：インターネットサービス利用状況
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図５②：モバイルインターネットサービス利用状況
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

していく力があると思われるが、ICTという世界中がボーダレ
スに繋がる空間で進行すべきことでもあり、サイバーセキュリ
ティ法によるサイバー空間における中国の主権維持とどのよう
にバランスをとっていくかが注視される。

＜建議＞
① ICT技術の進展に合わせたタイムリーな法制・
環境整備

出所：中国互聯網絡信息中心「中国互聯網絡発展状況統計報告（2018
年1月）」

2017年の主なトピックス
1. 6月にサイバーセキュリティ法が施行。サイバー空間で
の安全保障を目的に、ネットワークセキュリティ管理強
化、ネット犯罪防止、個人情報保護強化等を包括的に定
める。

第３部

2. 1月に工業情報化部の「インターネット接続サービス市
場の浄化および規範化に関する通知」により、電信業務
ライセンスを持たない事業者による不法な電信サービス
提供の取り締まりを強化。海外では「VPN規制」と報道
される。

各産業の現状・建議

3. 第５世代移動通信システム（５Ｇ）の普及に向けたネッ
トワー クの構築や実証が進行。
4. 政府主導の「インターネット＋」に呼応して、通信キャ
リアおよび大手メーカーがIoT分野におけるビジネス
チャンスを見据え、NB-IoTを始めとした技術面の基礎
研究および実証が進行。
5. 中国MVNO （Mobile Virtual Network Operator）におい
て、商用化に向けた手続きの具体化が進行。
（2018年1
月公開草案）
6. 国内通信3社が携帯電話の国内長距離ローミング費用を
9月1日に廃止。

2018年の展望
中国情報通信研究院（CAICT）が2017年末に発表した「中
国情報通信業10大趨勢（2018-2020）」をキーワードで俯瞰
すると、①5G、②IoTネットワーク、③クラウドコンピューティ
ング・エッジコンピューティング、④AI（人工知能）、⑤インダ
ストリー・ネットワーク、⑥スマートデバイス、⑦VR/AR、⑧ブ
ロックチェーン、⑨デジタル経済、⑩スマート社会インフラと
なっており、世界のICTの関心事とほぼ一致するが、中国がこ
れをリードしていく姿勢を明確に打ち出している。
中国には、これらの技術やビジネスをいち早く実現・展開
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1) 中国では次世代通信サービス（5G）を2020年
に開始する予定と理解しているが、5Gサービス
向け周波数を早めに検討し、スケールメリット
を目的としたグローバル・ハーモナイゼーショ
ンを促進いただくよう要望する。
2) 5Gサービスを含むICT技術の進展は、これまで
以上に生活や産業における通信の活用機会を拡
大していくと考えられる。そして、IoT（物聯
網）やセンシング等の技術を活用したさまざま
なソリューションがビジネスとして花開くこと
が期待される。このような中で、まずは環境変
化等に即応して「電信法」をはじめとする関連
法制の整備を進めていただくとともに、ビジネ
スの現場においても通信インフラをはじめとし
たリソースを民間や外資の区分なく公平かつ迅
速に利用できるよう、適切な政策策定と環境整
備を進めていただくことを要望する。
②事業ライセンス取得要件の緩和と外資への非開
放項目の改善
1) 引き続き、付加価値通信業務に関する外資規制
の改善・緩和を進めていただくよう要望する。
2) 特に、クラウド・コンピューティングならびに
データセンター等については、今後のICTビジ
ネスの中核であり、外資企業がさらに独自性・
主体性を発揮できる分野である。クラウドサー
ビス事業に関して、外資企業においてもその
サービスの提供が可能となるよう規制緩和を要
望する。
3) 基礎通信の事業についても、2018年1月24日に
発表された工信部「移動通信再販（MVNO）業
務の正式商用化に関する通告（意見募集案）」
が出され、外資企業による免許申請が可能とな
るものと期待される。一方で、実際に外資企業
に免許が付与され事業展開が可能となるかどう
かは依然不透明である。本来、MVNO（虚擬運
営商）のメリットは、通信事業者（電信運営
商）がカバーしない比較的小規模なニーズの
マーケットをカバーできることにあるので、外
資含めさまざまな特徴ある事業者が中国の利用
者に対してより個々人・個々企業に合致したさ
まざまな選択肢（品質・価格・サービス等）を

提供できるよう、外資に対する緩和を確実に進
めていただくように要望する。
③自社の業務目的のためのインターネットVPN利
用環境の整備
企業が情報通信を利用する場合にセキュリティ
確保が必須であり、企業内の自社の業務目的
のためにインターネットVPNを自社で構築する
ケースが増えているが、昨今、インターネット
VPNでの通信接続状況が悪化している事象を確
認している。このような事態は外資系企業の事
業活動を妨げ、外資を活用した国内経済の発展
を阻害する要因となっているが、自社の業務目
的のためのインターネットVPNを安定的に利用
できる環境を整備していただくよう要望する。

第３部
各産業の現状・建議
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2．ソフトウェア
中国のソフトウェア産業は、日本を始めとする海外からの
オフショア開発拠点として発展してきたが、世界経済の変化
や中国経済の「ニューノーマル（新常態）」に直面し、全面的
な戦略転換やビジネスモデルの高度化への転換の時期を迎
えている。近年の中国の経済発展に伴い、廉価な生産拠点
という位置付けから、重要なマーケットとして捉えた企業進
出が増加している。ソフトウェア業界においてもこの傾向が
増加しており、オフショアとしての生産拠点を有する企業に
加えて、中国をソフトウェアビジネスの市場と捉える企業が
増大し、中国市場向けに転向する例が増えている。
ソフトウェアビジネス市場として特に有望な領域は、中国
が抱える社会問題の解決手段を提供する分野である。環境
汚染、交通渋滞、医療、高齢化、労働人口の減少等の諸問題
を解決するための重要な役割として、ソフトウェアを活用した
ICTが期待されている。
ソフトウェア産業にとって、現地人材の育成が鍵であること
は言うまでもないが、これに加えて、中国に適合したビジネス
モデルの構築が重要である。特に最近のトレンドとなってい
るクラウド、IoT（モノのインターネット）、ビッグデータ、モビリ
ティ、AI、情報セキュリティや、従来産業にインターネットによ
る付加価値を加える「インターネット・プラス」は、地場資本
の企業も含めた在中企業にとって有益なものになると想定さ
れる。

第３部

中国のソフトウェア産業の変遷

各産業の現状・建議

日本企業にとって中国のソフトウェア産業は、長きに渡り日
本向けのソフトウェアを廉価に開発する拠点としての位置付
けである。これは、中国当局の外資誘致、外貨獲得および雇
用増加といった基本政策にも合致するものであり、沿岸部だ
けでなく内陸部までもソフトウェアパークなどのインフラが
整備され、ソフトウェア産業の誘致、助成の政策となって表れ
ている。

中国のソフトウェアマーケットの動向
2018年のエンタープライズ向けのICTマーケット規模は
1,186億ドル（注1）の見込みである。このうち、ソフトウェア・
ITサービス市場規模は437億ドル（注1）であるが、ソフトウェ
ア（製品およびアプリケーション開発）やITサービスの伸び
率は、ハードウェアプロダクトの伸び率を大きく上回ってお
り、今後も成長が期待できる。このマーケット状況には、以下
の様な顕著な傾向が見て取れる。

投資分野の変化

日系を含む外資企業が、中国を世界の工場から世界の市
場へと位置付けを変え、生産中心のIT投資から販売領域へ
のIT投資（製販一体の仕組みや販売チャネルの確立など）が
増加している。また、人件費高騰を背景にした一層の効率化
の追求、情報セキュリティおよび環境対策といった新規分野
への投資の変化が顕著となっている。

中国政府の国産品支持政策

工業大国から工業強国への転換を目指す中国政府が、イ
ンフラ整備を海外技術依存から脱却して中国国産品を優先
させる政策も進行している。

新規ICT領域の進展とオープンソースの活用

ビッグデータやクラウドコンピューティング、モバイルイン
ターネット、IoT（モノのインターネット）などのICT技術も進展
しつつあり、ソフトウェア産業に新たな変革をもたらしてい
る。また、一方で商用ソフトウェアのライセンス料の高騰もあ
り、オープンソースの活用も活発化している。

一方、日本企業においては、自前で開発していた業務アプ
リケーション分野にまでグローバルなソリューションの適用
が促進されており、ソフトウェア開発投資の一巡といったサ
イクルの重なりもあって、新規ソフトウェアの開発量が減少し
ている。こうした開発量の減少傾向に加え、2015年までの急
激な円安とその後の円安基調により、中国におけるオフショ
ア開発拠点の優位性が崩れつつある。さらに、中国における
労働者コストの高騰は、タイ・インドネシア・ベトナムなどの
ASEAN地域におけるオフショア拠点の優位性を招く結果と
なっている。

（注１）出典：「Gartner,Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical
Industry Market, Worldwide, 2015-2021, 4Q17 Update」
Software（ソフトウェア）、IT Services（ITサービス）、
Devices+Data Center Systems（ハードウェアプロダクト）が
対象。

ただし、下記特性が強く求められる領域においては、他の
国・地域での代替は困難な状況であり、中国がソフトウェア
開発の中核リソース拠点として依然期待されている。

実績のあるソリューションの提供

・漢字交じりの日本語や日本式の開発方式への対応力
・日本サイドでのオンサイト対応要員の充実度
・大型物件に対する多量の開発要員動員力
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このような環境の大きな変化は、単なるオフショアとしての
機能しか有さない会社を窮地に追い込む結果となっている
が、中国国内向けのソフトウェアビジネスは確実に増大してお
り、これらのマーケットに対応できているソフトウェア会社は
急速に成長している。そのため、多くのソフトウェア会社はオ
フショア主体のビジネスから在中企業・組織をターゲットとし
たビジネスへとビジネスモデルの転換を図っている。
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中国のソフトウェア産業の方向性
このような状況変化の中で、中国マーケットにおけるビジネ
スの成長を目指す日系のソフトウェア開発会社やシステムイ
ンテグレータは、以下のような顧客の特性を理解し、これに
対応しなければならない。
在中企業においては、外資・内資にかかわらず、
できるだけ
迅速かつ安全にICT化を進めたいと考えている。そのため、一
部の例外を除いて、実績のあるソリューションの活用を強く
望んでいる。顧客が実際に、
「目で見て」
「操作して」導入後の
イメージが体感できるパッケージソフトウェアの提供が強く
望まれている。

ソフトウェアビジネスの現地化進展

中国におけるソフトウェア人材のコストは上昇を続けてい
るが、日本人駐在員あるいは、日本からの出張者による開
発・実施に比べれば、コスト面の優位性を持っている。新た
なソリューションの企画・開発においては日本に優位性があ
るが、導入後の維持や改善のコストダウンと迅速な対応を踏
まえ、顧客側も中国人技術者のより広範囲での適用を求め
ている。

社会問題に対するICTでの取り組み

環境汚染、交通渋滞、医療、高齢化等の問題解決は、中
央政府・地方政府が最も力を入れている政策である。日本
ではセンサー技術、画像解析技術、ビックデータ技術等の日
本が有する先進的な技術を活用して、社会問題を解決する
対応が活発に行われており、今後は蓄積したノウハウをベー
スとしたビジネス展開が中国においても期待されている。

SaaSをはじめとするサービスビジネスへの取り組み

ICTにかかわるハードウェアやソフトウェアを自前で購入し
て資産化するのではなく、費用として処理することのできる
SaaS等のクラウドの提供など、ソフトウェアに基づいたサービ
スビジネスへの取り組みのニーズが中国においても高まってき
ており、政府の指示もあり、中国のクラウド産業の規模は急
速的に成長している。

具体的な問題点と改善要望
第３部

ソフトウェア人材育成

各産業の現状・建議

日系のオフショア開発企業においては、大量に採用した大
学新卒者に対して高度なIT専門知識と日本語のカリキュラム
を用意するとともに、実プロジェクト内でのOJTとの両輪で、
オフショア開発に適した高スキル技術者の育成を図ってき
た。さらに、企業がインターシップで多くの学生を受け入れ、
IT企業への興味を喚起することで、自社企業への就職誘導を
活発化している企業もある。
在中企業・組織を市場とするソフトウェア企業においても、
日本語教育は別として基本的には同様の育成方法を行うと思
われる。
企業による人材教育投資は、企業の思惑は別として、結果
的には教育を受けた中国人技術者のレベルアップに繋がり、
中国のIT産業発展に寄与するものとなるはずである。企業の
ソフトウェア人材育成に向けた教育投資を行い易くするため
の補助金制度等の継続性のある支援措置が望まれる。

日本への中国社員の出向・研修時の課税問題

ソフトウェア人材の技術レベル向上や日本人技術者との合
同プロジェクトへの参加を目的に、中国人技術者を日本で研
修させたり、出向させたりする事例が日常的に発生している。
特に合同プロジェクト遂行のためには、派遣期間が長期に及
ぶケースもしばしば発生する。しかしながら、両国における二
重課税問題は、企業において日本への派遣がコスト高となっ
てしまい、両国間の技術者の人材交流を阻害する要因となっ
ている。
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知的財産権保護、ライセンス支払いの土壌

Gartner（注2）の調査によると、ハードウェア（特にPCな
ど）の売上額は日本を大きく超えているにも関わらず、ミドル
ウェアやアプリケーションソフトウェアなどの売上額は、日本
に比べて約2分の1という状況が続いている。これは、オープ
ンソースの活用が増えてるとはいえ、ソフトウェアにおける違
法コピーが氾濫していると言われている中国国内のソフトウェ
ア利用の実状を、売上額といった側面から類推させてしまう
調査結果と言える。
ソフトウェア企業にとって、その知的財産権を侵害する模倣
や許諾していない複製の出回りは死活問題であり、中国での
ソフトウェア産業への投資を躊躇させている主要因の1つと

なっている。このような状況は、結果的に中国国内のユーザー
が最新のソフトウェアサービスを活用できないことに繋がり、
長期的な損失は計り知れないものとなる。不適切なコピー製
品を活用している企業・個人に是正を促し、知的財産権保護
に対して、先進国並みの断固たる処置を下す諸政策が期待さ
れる。
（注２）出典：「Gartner,Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical
Industry Market, Worldwide, 2015-2021, 4Q17 Update」

ソフトウェア事業環境変化に伴う開発拠点のシフト

近年の都市部における人件費やオフィス賃料等の経費高
騰によりソフトウェア産業の経営環境は年々厳しさを増して
きている。その結果、開発拠点を都市部から低コスト化が可
能な内陸の地方にシフトすることを目的に業務移管が行われ
てきている。そのために以下に示すような構造改革が必要と
なって来ているが、そのスムーズな実現を促進する方策として
労働契約面，税制面，補助金制度等での支援処置・優遇策が
期待される。
・都市部での人員削減および地方での増員の実施。
・地方における開発拠点の開設。
・会社間の吸収合併（特に地方の企業による都市部企業の
吸収）。
・上記施策に対応した、都市部から地方への人材の移動や
スキル・ノウハウの移転の実施。

中国社会における問題解決分野への参入促進

環境汚染、交通渋滞、医療・高齢化・教育・省エネ等の問
題は、中国社会において早急に対応すべき課題である。この
分野は日本が過去に直面し乗り越えて来ている分野であり、
日本には行政および企業ともにノウハウ蓄積が十分あると考
えられる。これらの諸問題は、技術領域、製品領域が多岐に
渡るため、一企業での対応は難しく、関連する複数企業の強
みを連携してこそ早期解決が図れると考えられる。しかしな
がら、現状は中国の各企業が地方政府や大学の研究機関と
個別に連携はしているものの、全体的に整合の取れた推進体
制とはなっていない。対象分野ごとに、行政主導で課題解決
のスキームを作り、先行する技術を保有する日本企業を積極
的に活用することが、中国にとって有益と考えられる。
また、上記の社会問題解決分野に関しては、中央政府・地
方政府や国有企業が関与する大型プロジェクトとして推進さ
れ入札をもって購買するケースが大半であるが、中国国産品

が優先的に選択されることが多く、外資に対して公平な機会
の提供が望まれる。

クラウドサービスにおける
ソフトウェア事業と通信事業の分離

アプリケーションをソフトウェアサービスとして提供し、
ハードウェア資源と併せて利用させるクラウドサービス（い
わゆる「SaaS」）は、利用者に対し利便性を向上させ、TCOを
削減できるものとしてICT利用のトレンドとなっている。アプ
リケーションを含むソフトウェアやサーバ・ストレージなどの
インフラを自己資産化することなく、ICT周りの運用・維持・
保守も必要としないサービスの享受は、中規模・小規模企業
の多い中国にとって大きなコスト削減効果をもたらす。TCO
削減と資源の本業集中によってもたらされる経済効果は、非
常に大きいものと期待される。しかしながら、中国では、当該
サービス自身が、いわゆる「付加価値電信業務（中華人民共
和国電信条例：増値電信業務）」に該当するのではないかと
いう解釈があり、外資企業の事業参入を妨げている。また、
2016年11月に公布されたサイバーセキュリティ法のサービス
提供企業への影響の可能性も事業参入へのリスクとなってい
る。クラウドサービス事業において一日の長がある外資企業
の参入を阻害することは、在華企業・組織にとって経営上有
効なサービスを利用する機会損失となっていることは間違い
ない。業務上のICT活用に寄与するクラウドサービスについて
は、経済効果の観点からも外資企業の参入を含め奨励される
べきものと考える。

第３部
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2017年6月1日にサイバーセキュリティ法（網絡安全法）が
施行された。本法では、情報ネットワーク運営者は、
「情報
ネットワークの所有者／管理者およびネットサービス提供者」
と定義されており、中国に拠点を置く多くの外資企業が情報
ネットワーク運営者に該当すると考えられる。企業内イント
ラネットを活用してオフショア開発等を行う企業が情報ネッ
トワーク運営者に該当し、企業活動を制約されるとすれば、
ビジネス機会損失となる可能性がある。さらに、
「情報ネット
ワーク運営者」のうち、定められた要件を満たす場合は、
「重
要情報インフラ運営者」と位置づけられ、より重い義務を課
される。重要情報インフラ運営者が中国で収集した個人情報
および重要データは、中国の国内に保存しなければならず、
中国国外にデータ提供する場合には、審査を受ける必要が
ある。グローバルにサービスを提供している企業にとっては、
データ活用の面で大きな足枷となるとともに、企業活動を制
約される可能性がある。情報ネットワーク運営者／重要情報
インフラ運営者の認定基準および個人情報および重要デー
タを海外へ提供する場合の審査基準について、実務者レベ
ルで容易に判断できるように明確化が必要と考える。
また、中国国内でネットワーク設備やネットワークセキュリ
ティ商品などのインターネット関連商品やインターネットサー
ビスを提供する場合には、国が指定する機関の検査を受査
し、中国の国家標準に適合させることが必要となる。中国で
対象となる設備や製品を提供する場合、どのような基準を遵
守すべきか明確にして欲しい。
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＜建議＞
①ソフトウェア人材育成
ソフトウェア開発事業においては、人材育成が極
めて重要な課題となっており、企業としての投資も
大きなものとなっている。下記に示す施策の推進
を要望する。
・インターンシップ制度による学生の受け入れは、新
卒新入社員選別の妥当性や育成・早期戦力化の点
で企業・学生双方にメリットがある制度と思われる。
そのためのインターンシップ制度の充実およびその
普及を加速する学生支援策の実施を要望する。
・人材育成における企業への支援策として、社員ト
レ－ニング費用に対する補助金の増額、海外から
の指導者招聘にかかわる規制の緩和と支援策の
設定を要望する。
②日本への中国人社員の出向・研修時の課税などに
かかわる問題
ソフトウェア人材のレベル向上のために、中国人
社員を日本の本社等に1年以上出向させるケース
が多々ある。この際に生ずる下記問題点・課題等
が日本へ人材を派遣する際の阻害要因となってい
る。この解決を要望する。
・個人所得税の二重課税。日本へ派遣した中国人社
員に対して本来還付されるべき個人所得税が還
付されず、結果として二重課税となっている事があ
る。日中間の租税条約の確実な実行を要望する。
③知的財産権の保護
ソフトウェア産業における知的財産権の保護があ
ることで、企業から中国への革新技術の開発移転
や研究開発が進む。中国から見ても、ノウハウの
蓄積や最先端技術の人材育成に影響を与えること
になるので、必要な措置および具体的な対応を要
望する。特に、ソフトウェア製品の模倣行為の抑制
に向けた諸施策の改善、強化を要望する。
④ソフトウェア事業環境変化に伴う優遇策
人件費、オフィス賃料の高騰、円安等で中国におけ
る日系のソフトウェア産業の経営環境の厳しさは
年々増してきている。特にソフトウェアの対日オフ
ショア開発会社の経営環境は非常に厳しい状況に
置かれている。その結果、都市部から内陸への業
務移管のための組織再編や会社間の買収・合併
が実際に行われており、また業務革新や中国国内
事業への業務転換への取り組みが必須となってい
る。これらに関連して、労働契約の最適化、税制優
遇等による事業変革への支援の実施を要望する。
また、業務移管を受けて今後事業拡大を図る内陸
への技術・ノウハウの移転を促進するため、都市
部からの高級・熟練技術者の受け入れを支援する
ための優遇策の検討を要望する。
さらに、従来からソフトウェアの対日オフショア企
業に対して実施されている関連支援政策（企業所
得税、サービスおよび製品増値税優遇、税金還付

手続の簡素化、諸支援金等）の維持・強化を要望
する。
⑤社会基盤整備等の政府主導物件への参入機会の
拡大
環境汚染、交通渋滞、医療・高齢化、教育、省エネ
等の問題は、中央政府、地方政府が最も注力して
いる政策である。ICT関連の日系企業はこれら領
域に関して先進的なテクノロジーに基づく多くのソ
リューションを有している。この分野の関連政策
策定での情報公開、参入機会の拡大を要望する。
すなわち、上記社会問題に関連する領域は、国家
安全・国家機密および災害救済に抵触するもので
は無いと考えられ、
「政府調達法」・「入札募集・
入札法」で規定する内国製品優先の対象外とし、
参入に際して公平な機会が与えられることを要望
する。また、先進的な製品を提供できる企業への
優遇施策の検討を要望する。
⑥クラウド等ソフトウェアサービス事業の扱い

第３部
各産業の現状・建議

IaaS、PaaS、SaaS等のクラウドサービスは付加価
値電信業務（増値電信業務）に該当すると解釈さ
れ、外資規制となっており、制限が年々厳しくなっ
ている。その結果外資企業がサービスビジネスを
実施するうえでの障害となっており、さらに、在華
企業がSaaS等で提供される経営上有効なサービ
スを利用する機会を損失させており、中国におけ
るソフトウェアサービス利用の発展を阻害してい
ると考えられる。例えばB2BのSaaSは、特定のク
ローズされた顧客企業向けに当該企業のニーズに
応じたビジネスプロセスを提供するものであり、
電信市場に対する影響は極めて小さいと考えられ
る。クラウドサービス事業に関して、外資企業にお
いてもそのサービスの提供が可能となるよう規制
緩和を要望する。
⑦「サイバーセキュリティ法」の明確化
2017年6月1日施行の「サイバーセキュリティ法」
に鑑み、以下の二点につき要望する。
・重要ネットワーク設備およびサイバーセキュリティ
専用製品につき、提供者は国が指定する機関の検
査を受査し、認証を得る必要がある。対象となる
製品を開発・提供するにあたり、どのような基準を
遵守すべきか明確化する。
・重要データおよび個人情報の海外への提供時の
基準について、実務レベルで判断が容易にできる
ように明確化する。
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３．コンテンツ
中国には日本のコンテンツに対する高い市場ニーズがあ
るものの、規制や参入障壁により普及度は低く、そのため
海賊版や違法配信が蔓延する状況が続いている。国内産
業の保護よりも健全な競争市場と適正な著作権保護体制
の構築こそが、中国コンテンツ産業のさらなる発展には効
果的であり、外国企業や海外コンテンツに対する規制の緩
和や参入障壁の撤廃が必要である。

成長を続ける中国のコンテンツ市場
中国のコンテンツ市場は年々拡大しており世界有数の市
場規模を有する。近年の市場概況は以下のとおり。

映画

2017年の中国映画年間興行収入は、前年比13.45％増の
559億1,100万元であった。そのうち輸入映画の興行収入は
257億7,100万元を占めた。2017年の映画館の延べ観客数
は18.08％増の16億2,000万人であり、また9,597面のスク
リーンが新設され、中国におけるスクリーン数は5万776面
に達した。中国映画産業は既に世界第2位の規模を有し、引
き続き成長している。なお、日本の同年の興行収入は2.9％
減の2,285億7,200万円である。

出版
第３部
各産業の現状・建議

2016年の出版、印刷、発行サービス業全体の売上は前年
比9.0％増の2兆3,595億8,000万元であった。2016年の図
書出版部数は4.3％増の90億3,700万冊、定期刊行物出版
部数は6.3％減の26億9,700万冊、デジタル出版（音像製品
等含む）の売上は29.9％増の5,720億9,000万元であった。

音楽

映画館設立への外資規制

2004年より施行された「外商投資電影院暫定規定」によ
り、外資が独資で映画館を設立すること、および院線（映画
館チェーン管理組織）を設立することを禁止。また、合資・
合弁会社設立の場合は、登記資本金において中方の投資
割合が51％以上であることが要件となっており、期限も30
年以内と定められている。

輸入・放映に関する規制

国家新聞出版広電総局が上映を許可する海外映画は年
間最大64作品であり、日本映画は2012年7月以降2015年4
月まで劇場公開されていなかった。日本映画については、合
作映画を除くと2015年は2作品、2016年は11作品、2017年
は9作品が上映された。

厳しい契約慣行

多くの米国映画は、配給元と海外映画輸入会社（中国電
影集団公司、華夏電影発行有限責任公司の2社のみが認可さ
れている）の間で「分率」契約（利益分配方式）が締結され、
共同配給の扱いを受ける。一方、慣行により日本を含む他国
の映画は「フラット」契約（版権買いきり方式）が適用され、
また中国語字幕制作費として一律70万元のコストが掛かる。

テレビ番組・ネット動画配信（アニメ含む）
テレビ制作会社の外資参入禁止

2004年に公布された「中外合資・合作広播電視節目制
作経営企業管理暫定規定」により、外資との合資によるテ
レビ制作会社の設立が認められた。しかし、2009年に公布
された「一部の広播影視に関する規定と規範的文書の廃止
に関する決定」により、テレビ制作会社の外資参入が再び
禁止された。

2016年の中国音楽産業は前年比5.8％増の703億9,800
万元であった。内訳は、デジタル音楽市場が529億2,600万
元、音楽演出産業が160億元、音楽図書およびオーディオビ
ジュアル産業が11億500万元、音楽著作権運営管理産業が
3億6,700万元となった。かつて違法配信していた市場に正
規品が流通してきており、四大音楽配信会社としてはテンセ
ント、ネットイース、アリババ、太合が挙げられる。

海外映画・ドラマの放送時間に関する規制

ゲーム

近年は海外番組（ドラマ・バラエティ番組）を中国企業
がフォーマット購入して中国版を製作するケースも多くある
が、広発[2013]68号「関於做好2014年電視上星総合頻道
節目編排和備案工作的通知」
（強化版限娯令）により、この
ような海外フォーマット番組もゴールデンタイムに放送して
はならず、新規番組の放送は1年間で1番組を超えないこと
と規定された。また、同通知の全文は当局のホームページ上
で公開されていない。

外国企業や海外コンテンツに対する
過度な規制が存在

海外映画・ドラマのインターネット上での配信に関する規制

中国ゲーム市場の2017年の販売収入は前年比23.0％増
の2,036億1,000万元で、ユーザー数は3.1％増の5億8,300
万人。販売収入の内訳は、モバイルゲームが41.7％増の
1,161億2,000万元、パソコン用オンラインゲームが11.4％
増の648億6,000万元、ブラウザゲームが16.6％減の156億
元などと続く。

従前より以下のような規制や参入障壁があり、日本企業
の投資機会の損失に繋がっている。
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海外映画・ドラマはゴールデンタイム(19時から22時の間)
にテレビ放送することが禁止されている。22時以降の海外枠
もアメリカの大型映画が中心で、日本コンテンツの放送は極
めて少ない。また、各チャンネルで一日に放送する輸入ドラマ
は、その日同チャンネルで放送されるドラマの25％を超えて
はならないという規制もあり、海外ドラマが普及しにくい。

近時、海外の正規版コンテンツを海外における公開と同
時または直後に中国国内のネットで公開することによって、
非正規コンテンツのネット流通を防ぐ対策に一定の効果が
認められているが、2014年9月に公布された「ネット上の海

外映画・ドラマの管理について改めて審査審理することに
関する規定」に基づく事前審査等の新規規制により正規版
コンテンツの迅速な公開が妨げられることによって、非正規
コンテンツの流通が再び増加に転じることが大いに懸念さ
れる。また、コンテンツの流通に対する当該規制は、中国国
内企業が近年来構築してきた海外企業との商流に水を差す
ものである。

海外アニメに対する輸入規制・国産アニメ産業の過度な保護

海外アニメに関しても、17時から21時までのテレビ放送は
禁止されている。国産アニメの放送枠は、アニメ放送枠全体
の7割を下回ってはならないという規制（2008年「テレビア
ニメ放送管理強化に関する通知」）や、国産アニメを制作し
た機関はその制作数量と同じ分まで海外アニメを輸入できる
（2004年「わが国のアニメ産業発展に関する若干意見」）
等の国内産業優遇制度が存在する。また、輸入済みアニメの
放送認可が益々厳しくなってきている上に、新規に輸入を申
請してもなかなか許可がおりない状況が続いている。実際
に、日本アニメのテレビ放送は2007年以降許可されておら
ず、既に許可されたアニメのみが再放送される状況が続いて
いる。一方、日本アニメへの視聴ニーズは高いため、CCTVで
は劇場版アニメをアニメ枠ではなく映画枠で放送したり、独
自審査権により放送したりすることで対応しているが、他の
テレビ局では同様の対応は取り難い。また、権利元と正規に
契約を結んだ上でネット配信されているアニメについても、
社会道徳に危害を加えるとし、取り締まりが強化されている
ものもある。さらに、この取り締まりの基準が明確に規定さ
れていないため、権利者側の対応が難しい。

第３部

出版

各産業の現状・建議

出版業務への外資参入は禁止されている。また外国書籍
の輸入は許可を得た国有企業のみ可能であるが、中国図書
進出口（集団）総公司が国内の輸入図書市場の60％以上
を取り扱っている状況である。原版の輸入ではなく、中国版
を出版する場合は、書籍、漫画は書号（書籍コード）を取得
すれば出版できるが、近年は海外の漫画作品の出版許可に
対する審査・批准が厳しくなっている。雑誌の出版には刊号
（雑誌コード）の取得が必要だが、海外雑誌コンテンツへ
の単独での新規刊号の認可はおりない。そのため、既に刊
号を取得している中国国内の雑誌と提携し、コンテンツを
提供する形での市場参入しかできない。

音楽

外商投資産業指導目録（2017年改訂）においては「映像
製品および電子出版物の編集、出版、制作業務」や「オン
ライン出版業務」が外商投資を禁止とする産業の目録に挙
げられている。海外の音楽ソフトの輸入については新聞出
版総署の審査・批准が必要である。音楽配信においては、
国家版権局は2017年9月より国内外の音楽関連企業に対し
て、1社への独占的なライセンスを避けるよう、推奨してい
る。消費者の利益保障、ネット音楽産業の健全な発展等に
とっては望ましいものの、一方で、1社のみに対しライセンス
を与えることはライセンシーの営業意欲が向上し、ライセン
サーとライセンシーの双方にとってメリットがあるが、そのメ
リットを享受することができなくなる。
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ゲーム

ネットゲームの輸入の場合、文化部の網絡文化経営許可
証を取得したインターネット文化関連の運営会社の資格を
有する輸入機関を通じて行う必要があり、外資系企業のみ
での配信、課金活動は実質的に不可能である。また、ネット
ゲーム、モバイルゲーム等含めゲーム全般について、輸入の
場合、そのゲームの内容は文化部進口遊戯製品内容審査委
員会、ゲームの出版（発行）は国家新聞出版広電総局の審
査・批准を受ける必要がある。

メディアミックス・各種イベントの開催

外資企業や海外コンテンツへの各方面の規制・参入障壁
が原因で、有力コンテンツを核とした、
（例えばコミック出
版×テレビ放送など）メディアミックスやマーチャンダイジ
ング、イベント、プロモーション等の実施に大きな制約があ
る。本来コンテンツビジネス発展のためのブースターには、
こうした施策の連動が不可欠であるが、現状では各分野の
規制などを背景にして、それぞれが個々の展開に終止してし
まっているケースが目立ち、結果としてコンテンツビジネス
の大きな成功事例へと育ちにくい状況になっている。こうし
た分野で経験を有する海外コンテンツの成功事例は、国内
コンテンツ企業発展のためにも寄与していくはずである。

著作権保護体制や行政手続における懸念事項
2014年6月に国務院法制弁公室より公布された著作権法
改正案では、権利体系の整理のほか、創作の奨励・取引ルー
ルの整備・権利保護の強化に関する規定が設けられた。特
に権利保護に関しては、司法救済において賠償や証拠収集
の面で強化が図られたほか、行政救済手続についても一定の
強化が図られた点は評価する。但し、著作権法改正案や行政
手続に関しては、依然として以下のような懸念がある。

従業員への奨励を法定することについての懸念

著作権は専利権等と異なり、多くの従業員が日常的に創
作し、また登録を要せず発生する権利でもあることから、数
量が膨大になるおそれがある。これにかかわる奨励、従業員
の権利の拡充が認められると、企業の負担が過大になり、
多くの企業の正常な経営に支障が生じるおそれがある。

法定許諾の範囲についての懸念

ラジオ局・テレビ局による放送、新聞・刊行物掲載記事
の転載など、一定の要件で無許諾利用（法定許諾）を認め
る条文が少なくない。事実上著作者からの許諾がなく著作
物を利用できることに繋がる恐れがある。著作物の利用は、
著作権者との利用にかかわる協議を前提として、無許諾利
用は原則排除すべきである。ベルヌ条約第9条との整合性
も検証が必要かと思われる。

著作権登記制度についての懸念

改正案は著作権登記制度を強化し、登記を「基礎的な証
拠」と位置付けている。ただし、著作権は登記が無くとも発
生するものであり、登記を強調することで本来の権利者を侵
害することにならないよう留意が必要である。特に現状では
登録権利の取消し手続が未整備であり、著作権を冒認登録

された場合に権利が守れない懸念がある。中国での登録が
困難な海外コンテンツについては特にこの危険性が高く、現
行制度でも日本の多くの著作権が冒認登録されている。

著作権集団管理組織に関する懸念

著作権集団管理組織については、組織の存在や実態、権
限等が不明瞭である。著作権集団管理組織制度は今後も
強化されると思うが、より多くの権利者に対して情報公開を
進めることが必要である。また、著作権集団管理組織に属
さない権利者がそのことによる不利益が生じないよう、著
作権者の権利が十分に尊重されるよう配慮が必要である。

その他の懸念

・プログラムの互換性に関する複製解析等を認めること
で、不正利用を助長する懸念がある。
・技術的保護手段回避が可能な要件が法定されることで、
海賊版を助長する懸念がある。積極的な回避や改変行為
を禁止する等の回避禁止規制にとどまるべきである。

行政手続の簡素化・迅速化

・映画・アニメ・ドラマ・出版物への事前内容審査・検
閲が存在し、規制基準も不透明である。
・中国では、コンテンツソフトの制作から流通まで全て
のプロセスに規制が存在し、さまざまな官庁が二重三
重に規制を行っていることから手続に時間を要する。

非正規コンテンツの市場からの排除
第３部
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中国では、あらゆる分野に非正規版が存在している。映
画・アニメなどの映像についてはネットへの無許可・違法配
信、漫画など書籍については海賊版およびネット海賊版、音
楽については海賊版CDおよび無許可・違法配信、ゲームに
ついては海賊版およびネットへの無許可・違法配信、キャラ
クター商品については模倣品および非正規ルートの販売な
どがある。

インターネットでの無許可・違法動画配信問題

2017年の中国のインターネットユーザーは前年より4,074
万人増の7億7,200万人、そのうち97.5%のユーザーが携帯
端末によるインターネットを利用している。版権元にとって、
インターネットでの無許可・違法動画配信問題は中国市場
において常に大きなリスクである。近年主力動画サイトが日
本の人気作品の正規版配信を積極的に展開するなど、一部
で版権に関する意識が高まってきたことは、市場の健全な
発展のためにも非常に好ましい。しかし一方で、まだ多くの
作品が無許可で配信され、違法にビジネス展開されている
ことも事実であり、また昨今、海外映像コンテンツに対する
政府規制が強化される動きがみられ、市場健全化の流れに
水を差すことが大いに懸念される。

産業発展や人材の創造性育成への障害

模倣品・海賊版の横行により、版権元が本来得るべき利
益を享受できていない。事業者の利益の保護や健全な市
場競争こそが、事業者の創作性の育成や産業の発展に繋が
る。また、非正規コンテンツへの対応・対策は事業者に負担
を課すのみでなく、行政機関や国民にとっても社会的費用
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となる。著作権改正案では、再犯者に対する罰則強化等、
権利保護強化に関する規定が導入されている点は評価した
い。また、さらなる運用の強化を期待したい。

＜建議＞
①外国企業・海外コンテンツに対する規制の緩
和・参入障壁の撤廃
中国コンテンツ産業の発展は国内企業の保護で
はなく、健全な競争による国内企業・人材の育
成が鍵である。また、市場ニーズがあるにもか
かわらず海外正規版の市場参入が制限されれ
ば、政府の事前審査や検閲を通過していない模
倣品や海賊版のコンテンツが市場に蔓延する結
果に繋がる。そこで、以下を要望する。
・外国企業や海外コンテンツの輸入・制作・流
通・販売等に対する各種規制や参入障壁を取り
除くこと。
②著作権保護体制の整備・促進、行政手続の簡素
化・迅速化
中国コンテンツ産業の発展には、規制緩和とと
もに、著作者の権利のさらなる強化が必要であ
る。そこで、「著作権法」や行政手続に関し
て、以下を要望する。
・権利者の許諾を得ずに使用できる「法的許諾」
は例外的な場合に限るように規定する。
・著作権の冒認登録が行われた場合に、登録を無
効なものとさせる手続を整備する。
・著作権集団管理組織の実態、権限等に関して情
報公開を進める。また、著作権集団管理組織制
度においては、著作権者の権利が十分に尊重さ
れるよう配慮する。
・コンテンツに関する事前内容審査・検閲の規制
基準を明確化する。
・コンテンツ分野における行政手続の簡素化や迅
速化を進める。
・職務著作・実演において従業員に奨励を与える
ことは重要だが、奨励・報酬の方法や金額等に
ついては個社の経営判断に委ねるべきであるた
め、それを法定しない。
③非正規コンテンツの市場からの排除
正規事業者の利益を保護し、中国のコンテンツ
産業のさらなる発展を促進するためにも、以下
を要望する。
・積極的な行政取り締まりの継続と、再犯等悪質
な権利侵害者に対する処罰を強化する。
・インターネットを介した海賊版や無許可コンテンツの
配信・ダウンロードサイトの管理監督を強化する。
・著作権に関する紛争が多く、当事者、行政、司法、
社会にとって負担となっている状況を改善するた
め、著作権保護に関する普及啓発等を推進する。

４．広告

サービス業が減ったため、5位のみ入れ替わった。また、医薬
品が11％増で2位の飲料を引き離した一方で、不動産は、昨
年の18％減に引き続き出稿額が大きく下落し、2015年比で
およそ6割弱となった。

中国広告市場の概況

大手 調 査 会 社 C T R（央 視市 場 研 究 股 份有限公司）、
AdexPower、iResearchの発表を合わせて推計すると、2017
年の中国の広告市場は1兆294億元（17兆5,000億円。1元＝
17円で換算）であった。これは前年比108％であり、日本の6
兆4,000億円（前年比101.6％。電通調べ）のおよそ2.7倍で
ある。
内訳をみると、トラディショナル4媒体（テレビ、ラジオ、
新聞、雑誌）の2017年広告費は6,264億3,400万元（約10.7
兆円）で、前年比3.3％減となった。そのうち、新聞・雑誌と
いった紙媒体での広告費は大幅にシュリンクしており、新聞
は前年比53.7％の大幅減となっている。日本の4媒体広告費
約2兆8,000億円（前年比97.7％）と比較すると、規模は日
本のおよそ3.8倍である。
一方、デジタル領域での広告費は3,828億7,000万元（約
6兆5,000億円）で、前年比36.4％増となり、前年に続き
30％以上の増加率であった。日本のインターネット広告は約
1兆5,000万円（115.2％）なので、日本の4.3倍である。
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依然として最も使用されているメディアはテレビである
が、テレビ広告の伸びはなく、急速に伸びるデジタル広告の
割合が高まっている状況にある。この伸び率のままで行く
と、数年以内に、デジタルメディアがトラディショナルメディ
アを上回る計算になる。2016年は、中国のデジタル広告の
規模は日本の3.6倍だったが、2017年は4.3倍と急速に差が
開いた。後述するが、4媒体の中のテレビとラジオは日本の
5倍もの規模がある。これは、広範囲に情報を届ける際には
テレビやラジオの方が効率がまだ良いことを示唆する。一
方で、急速なデジタルシフトによってその状況が覆りつつあ
る、というのが中国のメディア俯瞰図である。

メディア別の内訳
表１：媒体別広告費（単位：億元）
テレビ
ラジオ
新聞
雑誌
屋外
デジタル
Total

2016
5,611.21
405.21
364.01
96.88
208.67
2,808.00
9,493.98

2017
5,605.30
416.58
168.48
73.98
200.98
3,828.7
10,294.02

前年比
-0.1％
2.8％
-53.7％
-23.6％
-3.7％
36.4％
8.4％

市場占有率
54.5％
4.1％
1.6％
0.7％
2.0％
37.2％
-----

*出典：CTR、AdexPower、iResearch

中国広告市場の内訳
業種別の内訳

業種別の広告費では、上位5業種は①医薬品、②飲料、
③食品、④化粧品/日用雑貨、⑤酒類であった。2016年は①
医薬品、②飲料、③食品、④化粧品/日用雑貨、⑤サービス
業であり順位に大きな変化はないが、酒類が増えた一方で
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表２：業種別の広告費（単位：億元）
医薬品
飲料
食品
化粧品/日用雑貨
酒類
サービス業
娯楽/旅行
通信
交通
不動産

2016年
833.46
826.11
757.86
719.52
401.39
574.8
403.57
307.79
316.97
257.63

2017年
925.90
853.61
755.84
629.14
509.81
482.92
369.01
297.26
296.22
173.31

前年比
11.1％
3.3％
-0.3％
-12.6％
27.0％
-16.0％
-8.6％
-3.4％
-6.5％
-32.7％

*出典：CTR、AdexPower

メディア別の内訳

テレビ・ラジオ・・・日本のおよそ5倍の規模

テレビ広告は、前年比でほぼ同額と伸びこそないものの、
依然として最も利用されているメディアであり、全体の55％
を占める。ただし、前年は市場全体の59％であったので、影
響力は減少した。出稿額は日本円で9兆5,000億円（前年
比99.1％）と、日本の1兆9,500億円の5倍近い規模である。
CCTVと人気の高い地方衛星テレビが広告投下において大き
な役割を担っている。
ラジオは、前年に続いて拡大（4.1％増。417億元＝約
7,090億円で日本の1,290億円の5.5倍）しており、テレビ、
デジタルに次ぐ第3メディアとなっている。自動車が地方都
市で買われている状況が続いているためであると考えられ
る。

新聞・雑誌・・・日本の5〜6割の規模

新聞・雑誌の広告費はここ数年右肩下がりの勢いが止ま
らず、前年比それぞれ53.7％減、23.6％減となり、下落率は
2016年（35.5％減、30.2％減）に引き続き大きなものになっ
た（日本では、新聞5.2％減、雑誌9％減）。両媒体合わせて
中国広告市場の2.4％（日本は11.3％）の存在感しかない。
新聞は168億5,000万元（2,865億円。日本の5,147億円の
半分近く）、雑誌は74億元（1,258億円。日本の2,023億円
の6割ほど）であり、紙媒体は日本よりも規模が小さく、いわ
ゆる「マス広告」としての機能を果たしていないのが中国で
の現状である。

屋外

屋外広告は、全国に広がる環境改善活動の影響を受け、
前年に引き続き広告費が下落した（集計方式が情報源に
よって大きく異なるため、日本との比較は行わず、同じ情報
源で対前年のみ比較する）。ただし、減っているのは政策の
影響を受ける屋外看板類で、特定場所広告、例えばエレベー
タ液晶（20.4％増。CTR調べ）、エレベータポスター（18.8％
増。CTR調べ）、空港（10.7％増。CODC調べ）、駅（20.8％
増。CODC調べ）、映画館（25.5％増。CTR調べ）などは大幅
増となった。

なお、映画館広告に関連して映画の興行を見てみると、
2017年の映画興行収入は、前年比13.5％増の559億1,000
万元（約9,500億円）を記録。映画館の動員数は延べ16億
2,000万人で、13億7,200万人だった前年と比べて18.1％増
となった（国家新聞出版広電総局による）。日本が2,285億
7,000万円（前年比97.1％）、1億7,450万人（96.8％。ともに
日本映画製作者連盟発表）だったのと比べると、中国は、興
行収入で日本の4倍以上、動員数で9倍以上の市場となって
いる。
そのうち、中国国産映画の収入は全体の54％（日本は邦
画が55％）で、興行収入が5億元（約85億円）を超えた作品

が13作品あり、6作品が10億元（約170億円）超となった。
首位の「戦狼2（ウルフ・オブ・ウォー2）」は興行収入56億
8,300万元（約966億円。2017年日本首位の「美女と野獣」
は124億円、邦画首位の「名探偵コナン」で69億円）で動員
数1億6,000万人となるなど、国産コンテンツの人気も高く質
が高まっていることが伺え、娯楽としての映画の人気はます
ます高まっていると言える。

デジタル・・・日本の4.3倍の規模

デジタル広告は、前述の通り、30％を超える成長を続け、
日本の4.3倍となった。特にインフィード広告と呼ばれる、
ニュースアプリやSNS上のタイムラインの間に表示される
形式（コンテンツと同じ形式で表示され、広告と思わずに見
てもらえる特長をもつ）が急成長しており、通常のディスプ
レー広告のシェアを奪っている。
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また、オンライン小売業は穏やかに成長し、2017年中国
オンライン小売業の市場規模は6兆元（102兆円。iResearch
「潤物有声II+2018年中国互聯網産業発展報告」による。
日本のEC市場規模は2016年で15兆円。経産省調べ）を超
え、前年比29.6％増となっている。デジタル広告の発展と、
消費者の動きを捉えるデータドリブンマーケティングによ
り、中国の消費はオンラインでますます盛んになって行くと
考えられる。

消費者に起きている変化
2013年から毎年1月に発表される検索エンジン最大手
「百度」の検索ワードランキングを時系列で分析すると、面
白いことが分かる。2015年までには「土豪」
（成金。2013
年）が現れ、
「女漢子」
（おとこ女。2013年）
「小鮮肉」
（女
性目線でカワイイ男の子。2015年）といった言葉に代表され
るように女性が強くなった。一方で格差が広がり、
「正能量」
（ポジティブなエネルギー。ベストセラー本の題名。2013
年）という言葉が流行ったり、
「打老虎」
（腐敗撲滅。2014
年）」が受けたりした。中国が世界トップに躍り出る上昇気
流の中で、気流に乗った人と乗れなかった人が分かれ、社会
に上昇と脱落が入り混じった感覚であった。
一方、2015年に北京冬季五輪の2022年開催が決定し、
屠呦呦氏がノーベル賞を獲り、寧沢涛選手が世界選手権
100m自由形の金メダルをアジア初で獲得し、
「一帯一路」
構想が登場するなど、
「骨のある中国人として世界で活躍」
（習近平国家主席による）するようになって以降は、物の所
有だけでは幸福度は上がらなくなり、生活の質を上げるとい

232

中国経済と日本企業2018年白書

う機運やシェア意識が高まるとともに、人とは違う価値観が
重視されるようになって来た。持ち物やSNSでの発言が「金
を持っているかどうか」ではなく、
「その人にセンスがあるか
どうか」を示すようになって来たのである。
スマートフォンによる決済やシェア自転車など、既に中国
は、技術をサービスに生かして生活を変えてきた世界トップ
レベルの国であり、この5年ほどの間に、世界に追いつき、そ
して先んじるようになった。このように激しく変化する社会の
中、2017年によく検索された言葉から、簡単にではあるが消
費者に起きている変化を分析する。

新人類「90后」が、2018年で全員「成人」に

1980年代生まれを表す「80後」
（2017年時点で27〜36
歳）に続く世代として登場した「90後」
（ 2017年時点で17
〜26歳）は、個性を重視する世代として注目されてきた。
1980年から始まった一人っ子政策による「6ポケット世代
（父母と両方の祖父母の期待と財布を一身に背負う）」
とい
う恵まれた面と、成長して行くに従って親が国家から受けて
いた教育や家、仕事などの提供がなくなって行き、自力でそ
れらを獲得していかなければならず激しい競争をして来た
80後と比較して、生まれた時から恵まれた生活を送って来
たデジタルネイティブの90後は、個性重視で「人と違うこと
が当たり前」の世代であり、
「人と同じものを持ちたい」
と考
える80後からは「何を考えているか分からない世代だ」
と言
われて来た。
その彼らが、2018年に全員が成人する（中国では18歳で
成人）ということになり、いよいよ社会の主流になりつつあ
る。それを反映する形で、いくつかの言葉が検索ホットワー
ドとなった。

表３：10大「話題の人々」
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

十大現象人群
脱髪90後
保温杯一族
中危病90後
油膩中年人
猪精女孩
塑料姐妹
雲養猫一族
媽宝
95後職場新人
中年知識分子

出典：百度

10大「話題の人々」のうち4つ、
「脱髪90後」
「保温杯一族」
「中危病90後」
「95後職場新人」が90後を表す言葉である。
「脱髪90後」
「保温杯一族」
「中危病90後」に関しては「も
う若くはない」という彼らの自虐である。
「脱髪90後」は読ん
で字のごとく「若ハゲ」。近年の中国は、生活の質を上げたい
という欲求に給与の伸びが追いつかず、競争が激しくなって
いる。そこから来る長時間残業、不規則な生活、ストレスで髪
が抜ける、という現象を嘆く言葉である。アリババグループの
「阿里健康」が発表したデータによると、淘宝などアリババ
グループのECで養毛関連の製品を買う人の36.1％は90後だ
とのことで、新人類も苦労するようになったことが分かる。
「中危病90後」も、より若い00後（2000年代生まれ）か

ら「おじさん、おばさん」と言われ、毛が抜け、生活習慣病を
発症するなど、若くはなくなって来た自分たちを嘆く言葉で
あり、
「保温杯一族（保温瓶で温かいものを飲む一族）」は、
微博で話題になった、
「かつて鋼のような男だった人もいま
保温瓶を持ってやってきた。いくらロック青年だったとしても
養生の道にたどり着いた」という人気ロックバンドに関する
投稿への共感で広まった流行語で、いずれも「もう若くない」
と嘆く彼らを表している。さらに、
「保温瓶の中に入れたのは
きっとビールとクコの実（強壮剤に用いる）だろう」というネ
タがネットで広がり、
「保温杯一族」は青春と養生の代名詞
として「まだまだ遊びたいが体がついてこない。養生しなが
ら残りわずかな青春を楽しもう」という90後の思いを表す
言葉にもなった。
一方で「95後職場新人」は、
「若いやつが来たが、使えな
い」という批評の意味が多いようだが、95後という若者が大
学を卒業してもう社会に出て来る、という時代になったので
ある。90後が大人になり、購買力をつけて来た結果、
「双
十一（中国各大手EC通販サイトが一斉に大規模の販促を行
うイベント）」における1990年生まれ以下の購買人数は全体
の43％を占めるようになった（阿里研究院「2017双11彰显
七大消費趨勢」による）。彼らは今後一層、消費の中心とし
て注目を集めて行くことになるであろう。

e-Sportsがますます盛んに

第３部

日本でも注目されつつあるe-Sportsであるが、2022年に
中国・杭州で開催されるアジアオリンピック評議会主催のア
ジア大会に正式種目として採用されることとなったように、
海外では既にスポーツ競技として認められるようになって
いる。

各産業の現状・建議

また、中国の若者90後、00後は二次元世代であり、アニ
メやゲームが大好きである。
表4の10大「ホット・ゲーム」のうち、
「王者荣耀」
「球球大
作战」
「绝地求生大逃殺人」
「英雄聯盟」
「穿越火線」
「歓
楽斗地主」の6つはe-Sportsであり、
「絶地求生大逃殺」で
勝った際に表示される「大吉大利，晚上吃鶏」
（「Winner
winner, chicken dinner!」という、カジノで幸運を求める表
現）は、ゲームのランキングではない、表5「ネット流行語」
の10位にもランク入りした。また、4位の「皮皮蝦，我們走（す
ごい、ヤバい、という意味で使われる）」も、e-Sportsから来
た流行語である。

表４：10大「ホット・ゲーム」
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

出典：百度
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十大熱門遊戲
王者栄耀
我的世界
球球大作戦
迷你世界
絶地求生大逃殺
英雄聯盟
穿越火線
歓楽斗地主
開心消消楽
植物大戦僵尸

表５：10大「ネット流行語」
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

十大網絡流行語
freestyle
打call
diss
皮皮蝦，我們走
求錘得錘
扎心了老鉄
擼起袖子加油干
比心
尬聊
大吉大利，晚上吃鶏

出典：百度

iResearchが発表した「2018年中国電競行業研究報告」
によると、中国e-Sports市場規模は2017年時点で650億元
（約1兆1,000億円）を突破した。ユーザー数（過去半年間に
e-Sports競技に参加または鑑賞する、ゲームを楽しんでいる、
頻繁に放送されるe-Sports関連動画を見ている、といった条
件に当てはまる競技および周辺人口）も2億6,000万人に達
し、年齢は25歳以下のユーザーが64％（男女比は6対4）で、
主に学生や若手社会人から構成されている。
一方、従来は日本のアニメに押されがちだった国産アニ
メもユーザーが急速に増加しており（2015年5,855万人
→2016年8,403万人→2017年1億3,600万人。iResearch調
べ）、e-Sports、国産アニメという二次元コンテンツは、購買
の中心となっていく90後以下の若者にアプローチする手段
として重要なものとなっている。

国産技術に胸踊らせる国民

既に述べたように、中国は、この数年で、技術をサービスに
生かして生活を変えてきた世界トップレベルの国となった。
検索された表6「国民の誇り」の言葉の中でも、1位「国産客
機C919（国産旅客機C919）」、2位「海域“可燃冰”試採（技
術的に安定採掘の難しいメタンハイドレートを安定的に採
掘し天然ガス化することに世界初で成功）」、3位「一箭三星
発射（リモートセンシング衛星「遥感21号」が「長征4号丙」
ロケットに搭載され打ち上げ成功）」、5位「復興号高鉄（国
産新幹線）」、6位「天舟一号発射（宇宙船）」、7位「国産航
母下水（国産空母進水）」、9位「彩虹太陽能無人機（アメリ
カ、イギリスに続き、世界三番目に太陽エネルギー無人飛行
機技術を獲得）」、10位「袁隆平宣布重大成果（袁隆平が重
大技術成果＝重金属カドミウムを水稲に取り除く技術＝を
発表）」と、数々の国産技術が話題となった。陸・海・空・宇
宙も中国が牽引することになっており、国民が技術大国中国
を謳歌している様が見て取れる。
また、
「EV元年」と言われる今年は、年初のアメリカCES
（Consumer Electronics Show）もEVの話題で持ちきりで、
中国メーカーも注目を集めた。前年は検索エンジンの百度
が自動運転をオープンソース化する「アポロ計画」で話題
となり、ITジャイアントの一角である騰訊（テンセント）も、
「蔚来NIO」というブランドを、ECの京東や携帯電話などの
IT機器で有名な小米などと共同で立ち上げてクルマ作りに
参入した。表7「科学技術事件」10位の「無人駕駛汽車上五
環」は、その百度の李彦宏CEOが自動運転車に乗って北京

の第五環状線に出たところ、罰金通知書が届いたという話
題である。また2位の「首列智軌列車上路」は、世界初のス
マート軌道列車で、従来のような実物の軌道上を走るので
はなく、設定されたバーチャル軌道上を走る、電車とバスの
合体版のような移動手段で、2019年に半自動運転、2020年
に自動運転を実現する見込みであるということでランキング
入りした。
このように、車がネットや相互に繋がるコネクテッド・カー
時代を迎え、中国はその素早い動きで、移動という分野でも
世界をリードしていくことになると思われるし、それを支える
国民も、一層自国の発展にワクワクしていくことになると思
われる。

表６：10大「国民の誇り」
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

十大国民驕傲
国産客機C919
海域“可燃冰”試採
一箭三星発射
女排再奪大冠軍杯
復興号高鉄
天舟一号発射
国産航母下水
中国成第二大投資国
彩虹太陽能無人機
袁隆平宣布重大成果

出典：百度

表７：10大「科学技術事件」
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順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

十大科技事件
AlphaGo対戦柯潔
首列智軌列車上路
超級高鉄全面測試
3D打印柔性心臓誕生
光量子計算機誕生
発現“天使粒子”
核燃料研究獲突破
発現新引力波
智能音箱熱売
無人駕駛汽車上五環

出典：百度

以上のように、新人類が社会を牽引するようになる中で、
数々の国産技術が世界に先駆けて生活を劇的に変えて行く、
その中で、新しいスポーツや国産コンテンツも生まれてくると
いう、新たなフェーズに入った感がある2017年の中国であっ
た。平昌五輪の閉会式における、テクノロジーを駆使した次
期開催都市（北京）紹介の演出「北京の8分間」にも、技術
とコンテンツに関する自信が溢れていたように思われる。
日本でも新聞記事になったように中国は、国の体制の範
囲内で活動する分には自由度の高い場所であり、新しいも
のにすぐに自己責任で飛びつくという国民性と相まって、新
しいサービスを社会実験的に出して行く（ダメなら改良また
は撤退する）という動きの速さでダイナミックに発展・変化
をしている（無論、消費者側の自己責任である分、供給側に
は信頼性が厳しく求められ、それは大衆による評価、という
数値で可視化されることになる）。
良いと思ったらとにかくやってみて素早く軌道修正する、
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という動きを供給側が取れるかどうかが、この社会で成功す
るかどうかの鍵であると言える。また、その過程で、消費者
に商品やブランドの正しい情報や使用や所有の喜びを伝え
て経済発展を促す広告の役割は重要であり、社会の健全な
発展を促すための一層の環境整備を、当局には期待する。

＜建議＞
近年では中国経済の発展は鈍化しているとよ
く言われるが、人々の生活の発展度合い、意
識の成熟化のスピードは極めて速い。シェア
自転車や携帯電話による決済など、中国社会
には既に世界最先端のサービスが出現してお
り、中国人の「新しいものが好き」という国
民性もあいまって、今後も発展が続くと考え
られる。
そのような発展にともない、人々の生活スタ
イルは変化を続けており、「広告活動を規範
化し、消費者の合法的権益を保護し、広告業
の健全な発展を促進し、社会・経済の秩序を
維持するためのもの」という精神のもとに規
定されている広告法も、その変化に対応して
いくことが望まれる。
社会や生活スタイルの変化に適時に対応して
いくことが、より正しい広告活動、より良い
消費者保護、より適切な経済活動を促進して
いくことにつながると考えて、以下の建議を
行う。
①「絶対」表現の許容範囲について、さらなる
明確化の必要性
より多くの人（中国国家旅遊局によると、
2016年には1億2,200万人）が海外旅行に行く
ようになり（日本人の海外旅行者数は、2016
年は1,712万人）、また直播のようなネット
上の生中継や、SNSで個人が情報を発信でき
るようになってきた。これを捉えて、「海外
で、中国人旅行者向けに中国語の広告を掲出
する」というケースが多くなっている。
現行の「広告法」第2条と第9条では、広告活動
において「絶対表現」（「No.1」や「最高・最
強」など「最」を使った表現）は禁止されてい
るが、海外市場での広告活動を直接の規制対象
とするものではない。
この間隙を突く形で、あるテレビ製造販売会
社が、ヨーロッパで開催された国際的なサッ
カーの大会において、「○○电视·中国第一
（○○テレビは中国第一である）」といった
「絶対表現」の看板をフィールド脇の広告枠
に掲出した。これをテレビ中継が映す形で、
中国国内で放送された。すなわち、海外での
広告掲出を中継によって国内に放映するとい
う形で、国内で規制される広告表現が国内の
視聴者に届けられたのである。

近年、多くの中国企業が海外進出を図ってお
り、中国人の海外旅行者も増えている。さら
に個人も発信手段を持つ時代である。海外で
の広告掲出の国内への還流という事案への対
応について、消費者保護や広告活動の安定性
などの観点から、当局による一定の指針の提
示を要望する。
②広告代言人（広告推奨者）の利用規制緩和へ
の要望
「広告法」第38条で、広告推奨者は、自身
が使用したことがない商品または受けたこと
がないサービスの推奨、証明を行ってはなら
ないとし、また第21、24、25、27条の規定
では、「農薬、動物用医薬品、飼料および飼
料添加剤、教育、研修、企業誘致等投資配当
が期待される商品またはサービス、農作物の
種子、林木の種子、草の種子、家畜種、水産
動植物の種苗および種苗養殖など」特殊な商
品やサービスの広告において、科学研究機
関、学術機関、技術普及機関（或いは教育機
関）、業界団体、専門家、利用者（又は受益
者）の名義又はイメージを利用して推薦、証
明することはできないとされている。
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近年の中国では、急速に意識が成熟し、
「QOL
（生活の質）」を上げるサービスが発展して
いる。マッキンゼーの調査によると、物を所
有するだけでは幸福度が上がらない、という
指摘もある。より良い物を食べ、子供により
良い教育を受けさせ、よりレベルの高い社会
人を生み出すことは、より良い教養、より良
い社会を生み出し、世界に通用する中国人や
中国企業をより多く育てて行くことにつなが
ると思われる。これを後押しするためにも、
QOL商品に関する広告代言人の利用規制の緩
和を要望する。
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第６章
運輸業
１．海運
2017年の中国の貿易総額は前年比11.4％増の4兆1,044
億ドルとなり、輸出入ともに3年ぶりに前年を上回った。世
界経済を牽引する存在となった中国の貿易は貨物輸送を
支える外航海運の業績にも大きく影響を与えるが、2017年
の中国の貿易回復は荷動きの増加をもたらし海運市況の
改善に寄与した。
以下バルク輸送の動向、
コンテナ船輸送の動向を概観する。

バルク輸送の動向
2017年の回顧

ドライバルク市況は最悪期を脱し、2017年は回復基調を
保った。

第３部
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バルチック指数は2016年平均でケープサイズ主要5航路
が7,388ドル/日、パナマックスサイズ主要4航路5,562ドル/
日という数字だったが、2017年平均でケープサイズ主要5航
路平均が1万7,783ドル/日、パナマックスサイズ主要4航路1
万900ドル/日という水準まで回復した。主な要因としては、
中国政府主導のインフラ投資による鋼材需要増・環境規制
による中小メーカーの淘汰などにより全体の需給が引き締
まったこと、それに加えて、不正鋼材（地条鋼）の取り締ま
りにより、鋼材価格が安定・上昇したことで、中国鉄鋼メー
カーの原料購買・生産意欲が回復したことが挙げられる。

石炭の輸入も2015年に一度落ち込んで以来、2016年・
2017年ともに2億トンを超え、安定している。また、主に米
国の保管設備の発達、および近年の豊作で穀物の出荷が
一年を通して平準化され、季節性がなくなったことも世界全
体の船舶需給の引き締めに貢献していると思われる。
一方で、造船市場に関して、2017年は解撤よりも新造船
の竣工数が上回り、船舶過剰の本格的な解消に至らなかっ
た。さらに中国造船所へのオーダーも春先頃から回復基調
で、ばら積み船を中心にオーダーが増えている。このため、
これらの船が2～3年後に竣工することに鑑みると、本格的
な船舶過剰の解消まではまだ時間が掛かる見通しである。

2018年の展望

中国政府は2017年の中央経済工作会議において、2018
年も引き続き供給サイドの構造改革を進める方針を発表、
鉄鋼・石炭において政府は「痛みを伴う改革」を掲げて、過
剰生産解消に向けてさらなる引き締めを検討している。ま
た、金融面でも債務圧縮を掲げており、緩和から引き締め
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る方向に動いていく見込みである。
これらは経済成長、即ちドライバルク市況に対してマイ
ナス要因と言えるが、一方で急激な経済成長の冷え込みを
避けるために、インフラ投資などのテコ入れによる需要は
2018年も引き続きあるものと予測されている。
また、第十三次五カ年規画では新たに環境に関する10項
目近い「拘束目標」が設定されており、2018年も引き続き
各種中小メーカーの淘汰が予測される。
これらの要素を考慮して、中国経済は、成長速度こそ落ち
るが相対的には安定成長を維持するものと予測できる。こ
れに伴い、ドライバルク市況も引き続き緩やかな回復基調
を維持すると思われる。
参考までに、上記プラスマイナスの要素がそれぞれある
中で、冶金工業計画研究院は2018年の粗鋼生産量を8億
3,800万トンと、2017年(8億4,500万トン)とほぼ同じ水準と
予測している。
また、2018年よりさらに先の懸念として、2017年回顧の
部でも述べたが、解撤よりも新造船の竣工数が上回ってい
る状況下、2017年はばら積み船の新造船オーダーが相次
いだ。これらが本格的な船舶過剰解消を妨げる可能性があ
る。2018年こそ、堅調な中国経済の成長により回復基調が
見込まれるが、今後数年のドライバルク市況は楽観視でき
ない状況にあると言える。

コンテナ船輸送の動向
2017年の回顧

2017年は、特にアジア発の東西主要航路で荷動きの伸び
が顕著となった。これに伴い2016年に低迷を極めたコンテ
ナ市況は落ち着きを取り戻した。
中国交通運輸部の発表によると、2017年の中国全港の
コンテナ取扱量は前年比8.3％増の2億3,680万TEUであっ
た。また、上海港の2017年コンテナ取扱量は前年比8.2％
増の4,018万TEUとなり、世界で初めて年間4,000TEU超を
達成し、8年連続で世界一となった。
以下主要航路毎に2017年を2016年と比較して振り返っ
てみたい。(出所：各統計値を日本海事センターが纏めた
データ、1〜12月累計ベース)

北米貨物輸送量

東航(アジア発)は前年比5.4％増の1,642万TEUとなった。こ
のうち中国(含む香港)積は5.3％増の1,094万TEUであった。

西航(アジア着)は前年比0.3％減の680万TEUで、このう
ち中国(含む香港)揚は3.9％減の302万TEUであった。

欧州貨物輸送量

西航(アジア発)は前年比4.1％増の1,582万TEU、東航(ア
ジア着)は5.1％増の784万TEUとなった。

アジア域内貨物輸送量

アジア域内貨物輸送量は前年比1.7％増の1,285万TEUと
なった。

日中間貨物輸送量

日本発貨物輸送量は前年比2.6％増の1,153万トン、中国
発貨物輸送量は3.9％増の2,222万トンとなった。

2018年の展望

2018年は荷動きの堅調な伸びが続くとみられているが、
一方で船腹量の増加も進むため、楽観できる事業環境にあ
るとは言い難い。コスト削減やサービスの統廃合など、航路
運営の合理化･効率化に一層取り組むことが業界に求めら
れるだろう。

＜建議＞

第３部

中央政府・地方政府関係部門から公布される
海運関連の新規制等については、円滑に対応
していくためには十分な準備期間が必要とな
るため、具体的に詳細な規則・要領等を実施6
カ月前までに明示して頂けるよう要望する。

各産業の現状・建議
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２．空運
中国経済そのものは高度成長から安定成長への転換期
にあると言われているが、国民所得水準の上昇に合わせ、
海外旅行を中心とした旅行需要や航空需要は、依然大幅
な伸長を続けている。
この航空需要の伸びは2017年よりも加速していくと思わ
れ、国際航空運送協会（IATA）は2022年までに中国が米
国を抜いて世界最大の航空市場に成長するとの見通しを示
している。
一方、この航空需要の伸びを支えていくためには、中国各
地で計画されている混雑空港の空港施設拡大とともに航
空路混雑の解消に向けた対策など解決されるべき課題も多
く、今後の進捗が注目される。

2017年の概況および2018年の予測
航空旅客

2017年、中国の航空旅客輸送実績（国内線、国際線合
計）は5億5,156万人、前年比13.0%増で6,380万人増加し
た。そのうち国内線旅客は4億9,612万人で13.7％増、国際
線旅客は5,544万人で7.4％増となっており、国際線における
航空旅客需要の伸びは前年度より低下したものの、引き続
き堅調な伸びとなっている。
（出所：中国民用航空局、特に
記載のない限り以下も同様）
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2017年は、国際線旅客数の伸び率は前年より鈍化した
が、2017年5月のビザの発給条件緩和、消費税免税制度の
拡充などが訪日需要を喚起し、2017年期中に一部の地域
で訪日団体旅行制限の動きがあったものの、中国からの訪
日者数は全市場で初めて700万人の大台を超え735万人に
達した。これは前年の637万人に比較して15.4％増であっ
た。
（出所：日本政府観光局（JNTO））。
このように中国からの訪日需要は大きく伸長しているが、
その主体となる訪日観光の内訳については、前年に引き続
き団体旅行中心から個人旅行の比率が上昇してきており、
旅行目的や行き先の多様化、および訪日観光のリピーター
化の傾向がさらに顕著となっている。このような状況から、
中国からの訪日観光需要は引き続き堅調な伸びを示してい
くことと思われる。
一方で、クルーズ船を利用した訪日観光が引き続き伸長
しており、航空需要はこのクルーズ船需要とのシェア競争が
激しくなっている。またLCC（ローコスト・キャリア）を中心
とした中国系航空会社による地方路線の積極的な開設、増
便、チャーター便運航により航空会社間の競争環境も激し
くなっており、2018年においても他交通機関（クルーズ船）
との競争、ならびに航空会社間の競争にますます拍車がか
かると思われる。

航空貨物

2017年、中国の貨物輸送実績は705万トンと前年比5.7％
増であった。内訳は国内貨物（香港、澳門、台北路線含む）
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が483万トンで前年比1.9％増、国際貨物は222万トンで前
年比15.0％増であった。
2017年は、世界的な景気回復局面やEコマースによる需
要の底上げなどにより中国発国際貨物は堅調に推移した。
特に、個人消費が堅調な米国に向かう衣類や雑貨、携帯電
話などの伸びは1年を通じて大幅な伸びとなり、貨物量の増
加に対して輸送能力が追いつかず、直行便で運びきれない
貨物を日本経由や欧州経由で輸出していた状況であった。
さらにアジア向け輸出はインドなどの新興国を中心に顕著
な伸びが見られた。
2018年は、米国政権による保護主義的な貿易政策の影
響、為替リスクや燃油費上昇、中国内人件費上昇や原材料
費高騰等の懸念要素はあるものの、足元の景況感を見る限
り、当面は現在の旺盛な需要が継続するものと思われる。
一方、供給については引き続き中国の地方都市からの国
際路線の新規開設・増便が相次ぐと予想される。直近では、
中国と北米・欧州との定期直行便に加えて、旺盛な需要を
摘み取るため地方空港(鄭州・武漢・南京等)からのチャー
ター便も多数運航されており、貨物量以上に供給量が伸び
ると見られることから、中国発の航空貨物をめぐる獲得競
争は2018年も厳しい状況が想定される。

今後の展望・課題
中国経済の持続的な成長に伴う旺盛な個人消費を背景
に、今後も日本向けの航空旅客需要は拡大基調で推移する
と思われる。
中国各地では、今後も積極的な空港の建設や拡張が計画
されている。北京首都第二空港の建設など、今後大都市部
を中心としたさらなる需要拡大が見込まれる状況下におい
ては必要な対応であると考えられる。一方で、これらの新た
な空港インフラを有意義に活用していくためにも、空域の
有効活用や新規航空路の設定などを通じた航空路混雑改
善が必要不可欠であり、今後空港施設の拡充とともに本課
題への早期対応をお願いしたい。
併せて、混雑空港におけるスロット配分や運用基準の透
明化、および利用者利便性向上につなげるための空港建設
計画の情報開示については、乗り入れ航空会社にとって事
業運営上極めて重要な課題であり、今後も前広な情報開示
を求めたい。

＜建議＞
①混雑空港におけるスロット配分、運用について
中国内の主要な空港は全て混雑している状況に
あるが、その空港のスロット配分において、ス
ロット前年使用実績の通知やスロットの交換、
回答期限の設定など、引き続きIATAルールの
正確な適用を要望する。また、各主要空港のス
ロット規制値や時間帯別の混雑状況、および
ローカルルールを含めた運用状況を分かりやす
く公平に公開し、透明性ある運用を要望する。

②各種空港料金の見直し
2008年から導入された新空港料金体系につい
て、国際標準を踏まえて見直しが必要だが、未
だ実施されていない。以下のとおり料金の是正
を要望する。
・PSC（Passenger Service Charge）の航空会社負
担から直接旅客負担への変更。
・TNC（Terminal Navigation Charge）を発着毎1
回の請求にすること。
・着陸料に附加されるサーチャージ（着陸料の
10％上限）の廃止。
③中国人社員の雇用形態変更
外国航空会社は現地法人化できず、「駐在員事
務所」として登記しているために、中国人社員
を直接雇用はできず、国家認定の人材派遣会社
経由にしなければならない。この状況では実質
的な雇用責任を企業が負う一方で、社員のロイ
ヤリティ確保が難しく、人材力を最大限に活か
した事業運営ができない。結果として中国人社
員の育成やマネジメント登用等において障害と
なるため、中長期的に見て当該企業のみならず
社員本人、そして中国社会としてもマイナス面
が大きい。外国航空会社が直接社員を雇用でき
るよう変更を要望する。
④中国発着便の管制事由による出発遅れの改善
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2013年8月から8大空港の出発便についてフ
ローコントロールの影響を受けない管制運用
が発表され、一部その効果が表れている空港
があるものの、管制事由による航空便の遅れ
が常態化している空港も多く、利用者の利便
を損ねている。そのため、空域の有効活用や
新規航空路の設定により、遅延幅そのもの
を少なくする取り組みに加え、遅延が発生し
た場合においては、ATM（航空交通管理/Air
Traffic Management）やA-CDM（空港における
協調的意思決定/Airport-Collaborative DecisionMaking）等のさらなる活用とその精度向上に
よる抜本的な対策を可及的速やかに実行するよ
う要望する。例えば、悪天時には、管制より同
一方面行きの便は一律で出発を制限されるとこ
ろ、A-CDMの観点から、遅延の理由を明確にし
つつ、運航可能と判断した運航者（航空会社）
には出発許可を出す運用を行う、あるいは標準
航空路以外の使用リクエストを柔軟に受け付け
るなど、各社の方針も反映できる仕組みを設け
ることにより、遅延便数や混雑自体の緩和に繋
がるものと思料する。
⑤空港建設計画に関する情報提供
北京第二空港、厦門新空港など新規開港やター
ミナルビルの増改築、現北京空港の滑走路の増
設などの情報について、今後も外国航空会社に
対し、十分な開示を要望する。
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⑥中国国内不定期便運航認可手続の改善について
就航便座席数の制約や用機者のニーズによっ
て、不定期便運航の必要性が生じることが少な
からずある。しかしながら、不定期便を申請し
ても運航直前まで認可をいただけない状況と
なっており、万が一認可が下りなかった場合に
は利用客に多大な迷惑をおかけするリスクを抱
えている。遅くとも運航月前月には認可可否を
通知いただけるよう要望する。
⑦空港安全検査時間の短縮
空港や時期にもよるが、旅客安全検査に時間を
要する状況が発生している。利用客のストレ
ス・定時運航の観点から検査ブースを増設する
などの適切な対処を要望する。
⑧空港制限区域内立ち入り証交付手続の迅速化
主要な一部空港においては、空港制限区域内立
ち入り許可証を取得するために申請から発行ま
で時間を要する場合がある。新入社員や転入者
が、着任後すぐに空港業務実務につくことがで
きるよう交付手続の迅速化を要望する。
⑨外国商業航空運送事業者業務に関する承認期間
の短縮
CCAR-129（CHINA OPESPEC）の申請承認手続
については、FSOP（Flight Standards Oversight
Program）システムの導入によってWeb上での
対応が可能となり、また2017年度は項目が再
編され、以前より簡素化・効率化が進んできて
いる一方、承認に必要な期間として20営業日
が定められているが、申請承認手続の簡素化を
通じ、承認期間の短縮を要望する。
⑩外国航空会社が中国空港に配置する整備工具の
保税扱いについて
外国航空会社が所有している中国各空港配置の
航空機工具については、全て関税を支払い内貨
品としての保管が義務付けられている。航空機
工具は空港エリア限定で、外国籍航空機への部
品装着の利用に限られていること、また非常に
高価なものも多いため、保税扱いにもできるよ
う要望する。
⑪整備不具合で地上に駐機中の航空機に対する緊
急通関の実施について
航空機の不具合を修復するため、緊急的に本国
より送付される部品・工具の通関については、
現状として数日を要しており、例え短時間で修
復可能な不具合についても、作業完了までに相
当な時間が掛かっている。諸外国と同様、航空
機の不具合による部品等の送付については、短
時間での緊急通関を可能とするとともに、中国
各空港にて統一的な運用を行うよう要望する。

第７章
流通・小売業
１．卸売業
中国の2017年の名目GDPは、約82兆7,000億元で実質
GDP成長率は前年比6.9％増であった。これは世界の主要
経済国・経済圏の中でも上位の伸び率であり、世界に中
国の存在感、影響力の強さを示す成長率といえる。また、
2017年の社会消費品小売総額は36兆元を突破した（表
1）。2017年の実質GDP成長率と需要項目別寄与率は、純
輸出が9.1％と2016年から回復したことにより消費支出の
それは減少したが、58.8％と依然投資・輸出合計を上回る
水準に留まっており、今後も第13次五カ年規画に基づき、
内需・消費主導型経済をさらに進めていく流れは継続する
ものと見られる(表2)。

表１：GDPおよび社会消費品小売総額の過去5年推移
(単位:億元、前年比伸び率は％)

第３部

暦年
2013 2014 2015 2016 2017
588,018 636,138 676,708 744,127 827,122
GDP総額
前年比伸び率
7.7
7.4
6.9
6.7
6.9
社会消費品小売総額 242,843 271,896 300,931 332,316 366,262
前年比伸び率
13.2
12.0
10.7
10.4
10.2
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表２：中国の実質GDP成長率と需要項目別寄与度：
2016年
2017年

実質GDP
最終消費 総資本形成
純輸出
成長率
支出
（投資）
6.7
4.3
2.8
▲0.4
（100％） （64.60％） （42.2％） （▲6.8％）
6.9
4.1
2.2
0.6
（100％） （58.8％） （32.1％） （9.1％）

中国の卸売業界はこれまでの歴史において、第二次世界
大戦後、1級卸(中央の部局・専業公司)、2級卸(省レベルの専
業公司)、3級卸(市・県レベルの専業公司)の3段階に分けら
れ、地域別・商品別に国家が管理する配給システムが整備さ
れた。その後、1978年以降の改革開放政策により、3段階の
国有卸売企業の統廃合や私営企業の新規参入などが進み、
さらに1990年代後半には｢外商投資商業企業試点弁法｣によ
り、条件付きながら外資の参入が認められるようになった。
中国がWTO加盟を遂げた後、2004年6月には｢外商投資
商業分野管理弁法｣(商務部令｢2004｣第8号)が施行され、外
資参入が原則自由になるなど、業界を取り巻く環境は大きく
変化してきている。
中国の卸売企業の代表的な機能は、①調達機能、②(川上・
川下業者に対する)金融機能、③(市場分析・予測、販路開拓
などの)情報機能、④物流機能(在庫・配送)などがある。これ
までのところ、メーカーの販売代理権を得て地域に特化した
販売網を持つ形態が多く、企業規模、取扱商品の幅、グロー
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バル化への対応、効率的な運営、小売企業のチェーン化への
対応、ECの爆発的な広がりへの対応など対処すべき課題があ
り、ビジネスモデルの転換が引き続き必要となっている。

卸売業の展望
2018年3月の全人代で｢政府活動報告｣がなされ、その
｢2018年の政府活動｣の一つの項目として、消費の積極的な
拡大と有効投資の促進をはかることが示された。これによ
ると、経済発展に対する消費の基礎的役割を強化し、住民
の需要の新たな変化に合わせて消費を拡大し、構造調整を
見据えて投資を増やし、供給構造の最適化と総需要の適度
な拡大との好循環をもたらすことを求めている。
流通業界に関連するものとしては、オンラインショッピン
グと宅配便の健全な発展を促し、消費者の権利・利益を侵
害している各種行為は、法律に基づいて厳しく処罰するこ
と、民間による医療・養老・教育・文化・スポーツ関連のサー

ビス供給拡大を支援し、サービス消費の発展を支援するこ
となどが示された。いずれも経済成長を牽引するエンジンと
して消費を捉えており、消費財を流通させる卸売業自体のビ
ジネス環境の変化がより進み、発展のチャンスが拡大して
いくものと考えられる。

卸売業の問題点および改善要望
日系企業として直面している問題点について、以下に触れたい。

業界管理

流通業界全体の健全な発展のためには、メーカー、卸売・
流通業者、小売業者が相互に協力しあい、サプライチェーン
を構築し、それを拡大させていく必要がある。しかしながら、
違法行為者による信用性失墜やコンプライアンス遵守の妨
害となる事例、取引条件における公平性の欠如と見られる事
例が継続して生じている。公正かつ公平でオープンな市場を
形成し、また一方で同業界に携わる業者が安心・安全な取引
を継続的に行える業界秩序を守っていくことが肝要である。

政策支援

消費者の嗜好の多様化、安心・安全への意識の高まりな
ど、消費者ニーズの変化には流通業界としてきめ細かく対応
していかなければならない。業界状況を詳細かつ正確に把
握するための統計指標やそれらを公開していくシステムな
ど、ソフト面での支援がまだ不足している。また、低温物流
体制の構築と普及、資源面での無駄の排除、統一した流通
規範の整備、環境保護面での指導は政策として継続支援し
ていくことが必要である。

許認可

経営範囲や通行証などの許認可においては、これまでも
手続の遅さ、地域や窓口担当者による対応の差異を問題点
として挙げており、引き続き手続の簡素化など短縮に向けた
改善、並びに許認可の公平性・透明性を求めたい。

＜建議＞
①経営範囲拡大手続の改善
取り扱い分野・品目の増加は、卸売業者にとっ
て商量を増やすために不可欠であり、かつ小売
業、製造業も含めた業界、バリューチェーンの
活性化に寄与するものであるが、当局に対する
経営範囲の拡大申請において、手続に想定以上
の時間や手間を要する点や地方によって対応に
ばらつきがある点につき、引き続き改善を要望
する。
②違法行為者に対する取り締まり強化

第３部

卸売業者の一部はコンプライアンスの意識が低
く、コンプライアンスを遵守している企業の競
争力の低下を招いている。例えば、1）偽物を
販売する業者や商品を不当に安く販売する業者
が存在することでネット販売におけるサイトの
信用度が失墜する事例、2）過積載を前提とし
た料金を提示する業者が存在する事例、また、
3）発票を発行しない前提で税金分のコストを
割引いた配送見積を提示する業者が存在する事
例などがある。健全な業界発展のために、違法
業者の取り締まり強化を要望する。

各産業の現状・建議

③小売業者との公平かつ健全な取引へのさらなる
支援
優越した地位を乱用した小売業者による不透明
な費用請求や小売業者側の販売不振による支払
遅延、一方的な返品等の問題が継続して生じて
いる。
不透明な費用請求については、2006年11月に
｢小売業者と供給業者の公平なる取引に関する
管理弁法｣が施行され、小売業者の優越的地位
を乱用した不公平取引を禁止することが法制化
されている。また2011年12月には｢大型小売店
の供給業者に対する違法徴収の是正措置｣が商
務部等5部門の連名で発表され、小売業者が卸
売業者から徴収可能な費用、徴収してはならな
い費用を明確化の上、取り締まりも行われてい
る。ただし、取り締まりの対象となっているの
は氷山の一角であり、不平等な商行為は続いて
いる。
返品については、瑕疵のない商品の一方的な返
品という問題に加え、小売業者は返品税務手続
に協力してくれないことがある。返品業務手
続の際、卸売業者は赤字増値税専用伝票を発行
するため、小売業者からの返品協議書の締結と
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「開具赤字増値税専用伝票信息表」が必要とな
るが、協力してもらえない場合が多く、増値税
控除不能による損失が発生する場合が多々あ
る。また、小売業者からの返品協議書と「開具
赤字増値税伝票信息表」の発行が遅く、増値税
の還付が遅れる場合も多くある。
さらなる公平かつ健全な取引の浸透と業界の発
展に向け、下記のような改善を関係当局・協会
により行っていただくことを要望する。
・諸外国の公正取引監督管理部門のように、統一
的に管理する政府機関等、日常的に相談できる
窓口の設置。
・小売業者から卸売業者に対する支払遅延や一
方的な返品等の不正取引を取り締まる法令の
整備。
④公平かつ透明な通行証発行基準の制定・運用、
および共同配送に対する支援
都市部における小売店舗の増加に伴い、よりス
ムースな配送が求められるが、当局より通行証
を取得する際に、当局担当者によっては会社
の規模、あるいは交通渋滞、環境問題などを理
由に通行証の発行を認めないなどのケースがあ
る。通行証発行に関する公平かつ透明な基準を
制定し運用していただくよう要望する。
⑤低温物流発展のための人的支援
低温商品市場の拡大に伴い、低温物流にかかわ
る低温倉庫、配送車両などハード面は整備され
つつあるが、製造から販売までの各流通段階
で低温が途切れるなど、管理レベルが低い等の
課題がある。ついては、卸売業者に求められて
いる、低温商品の流通面における安全性確保、
サービス高度化に応え得る専門知識・技術を有
した人材育成、人材の認定などの人的支援制度
の整備を要望する。
⑥｢不正競争防止法｣の適切な運用および監督管
理・取り締まり実施
2017年11月に｢不正競争防止法｣が施行後24年
間を経て初めて改正された。本改正によりこれ
まで一部大手量販店チェーンや小売CVSチェー
ンにて商習慣化されてきたリフティングフィー
(入場料)が撤廃され状況改善が期待される。一
方、小売業者にとっては収益を大いに圧迫する
ものでもあり、結果生じうるコンプライアンス
違反等に関し関係当局による適切な運用・管理
および取り締まりの実施を要望する。
また｢不正競争防止法｣により卸売業のサプライ
チェーン、マーチャンダイジングが強化・促進
され、健全な業界発展のために違法業者(操業)
に対する取り締まりの強化・実施を要望する。

２．小売業
伝統的小売・伝統的ECを超えた「新小売」
の模索が始まる
中国の2017年の小売総額（社会消費品小売総額）は約36
兆6,000億元にまで拡大した。前年からの伸び率も10.2%を
保ち、14年連続の二ケタ成長となった。最終消費支出の経済
成長への寄与率は58.8％となっており、引き続き経済成長を
牽引する存在となっている。一方、小売業界は、EC市場の成
長が持続し、百貨店、GMSを初めとした大型業態の苦戦が
続いている。EC事業者と大手小売業との資本・業務提携が進
むのみならず、EC事業者が自ら実店舗運営に乗り出すなど、
業態の境界を超えた新しいビジネス（「新小売」）のあり方が
模索されている。

二ケタ成長を維持し続ける消費市場

中国の2017年 実 質GDP成長 率が6.9 %と前年成長 率
（6.7%）を上回る結果となった。それを牽引する中国消費市
場（社会消費品小売総額）は、2017年ベースで36兆6,000
億元、前年比10.2%増であった。特に農村部や中部・西部の
発展の加速が消費市場全体の押上げと地域間の不均衡を改
善させている。また、グリーン、スマート、ミドル・ハイレベル
商品などの付加価値型の商品・サービスの売上が目立った
成長を見せ、従来とは異なる消費スタイルへの変化を示して
いる。

第３部

小売業は、大型業態を中心に成長鈍化が続く。
EC市場の牽引により周辺業界も潤う

各産業の現状・建議

中国消費市場の成長に対し、小売業は成長鈍化から抜け
出せていない。中国商務部が監察する5,000社の重点小売企
業（百貨店、スーパー、専門店など）の売上成長率は、2016
年ベースで4.8%となり、2015年（4.5%）からは改善したもの、
消費市場全体の成長に比べると低い成長率となっている。業
態別では、大型業態の成長の糸口が見つかっていない。中国
連鎖経営協会の報告によると、2016年の主要業態別成長率
は、総合スーパーが4.2%増、百貨店が1.1%減と低迷が続いて
いる。人件費・家賃の高騰などのコスト面の問題だけでなく、
10万平米を超える大型商業施設の相次ぐ開発やEC市場の急
成長で競争環境がますます厳しくなっている。小型業態の代
表格であるコンビニの2016年の成長率は、10.1%と2015年
の15.2%から成長スピードが下がる結果となった。また、イン
ターネット通販（以下、EC）の2016年の成長率は23.9%と、成
長スピードは減速したものの、引き続き高い成長を示している
（iResearch調べ）。ここ数年のEC市場の動きは、生鮮品やヘ
ルスケア商品など取り扱い商材が増加するだけでなく、農村
部への拡大や海外輸入品の取り扱い拡大（越境EC）など業
容が拡大している。その結果、宅配市場や農産品市場など周
辺市場の拡大も続いている。これまでのEC市場も既に「伝統
的」ECと言われるようになり、今後は今までにない業態を模
索する「新小売」時代に入っている。

EC事業者/IT事業者が実店舗運営に乗り出す

中国商業連合会が発表している中国流通業ランキングによ
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れば、2016年のTop20のうち、EC事業者が4社ランクインし、
しかもここ数年1位、2位にランクされる天猫、京東の販売額
は、3位以下との差をさらに拡大し、EC事業者がますます大
型化している。アリババグループや京東といった大手EC事業
者は、伝統的小売業と資本提携する動きが見られていたが、
2016年ごろからEC事業者が自ら実店舗の運営に乗り出す例
が出てきている。典型例が、アリババグループが投資してい
る生鮮O2O（Online to Offline）のコンセプト店「盒馬鮮生」
である。2016年1月に上海で一号店オープン後、出店を加速
し、わずか2年で9都市に30店舗を超える出店となった。一見
単なる生鮮スーパーであるが、キャッシュレス決済、30分以
内の配送システムなど、EC事業者の強みを生かしたサービス
や、店内で購入した海鮮をその場で調理して食事できるなど
新しい取り組みを行っている。2018年には京東が同様の業
態「7fresh」をオープンさせるなど、既に参入が相次ぐ。また、
2017年はIT事業者やEC事業者がこぞって無人店舗をオープ
ンさせた。まだ多くの課題が残っているものの、決済技術、顔
認証技術、AI技術など新しい技術を活用したチャレンジとし
て注目されている。

表：中国小売業ランキング（単位：億元）
企業名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

天猫
京東
大商集団有限公司
国美電器有限公司
蘇寧雲商集団股份有限公司
華潤万家有限公司
康成投資（中国）有限公司（大潤発）
沃爾瑪（中国）投資有限公司
聯華超市股份有限公司
唯品会
重慶商社（集団）有限公司
永輝超市股份有限公司
家楽福（中国）管理咨訊服務有限公司
北京居然之家投資控股集団有限公司
物美控股集団有限公司
合肥百貨大楼集団股份有限公司
長春欧亜集団股份有限公司
亜馬遜中国
武漢武商集団股份有限公司
石家庄北国人百集団有限責任公司

2016年 2015年
販売額 販売額
14,150 11,410
9,392
4,627
2,353
2,004
1,824
1,537
1,735
3,430
1,035
1,094
933
1079
767
735
598
605
566
402
561
594
544
493
505
401
489
442
262
417
392
391
362
390
289
356
346
333
328

※2015年の北京居然之家投資控股集団有限公司の販売額は未公表
出所：中国商業連合会

伝統的小売は「専門性」を重視する時代に突入

実店舗を中心とする伝統的小売事業者は、自社が抱える
既存業態に固執せず、新しい業態にチャレンジする傾向が強
まっている。百貨店大手の王府井百貨は、2016年に社名から
「百貨」を失くし、
「王府井集団」に変更した。百貨店業態だ
けでは生き残れない現状を打破する表れでもあり、事実、近
年の出店は商業施設やアウトレットモールである。また、生鮮
スーパー大手で高い成長率を維持している永輝超市は、自社
の強みであるサプライチェーンを活用し、サーモン専門店を立
ち上げた。小型業態においても、コンビニだけでなく、果物専
門店、雑貨専門店、菓子専門店といった特定カテゴリーを取
り扱う小型専門店が急成長を遂げ、1,000店舗を超える企業

も出てきている。このように、近年の伝統的小売事業者は、サ
プライチェーンなどの専門性を生かし、カテゴリーを特化した
業態での成長を目指す傾向が出てきている。

中国小売業界の課題
面積生産性の改善

EC市場の成長や人件費・家賃の高騰が見られる中でも、出
店競争は相変わらず続いている。しかしながら、既存店売上
の改善、特に面積生産性の根本的な改善は見られていない。
店舗オペレーションや売場作りにノウハウを持つ企業と提携
したり、人材をヘッドハンティングしたりする企業が増えてい
るのもその証左といえる。いずれの小売においても、消費者目
線に立った商品企画・売場作りができる組織・人材の育成が
急務である。

新業態へのチャレンジと新技術の取り込み

第３部

インターネット先進国となった中国の小売業界は、既に他
国とは全く異なる独自の発展ステージに入ったといってよい。
各社がさまざまな業態を模索し、
「新小売」時代を生き抜く
チャレンジに乗り出している。特に今後重視されるのが差別
性のある商品・サービスと新たな技術の取り込みであろう。差
別性のある商品・サービスとは、サプライチェーンを強化し、
鮮度の高い商品で差別化したり、近年の海外旅行ブームもあ
いまって輸入品を強化し、差別化する企業も出てきている。
新たな技術については、例えば、支付宝、
微信支付に代表され
るモバイル決済は既に屋台も含むあらゆるサービス・小売に
普及した。AI技術、顔認証技術など今後小売業界に取り込ま
れる技術は後を絶たず、これらをいかに使いこなせるかが今
後の成長の鍵を握るであろう。

各産業の現状・建議

EC市場での収益性確保

EC市場は既に中国小売業界では必要不可欠な存在になっ
たが、品質問題・ニセモノ問題や、大型キャンペーン時の返品
率の高さなど、従前より顕在化していた問題は解決し切れてい
ない。また、ここに来て顕在化しつつあるのがマーケティングコ
ストの高騰である。インターネットにおける顧客獲得コストは
2000年代では3元といわれていたが、いまや数百元に至ったと
も言われる。新しいチャレンジを積極的に進めなければならな
い一方、収益性の確保が今後の大きな課題となるであろう。

＜建議＞
①内資企業・外資企業の平等性の確保
中国経済は中高速成長を維持し、量的拡大から
質的向上へ、産業構造の重点が変化しつつある。
小売業としては、数量や価格の競争から、品質・
安全の重視、技術革新による需要の喚起に変化
している。このような産業構造の変化に対応し
た、透明で統一的、ルール化された市場の確立
が望まれる。小売業全体に対する行政による各
種規制について、先行して外資企業に対して施行
される場合がある。内資企業と外資企業が平等
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の環境で競争できる市場の確立が必要である。
外資企業の合法的権益保護、知財保護を高度に
重視し、内資企業・外資企業を平等に扱うことを
要望する。
②チルド即食食品の審査基準の緩和と統一
チルド商品の保管条件はGBで定められているが、
ハムは0～4℃、カット野菜は1～5℃とレンジが狭
く、商品特性を考慮しても10℃以下程度に緩和し
た方が、より美味しい状態で商品提供ができる。
一部チルド商品の保管条件の10℃未満への緩和を
認めていただきたく要望する。また、こうしたチルド
即食食品の審査基準は北京市・天津市で審査基
準が示されているが、未だ他地区ではそれぞれの
地区の解釈の中で、対応が統一されていない。中国
各地で統一した対応を要望する。さらに、食品生産
許可管理弁法の施行により、一企業につき複数食
品の生産が認められたと理解しているが、実際の
許可申請時には複数食品の生産は認められなかっ
た。法令に準拠した運用の徹底を要望する。
③食品生産許可証と食品安全国家基準食品添加物
使用基準（GB2760-2014）の食品分類の不整合
について
生産許可証32分類は国家食品薬品監督管理総局
から公布された規定であり、食品安全国家基準
食品添加物使用基準（GB2760-2014）食品分類
は国家衛生計画生育委員会から公布された規定
のため、整合性が取れていない部分がある。規定
を厳守するため規定の整合性について統一して
いただきたく要望する。
④バーコード規制の緩和
近代的なコンビニエンスストアシステムではオリジ
ナル商品において提携工場、配送センター、店舗
を包含したスキームで成り立っている。個々の商
品のバーコードには配送タイミングなどの情報も
必要であり、スキーム内ではインストアバーコード
の使用が必要である。20～29番のインストアバー
コードの運用緩和を要望する。
⑤タバコ、薬、書籍等の取扱制限
消費者の利便性を高めるため、外資企業に対す
るタバコ、薬、書籍等の取扱制限を緩和し、内資
企業と同等の扱いとしていただきたく要望する。
⑥介護用品の取り扱いに関する規制
介護用品を取り扱うには、地域によって、売場の
最小面積について制限が有することと同時に、薬
売場を併設した販売形態を取らなければならな
いと規制されている。そのためには薬の経営許可
証が必要となる上、薬売場は最小面積の制限を
下回ってはならず、他の薬局と800メートル以上離
れていなければ出店が許可されないため、薬売場
との併設規制により、介護用品の取り扱いは非常
に困難だと言える。薬はすべての年代にとって必
要となり得るが、介護用品は主に高齢者を対象と

した商材である。高齢者の増加が進む社会変化
に対応するためにも、介護用品を個別に買い求め
られる環境を整備していただきたい。介護用品と
薬の販売併設に対する規制および、売場の面積
制限を必要とする規制の撤廃を要望する。
⑦コンビニエンスストアでの食品加温販売許可
都市近代化により中国の伝統的なファストフード
店が衛生・安全面から減少している中で、コンビ
ニエンスストアはファストフード、おでん、包子な
どを安心・安全に提供し、近代的な社会インフラ
として民生の向上に貢献している。これらの商品
は加工された商品を加温して提供するものである
が、コンビニエンスストアでの食品加温販売を可
能にするには、これを飲食サービス業として規制
するのではなくて、食品流通業として認める必要
がある。2015年10月1日より「食品経営許可管理
弁法」
（2017年11月7日に最新改訂）が施行され
たが、中国各地で対応が統一されておらず、例え
ば北京市では区毎に対応が異なるため区によっ
て取り扱えない商品がある。中国各地でファスト
フード、おでん、包子の許認可が統一した対応に
なるよう、細則等の策定を要望する。
⑧店舗開発における所有権証について
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コンビニエンスストアの出店では物件所有権証
の用途が商業用途、オフィス用途に限定されてお
り、営業許可の取得が困難な事例がある。所有権
証用途による営業免許取得可否ではなく、実体に
応じて営業免許取得可否判断をしていただきた
い。一方、内資便利店では学校用途等での出店も
認められており、また、所有権証がない仮設物件
で営業免許もなく営業している飲食店もある。公
平な管理運用を要望する。
⑨営業免許について
中国（北京）では竣工後、行政区、環境局、食薬
局担当により現場検査日程、内容が異なり営業
許認可に竣工後約1カ月半を要するため未開店賃
料負担が大きくなっている。手続のワンストップ
化を要望する。また、内資便利店では、営業免許
内容、経営範囲にかかわらず店内調理、ファスト
フードの販売等を実施しているものの何等行政
処分等を受けることがないケースもあり、公平な
競争となっていない。内資企業、外資企業に対し
て、行政が平等に対応することを要望する。
⑩消防検収、消防許認可について
賃借エリアの消防検収を取得するにはビル全体の
消防検収書類等が必要であるが、賃借人には取
得が難しい。行政区、地域の消防担当者、隊長に
より書類、審査日程が異なり煩雑な手続となって
いる。手続の合理化を要望する。
⑪賃貸借契約に関する法律整備
借地借家法に準ずる法律、法整備がなされておら
ず、賃借人の立場が非常に弱くなっている。例え
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ば賃貸借契約期間が短いため短期で収益を見込
まなければならず、契約更新では、新たな賃貸借
条件の合意ができなければ即撤退しなければな
らないため、中・長期で賃借人の収益を見込むこ
とができない。第三次産業の発展を促進するた
めにも商業物件賃借人の権利保全を図る法整備
を速やかに行うことを要望する。
⑫営業許認可手続
1店舗開店するにあたり必要な諸手続が多く、許
可までの期間も長いことが、結果的にコスト負担
増となっている。店舗建設に関連する諸手続だけ
でも、看板、消防、衛生、環境（排煙）と多岐に渡
り、
「看板設置申請」、
「消防設計申請」、
「消防
工事完了検収」、
「環境保護現場確認」、
「環境
保護批准」、
「環境保護検査」等の申請許認可が
必要で、これらの諸手続だけでも1～3カ月程度を
要する物件もある。100～200平方メートル程度
の小規模店舗であり、かつ均一な建築材料や設
備什器、店舗レイアウトで展開するチェーン店で
あれば上記諸手続を簡略化するなどの緩和措置
を要望する。
⑬輸入手続
日本からの輸入に関して、福島第一原子力発電所
の事故以降、通関、衛生許可の取得に時間を要す
る（1カ月半～2カ月）。以前の1.5～2倍の時間が
かかるため、時間の短縮を要望する。
⑭公平性
公平平等という原則に基づき、内資系や外資系等
企業の資本関係、企業の規模の大きさ（大型企
業なり、個人営業なり）によって、政府は異なる基
準で管理するのではなく、同一基準で管理いただ
くよう要望する。
⑮増値税の一括納税
加盟店増値税の本部一括納付に関する政策がな
い状況である。加盟店増値税の本部での一括納
付という、企業にとっても税務機関にとっても効
率がよい制度を許可いただきたく、法令の改善を
要望する。
⑯外国人就労許可証手続
グループ内での、出向社員（日本籍）の人事異動
があり、赴任する会社の所在地で外国人就労許可
証を新たに申請する必要がある。申請するには、
無犯罪証明書が必要であるが、地方によっては必
ず日本での無犯罪証明書が必要であり、わざわざ
帰国し、相応の時間をかけて無犯罪証明書を申請
する必要があり、効率が非常に悪いため規定を合
理化し、改善するよう要望する。
⑰模倣品の販売
正規商品ではない商品が多く販売されている。商
標権を違法に侵害し、模倣商品を製造する業者、
それを知りながら販売をする業者の取り締まりを
強化していただきたい。また、それら業者に対して

正しい税金の徴収も行い公平な競争環境の確立
を要望する。
⑱10都県産の商品に関する輸入制限の解除
2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東
京電力福島第一原子力発電所の事故の影響によ
り、日本からの輸入食品は、10都県産の多くの品
目で事実上の輸入禁止となったままである。事故
から7年以上が経過し、放射能が残留するリスク
が極めて低いことが、多くの商材に対して科学的
に証明されている。安全性に関する公的機関の
証明が得られ、日本国内でも問題なく流通消費
がなされている商品については、順次、輸入制限
を解除するよう要望する。
⑲就業制度
従業員の就業制度は総合労働時間制や不定時労
働制を採用しているが、許可制となっている。産
業構造が大きく変化する中、小売業における従業
員の働き方に対しても多様な選択が可能となるこ
とが望ましい。従業員の就業制度は許可制ではな
く、届出制もしくは企業の裁量での運用を認める
よう要望する。
⑳看板規制の見直し
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2017年度末に、北京市内の商場や高層ビルに対
して、高所に掲げる看板の撤去が一斉に実施さ
れたが、商場の場所、オフィスの場所が不明瞭と
なり、市民生活の不便、経済活動における宣伝効
果の低下を招いている。北京市の美観上、ある
いは、安全上の問題に関し、撤去が必要となる場
合の判断基準、高所に掲示しても良い場合の条
件の明示を要望する。また、宣伝効果を踏まえた
高所への掲示基準の緩和を要望する。2018年に
年が明けた後も、未だ撤去されずにある看板・表
示が多く残されており、広く公平な行政指導を要
望する。
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第８章
金融・保険業
１．銀行

ポイント上昇した。

2017年、中国の金融業は資産と利益がともに安定的に
増加し、不良債権の増加ペースも落ちついた。2017年7月に
開催された第5回全国金融工作会議では、実体経済へのサ
ポート、金融リスクの防止、金融改革の深化といった金融業
の3大任務が提起された。2018年において、金融当局は合
理的な流動性を供給して実体経済の発展や供給側改革を
支持する一方で、MPAや検査強化など厳しい監督管理を継
続することが予想される。また、債券市場アクセスや取引の
開放、金融機関出資比率の引き上げ、金利改革などさらな
る開放が期待できる。金融機関の経営環境には規制とチャ
ンスが併存するが、金融機関の業績は引き続き安定的な増
加が維持される見込みである。

銀行業の経営状況
第３部
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2017年、人民銀行は「穏健中立」の金融政策を実行し、
マネーサプライ（M2）の伸び率は前年の12.8％から8.2％
へと低下し、金融業のレバレッジ比率を低下させる効果が見
られた。マネーサプライの伸びは鈍化したものの、実体経済
向けの金融支援が引き続き強化され、17年末の貸出残高は
12.7％増加し、年間新規実行額は13兆5,000億元と、前年
の貸出実行額に比べて8,782億元拡大した。また、社会融資
総額はストックベースで前年比12.0％の増加となった。

35,000

16

30,000

10

25,000
20,000
15,000
10,000

8

5,000

6

0

出所：中国人民銀行

中国商業銀行全体の2017年の純利益は1兆7,477億元、
前年比6.0％の増益、資産総額は8.7％増の252兆元、負債
総額は8.4％増の233兆元となった。ROAは0.92％、ROEは
12.56％とそれぞれ前年比0.06ポイント、0.84ポイント低下
した。商業銀行の自己資本比率は13.65％、前年末より0.37
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不良債権の増加ペースが鈍化

中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）の統計によれ
ば、2017年末の商業銀行の不良債権比率は1.74％と、2016
年と同水準であった。不良債権残高は1兆7,057億元、通年
で1,935億元増加し、2016年の増加額より443億元減少し
た。不良債権引当カバー比率は181.42％、貸出引当比率は
3.16％といずれも前年から小幅に上昇している。また、要注
意先貸出（「関注類貸出」）は、通年で568億元のみ増加、
前年より4,102億元の大幅減少となった。貸出全体に占める
要注意先貸出の割合は年初より0.38ポイント低下した。
商業銀行の信用リスク改善は、過剰生産と過剰債務の削
減による企業業績の改善、ならびに不良債権償却の加速な
どに起因するものとなっている。

図２：商業銀行の不良債権
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人民元為替指数のCFETSは2017年末で94.85、通年で
0.02％の上昇に留まった。人民元対ドルの為替中間値は
6.5342元、前年末比6.16％の上昇となった。

50,000

図１：マネーサプライと貸出の推移
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金利水準をみると、2017年12月非金融企業の加重平均
貸出金利は5.74％と、人民銀行は適正な水準だとコメント
した。
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出所：中国銀行保険監督管理委員会

2017年を通じてみれば、銀行業は三つの面で変化があっ
たと思われる。
(1)資産規模の追求から資産内容の改善にシフトし始めて
いる。新規貸出は12.6％増加した一方で、銀行業総資
産は8.7％の増加に止まった。
(2)銀行資金はマネーゲームに流れる傾向に歯止めがか
かり、実体経済サポート機能に回帰している。銀行同
業の資産負債は2010年以来初めての縮小となったほ
か、同業理財は年初より3.4兆元減少した。銀行理財

商品も5兆元余り少なく増加した。オフバランス業務
規模は月々に減少している。
(3)リスク意識並びにコンプライアンス意識が高まっており、
違法行為、監督管理からの逃避行為は減少している。

銀行業をめぐる動き
新たな金融監督管理枠組みの成立
全国金融工作会議を開催、
国務院金融安定発展委員会を設立

2017年7月14日～15日、第5回全国金融工作会議が北京
で開催された。会議では、実体経済へのサポート、金融リ
スクの防止、金融改革の深化といった金融業の3大任務が
提起された。また、会議は国務院金融安定発展委員会を設
立することを決定し、
マクロ・プルーデンス管理とシステミッ
ク・リスクの防止における中国人民銀行の責任を強化してい
くことを要求した。国務院金融安定発展委員会の設立は、ク
ロス金融商品など金融市場活動に対する統合的な監督管理
の実現に資するものである。

「金融政策、マクロ・プルーデンス政策」という
二本立ての金融監督管理枠組みを構築
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中国共産党第十九回全国代表大会（十九大）は、金融政
策、
マクロ・プルーデンス政策という二本立ての金融監督管
理政策枠組みの健全化を明確に要求した。中国人民銀行の
施策は金融政策に重点を置き、CPIを参考として物価の安定
を図っていたが、2008年の金融危機の勃発は物価の安定が
必ずしも金融の安定には繋がらないことを示唆した。従来の
金融政策を補うために、
マクロ・プルーデンス政策を導入し、
オフバランス業務や同業間の業務に対する監視を強化し、シ
ステミック・リスクの防止を強化することを明確にした。

表１：マクロ・プルーデンス政策
発効時点
2011年
2016年
2017年
2018年

施策
差別化準備預金制度を正式に導入
差別化準備預金制度からマクロ・プルーデンス評価
システム（MPA）へと移行、MPAには「自己資本比
率・レバレッジ水準、資産負債水準、流動性、金利
の決定、貸出、クロスボーダー融資リスク、貸出政
策の執行状況」といった7分野の基準が含まれる
オフバランス理財商品をMPA評価システムに導入
銀行間譲渡性預金（CD）をMPAの負債評価指標に
組み入れ、クロスボーダー資金流動もMPA評価シス
テムに導入

出所：中国銀行保険監督管理委員会

金融市場の開放
外資による中国金融機関に対する持株比率制限を
緩和、
「債券通」がキックオフ

2017年7月2日に、中国人民銀行と香港金融管理局は、中
国本土と香港間の債券相互取引制度「債券通」が始動する
ことを発表し、海外投資家が香港市場経由で中国本土の債
券を売買することが可能となった。
2017年11月10日に、財政部は銀行業、証券業と保険業に
おける外資の投資比例制限を大幅に緩和すると表明した。
2017年12月13日に、中国銀行保険監督管理委員会は中資銀
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行・中資金融資産運営公司（除く民営銀行）における外資の
持株比率制限を緩和し、外資に対して銀行業持株比率規則
における「内国民待遇」を実施することを正式に発表した。
中国における外資銀行企業は1,000社以上に達したが、
2016年末時点の資産総額に占める割合が1.29％と低く、近
年ではその割合が低下し続けている。これに加え、外資銀
行による中資銀行への出資比率も縮小を続けており、中国
の債券市場における海外機関による投資額の割合は2％未
満に留まっている。中国の金融市場の開放度はまだ引き上
げる余地があると見られる。

2018年の銀行業の展望
2018年中国人民銀行工作会議が2月5日から6日まで北
京で開かれ、
「銀行体系の流動性の合理安定を保持する」、
「貸出と社会融資規模の合理的な増加を促進する」ことと
し、2017年の「流動性を適切な水準にコントロールする」と
の表現対比では、わずかに緩和する方向へと読み取られて
おり、実体経済の資金需要を充足する方針を明確にする一
方で、
「金融リスク観測、評価、事前警告と処置体系を完全
にする」、
「シャドーバンキング、不動産金融等で周到かつ
慎重な管理を強化する」、
「インターネット金融の監督管理
とリスク防止の長く効くメカニズムを構築する」ことを強調
し、金融リスクの抑制に重点を置く姿勢を崩さず、厳しい監
督管理も併存するとみられている。
供給側改革の進展は、企業の業績がさらに改善し、債
務返済力が増強され、銀行の不良債権処理にも資するこ
ととなる。また、設備投資余力が出てきており、
「中国製造
2025」やインターネット経済の勃興とともに、貸出ニーズの
増加が期待できる。ただし、オフバランス業務が規制される
なか、手数料収入の拡大が困難であるほか、利ザヤの縮小
傾向で利息収入は伸び悩むことから、銀行の業績は厳しく
なる見込みである。
人民元相場に関し、人民銀行は「為替相場を市場が決定
する力を強め、人民元相場を合理的で均衡のとれた水準で
の基本的安定を保持する」と、市場介入を減らす姿勢を示し
た。人民元は、市場の双方向での変動幅が拡大し、弾力性
が一層高まることが予想される。

＜建議＞
①金融市場の自由化にかかわるロードマップ
・近年、金利自由化や人民元国際化などが進むな
か、2017年には日本企業のオンショアにおけ
る人民元建て債券（パンダ債）の発行が可能と
なるなど、金融市場の自由化は着実に進展して
いると認識している。
・中国における金融自由化の動向は、中国の実体
経済や企業活動のみならず、世界経済に大きな
影響を及ぼすと考えられることから、今後の金
融自由化に向けた動きがさらに加速し、そのス
ケジュールがより具体化・明確化されることを

要望する。
②外貨管理規制について
・2017年各地において、大口の配当金送金、遠
隔地企業の決済、域外貸付業務などの際、外
貨・人民元の対外支払に対する取引ができない
事象が起きている。
・企業の実需に基づく合法的な対外決済に支障を
きたせば、対中投資に対する潜在的リスクと捉
えられかねず、法令法規で明確な禁止規定がな
い限り決済に制限をかけない等、透明性の高い
運用を要望する。また、全国で統一した、明確
な外貨管理規制の定着化を要望する。
③貨物貿易決済について
・2012年貨物貿易改革が行なわれ、対外支払時
に税関の輸入データと照合作業が不要となり、
貿易決済の利便性が高まった。
・一方、2017年4月に当局は、貨物の対外支払に
税関の輸入データをチェックすることを再度要
求、手続が煩雑化、物流コスト増のケースが発
生した。また、三国間貿易決済時に提出するエ
ビデンスが厳格化され、国際貿易の商習慣では
提出が難しく、規制緩和の継続、信用良好な企
業に対する運用のさらなる緩和を要望する。
④一般事業会社の発行する債券の引受資格の日系
金融機関への開放
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・これまで日系金融機関は、金融機関の発行する
債券において、引受主幹事獲得実績を積み重ね
てきた。日系金融機関は債券引受ビジネスに積
極的に取り組んでおり、債券ビジネスに関わる
高い専門性と経験、知識を通じて、当地債券市
場の健全な育成、発展にも十分に貢献できると
考える。当該資格付与の検討に際しては弾力的
な取り扱いを要望する。
⑤日系金融機関への事業法人のパンダ債引受主幹
事資格の開放
・日本の金融機関のパンダ債発行を受けて、日系
の一般事業会社によるパンダ債発行ニーズも高
まっていくものと考えられる。パンダ債は会
計、開示、監査における対応が難しく、起債案
件を円滑に進めるには、同じく日本をマザー
マーケットとする日系金融機関の全面的なサ
ポートと助言、引受が有効と考えられる。
・現在、日系金融機関には事業法人のパンダ債引受
主幹事資格は開放されていないが、日系金融機関
と中資金融機関が共同で引受団を組成し、発行
体に対して高度なアドバイスと起債サポートを行
うことが可能となれば、中国の債券市場の育成に
資するものであり、当該基準の緩和を要望する。
⑥金利オプション・国債先物の早期解禁
・人民元金利オプションや国債先物取引の銀行へ
の未解禁により、人民元金利市場に厚みが乏し
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く、金利変動時のヘッジ手法が限定的な状況。
人民元金利変動幅が大きな状況下、投資家や事
業法人からは、ヘッジ手法の多様化を求める声
は強い。人民元金利デリバティブ市場の取扱種
類・規模の拡大は、海外からの投資家にとって
も参入障壁を引き下げるものであり、早期の商
品拡大を要望する。
⑦中国（上海）自由貿易試験区のFT口座の利用に
ついて
・FT口座制度は上海自貿区が特有した金融刷新制
度。一方、FT口座の活用に必要な細則が公布され
ておらず、外資系銀行においては運用事例がまだ
少ない。細則を公布してFT口座を活用した業務が
推進できる体制としていただくことを要望する。
⑧委託貸付の管理規制について
・2018年1月、銀保監会（CBIRC）より「委託貸
付に関わる新しい管理規定」が公布され、委託
貸付の原資や資金使途を厳格に管理することに
なった。委託貸付は、グループ関連企業間の効
率的な資金融通手段として活用されてきたが、
今後、委託貸付の実行までに時間を要する可能
性がある。
・管理強化の目的が、銀行、信託の規範化されて
いない委託貸付の取組による金融リスクの防止
にあることを踏まえ、グループ企業間の合理的
な資金融通に支障を来たさないように、本制度
の緩和を要望する。
⑨デリバティブ取引・レポ取引の一括清算ネッ
ティングの法的有効性供与
・海外からの人民元投資の増大に伴い、クロス
ボーダー間のレポ取引やデリバティブ取引の
ニーズが増大中。しかしながら、中国の法体系
において、債権債務ネッティングの法的有効性
が確認できないため、グローバル市場で標準的
なISDAのCSA契約やレポ取引のマージンコール
を完備できない。
・今後、海外投資家の中国国内市場への投資を活
発化させるためには、デフォルト時の保全条項
の整備は重要。同法的条項の整備は、国内金融
機関・海外投資家にとっても待望されるもので
あり、人民元の国際化を後押しするものでもあ
ることから、早期対応を要望する。
⑩外商投資企業の外債枠について
・2017年1月中国人民銀行より、外商投資企業の
外債に関わる変更通達が出された。従来、投注
差方式とマクロプルーデンス方式のどちらかを
選択して外債を調達できる外債管理方式は、1
年間の過渡期が終了後、当局は評価のうえ確定
するとしている。
・外商投資企業が複数の外債管理方式から選択で
きるメリットは大きく、引き続き2つの方式を
選択できる柔軟性の高い運用を要望する。

２．生命保険
2017年の中国生命保険市場は、保険料収入が2兆6,040
億元で前年比20.0％増と引き続き2ケタの成長を続けてい
る。2017年末時点での生命保険会社数は85社（中資系57
社、外資系28社）で、前年末より中資系会社が8社増加し
ている。外資系生保のシェアは7.4％で、前年比1.0ポイント
増加した。販売チャネルにおいては、大手生保会社は個人
代理人による販売が上昇しつつある一方、中小生保会社お
よび新設生保会社は銀行窓口による販売を通じマーケッ
トシェアを拡大している。中国保険監督管理委員会（保監
会）は2016年に続き、各種リスクを抑制するため保険会社
の監督管理の強化に力を入れている。

中国の収入保険料は順調に増え続けているが、中でも
ここ数年は保障期間が短く一時 払の 保険商品が大 量に
販売され続けてきたことから、全体に占める新規保険料
の割合、取り分け新規一時払保険料の割合が大きくなっ
てきている。これから長期の保険商品の販売が増えるに
従って、継続保険料の割合が再び増えてくることが予想さ
れる（図１）。

図１：払い方別保険料シェアの推移

市場概況
保険料業績
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2017年の生命保険業界全体の収入保険料は、前年比
20.0％増の2兆6,040億元となり、引き続き2ケタの高い伸
び率を示したが、2015年、2016年に比べるとやや減速し
てきている。これは2016年以降保監会が続けている、中短
期保障期間の高キャッシュバリューの生命保険商品に対す
る監督管理の強化の影響が出てきているためと考えられる
（表1）。直接の規制対象となったユニバーサル保険の投
資部分保険料およびユニットリンク保険の独立アカウント
部分保険料に至っては、前年比で50.3％減と大幅に減少し
ている。

各産業の現状・建議

表１：生保業界全体の収入保険料伸び率推移
( 2013～2017年)
前年比(％)

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

7.9

18.1

24.9

36.8

20.0

出所：中国保険監督管理委員会HP

2017年末時点での生命保険会社数は85社（中資系57
社、外資系28社）で、前年末より中資系生保が8社増加し
ている。中資系生保と外資系生保の収入保険料はそれぞ
れ2兆4,106億元と1,934億元で、
マーケットシェア比率は
92.6％対7.4％。外資系生保の会社数は増えていないが、
マーケットシェアを1％伸ばしている（表2）。中資系生保
に目を移すと、上場大手4社（中国人寿・平安人寿・太平洋
人寿・新華人寿）のマーケットシェアは前年の44.5％から
45.0％と微増しており、長年続いてきたシェア減少傾向に
歯止めがかかった。

表２：中資系会社と外資系会社のマーケットシェアと
会社数の推移
2013年
内資系
外資系

94.4％
5.3
％

2014年

2016年

2017年

42 94.2 43 93.7 47 93.6 49 92.6 57
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社
28 5.8 28 6.3 28 6.4 28 7.4 28
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社

出所：中国保険監督管理委員会HP
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出所：中国保険年鑑

販売チャネルの動向

生保の主要チャネルは個人代理人と銀行・郵政代理であ
り、全保険料の九割以上を占めている。一時期は銀行窓販
に対する規制などから銀行・郵政代理のシェアが低下して
いたが、銀行系生保が力をつけ2014年以降シェアを回復し
てきている。一方で、長期・平準・保障性の商品販売へのシ
フトを求められている保険会社では個人代理人数を大幅に
増やしており、今後シェアがどう変化していくのか見ていく
必要がある（図２）。

図２：販売チャネル別保険料占率推移

出所：中国保険年鑑

生命保険業界を巡る動き
中国保険業発展「13次5カ年規画」概要

2016～2020年の保険業発展5カ年規画の主な特徴は、
①減速する経済成長、未熟で不安定な金融市場といった課
題もある中で、保険市場の成長や保険業の社会的な信用の

確立に注力する内容から軸足を少し移している、②保険市
場の継続的で安定的な成長は維持しつつ、機関投資家とし
て、また、社会保障を補完する役割として、社会や経済への
貢献度向上をより訴求する、③グローバルな金融基準への
対応や、海外進出・高度専門人材の育成・拡充など、今後の
グローバルな成長をより意識したものとなっている。内容と
しては、今後5年間での全体的な目標事項に加えて、5年後
の具体的な数値目標が盛り込まれている。2020年末時点
で、収入保険料が4兆5,000億元、総資産額が25兆元、保
険密度(一人当たり保険料支出)が3,500元、保険深度(保険
普及率：対GDP比)が5％、という数値目標を立てている。

行政処分等の実施

保監会は2017年2月24日、前海人寿に対し、検査中に発
見した「虚偽の資料の作成」や「保険資金の違法運用」等
の行為に対する処分内容を公表した。具体的には、前海人
寿および董事長ほか役員個人に対しての罰金、董事長資格
の取り消しおよび10年間の保険事業への関与の禁止等で
ある。同様に、保監会は2017年2月25日、恒大人寿に対す
る処分を公表した。その内容は、一定期間の株式投資の停
止、2名の役員に対してそれぞれ5年間、3年間の保険事業
への関与の禁止等である。

中国保険監督管理委員会主席更迭
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中国共産党中央規律検査委員会は2017年4月9日、中国
保険監督管理委員会主席（閣僚級）について「厳重な規律
違反があった」として調査を始めたと発表。4月17日には失
職。9月23日に中共中央規律委員会は同主席の罪状を「承
認・監督権限の濫用」、
「違法接待受理」、
「職員の採用や
幹部の昇進に便宜を図る見返りに金品を受領」、
「腐敗規
律と生活規律を破り、権力と金銭取引に従事」、
「他人の利
益のため職権を利用し、贈収賄犯罪を実行」等であると公
開し、厳重処分するとした。

「1＋4」系列文書の発布

2017年4月下旬から5月初旬にかけて、保監会は立て続け
に以下「1＋4」系列文書を発し、関係各部門にその徹底実
施を求めた。
「1」とは「保険監督のさらなる強化と保険業
界の安定した健全な発展の維持に関する通知」で、
「4」は
それぞれ「保険業界のリスク予防と管理のさらなる強化に
関する通知」、
「保険監督管理の強化、違法行為の取り締
まり、市場の乱れの修復に関する通知」、
「監督管理上の欠
点を補い、厳密で効果的な保険監督管理体系構築に関す
る通知」、
「保険業による実体経済発展の支持に関する指
導意見」の4つの文書を指す。具体的には、
「1」は保監会総
体としての監督管理についての考えの体現であり、
「4」は、
リスクを抑え、乱れを正し、欠点を補い、実体経済の発展を
支持することを確実に実現することである。

商品規制の強化

保障への回帰、消費者保護といった観点から、保監会は
2017年5月11日に、
「生命保険会社の商品開発設計行動の
規制に関する通知」を発布し、定期保険・終身保険等の死
亡保障商品開発および平準払い化の推奨、ユニバーサル保
険やユニットリンク保険を特約として定期・終身保険等へ
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付加することを禁止、保険商品名称および説明書等に「理
財」、
「投資プラン」等の高利回りを暗示するような表現を
使用することを禁止した。

所得税繰延型商業養老保険の試験実施

国務院弁公庁は2017年7月4日、6章20項目からなる「商
業養老保険（年金）の発展加速に関する若干の意見」を発
表した。同意見では、商業養老保険を養老保障体系の重要
な構成部分と位置付けたうえで、2020年までに保険商品の
多様化、サービス範囲の広範化、専門化、市場の規範化を
目指すという目標を掲げている。養老保険市場について、
2020年をめどに運営が安定し、豊富な商品ラインアップを
提供でき、かつ適度な利益を上げることができるような環
境を整える。また同年までに、一般家庭で個人年金が老後
の生活保障の主要手段として受け入れられることを目指す。
普及拡大に向けた支援策のうち、優遇税制として、商業保
険機構（以下、保険会社）向けには契約期間1年以上の個
人年金保険の収入は増値税を免除する方針を示した。加入
者向けでは、保険料の支払時に税控除を認め、保険金を受
給する際に納税する試験措置を年内に施行する予定として
いる。政策意見では保険会社の資金運用についても方針を
示しており、長期的、安定的に運用することを前提とした上
で、介護施設や医療施設など高齢者向け産業への投資を
奨励している。

外資規制の緩和

中国人民銀行総裁は2018年4月11日、国内の金融業務
に関する外資の参入規制を緩和すると発表した。現在は外
資系金融機関が中国で生命保険業務をする際に過半出資
ができないが、2018年上半期中を目途に上限を51％に引き
上げ、３年後（2021年）には全額出資を認める。高い金融
技術やサービスを持つ外資の参入を促し、国内の金融改革
につなげる狙い。ただ、今回の規制緩和を実施しても、実際
に外資が全額出資の生保を設立する際には中国金融当局
の認可が必要となる見通し。参入条件を満たした場合に、す
ぐに認可されるかどうかなど注目していく必要がある。

銀行業監督管理委員会と保険監督管理委員会を統合

銀監会と保監会が統合され、銀行保険監督管理委員会
が新設される。監督能力を高めるのがねらいで、中国人民
銀行（中央銀行）に法案作成の権限を移し、規制業務と業
界振興を明確に分けて業界との癒着も防ぐ。ただ、証券監
督管理委員会は再編から外れ、金融監督の一元化は見送
られた。中国では証券、銀行、保険と業態ごとに監督当局が
縦割りで、銀監会と保監会はもともと人民銀行内部から独
立した組織。金融自由化で業態をまたいだ複雑な商品が増
えたことで、数年前から統合の噂は聞こえていた。国務院の
直轄組織である証監会は今回統合されなかったが、証券分
野においても複雑な金融商品が生まれてきており、証監会
も含めた監督当局の一元化は引き続き課題として残ること
になる。

2018年の展望と課題
中国生命保険業は、中産所得階層人口の増加および供給

側の業務改革に伴い、生命保険に対する多様な消費者ニー
ズが生まれてきている。民間健康保険加入者に対する個人
所得税優遇および民間年金保険加入者に対する個人所得
税の繰り延べ政策の促進によって、健康保険・年金保険の
ニーズも拡大し、当該領域での成長・発展余地が十分にあ
ると考えられる。
2017年を通して保監会は各種リスクの発生を防ぐために
監督管理の強化に努めてきた。2017年12月29日には、
「生
命保険の不正販売を規制し不法経営を制御するための特
別行動を組織展開するための通知」を公布し、各保険機構
に対して第1四半期中に自社の関係業務のコンプライアン
ス状況について自主検査を行い、不備があれば直ちに改善
し、検査と改善の状況について報告するよう求めている。ス
タートダッシュの時期に合わせてこういった通知が出された
ことからも、2018年も引き続き保険会社の健全な経営に向
けた監督管理の強化が続くものと思われ、少なからず販売
業績への影響が出てくることが予想される。
ここ数年低金利の投資環境が続いていたが、2017年10
月以降徐々に金利が上昇してきている。収入保険料は伸び
ているものの、投資型生保商品のシェアがまだまだ大きく、
投資収益の会社業績に対する影響は小さくない。経営上の
リスク管理の強化は引き続き重要性をおびている。

＜建議＞
①中国生保業進出時の出資上限について
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2018年4月11日に中国人民銀行総裁から、
中国の生命保険会社への参入規制の緩和につ
いて、2018年上半期中を目途に上限を51％
に引き上げ、３年後には全額出資を認めると
の発表がなされた。順調に法改正等が行われ
実施されることを要望する。
②合弁生保を設立した後の中国全土への展開時
の支店開設について
外資合弁生保は、元の中国保険監督管理委
員会より、複数の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。新たな支店の設
立許可証の申請過程において、外資合弁生保
が中国企業と同等の待遇を受けられるよう要
望する。
③資産運用面について
外資系生保企業に対して、合理的な範囲内で
資産運用における投資の許可範囲を拡大する
よう要望する。
④外資生保、保険代理会社の設立について
現在外資系生保は、25%以上の保険代理会社
への出資を認められていない。2018年4月
11日に中国人民銀行総裁から、2018年上半
期中を目途に、要件を満たした外国投資家に
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対し中国で保険代理業務と保険評価業務の経
営を許可するとの発表がなされた。順調に法
改正等が行われ実施されることを要望する。
⑤中国保険年鑑等の整合性について
統計データに連続性がなく、データそのも
のも確実かどうか疑問が残る。中国保険年鑑
は、省ごとに集計方法が異なっており統一性
が取れていないケースも多く、データ収集が
困難な状況である。統計の仕様を統一するな
どの対応を要望する。

３．損害保険

している。

中国損害保険市場の現状

②民間保険の活用による災害・事故防止・救済体制の確
立と保険業の社会管理能力の向上を推進する。

市場規模の拡大

③新たな農業保険商品の開発促進などによる農業保険の
発展を促進する。

①イノベーションにより保険業の社会と経済発展に資す
る能力を向上する。

中国損害保険市場は、1979年以降の改革開放に伴う高
い経済成長と国民生活の向上により、自動車保険を中心に
飛躍的な発展を遂げ、2017年度は元受収入保険料ベース
で9,834億6,600万元（≒16兆7,000億円）
（※）に達し、直
近5年間では50％強の伸長率を確保している。
※2016年度、日本の元受正味保険料は約9兆円

2017年度の中国経済は、順調な経済指標や株式市場の
回復等をベースに前年より回復基調にあるが、損害保険
市場も引き続きGDP成長率を上回る成長を遂げ、前年比
12.72％増と2ケタの増収率に回復した。2018年度について
も、引き続きGDP成長率を上回る成長が見込まれている。

表１：中国損害保険収入保険料・増収率の推移
( 単位:億元、％)
年度

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
年
年
年
年
年
年
年
年
年

⑤保険業の開放・改革を推進し、全面的に保険業界の発
展レベルを引き上げる。また、同様に再保険市場や保
険仲介市場も発展させる。
⑥保険業の国際競争力を向上し、保険会社の海外進出を
支持する。また、国際ルールの制定に積極的態度で参
画する。
⑦長期に亘る資金運用が可能な保険資産の優位性を十分
に発揮し、経済成長に必要な資金の供給を行う。
⑧保険監督管理の改善・強化、リスクの防止・解消を
図る。
⑨保険業界の信用体制とインフラの構築を推進し、あ
わせて、社会全体の保険業に対する認知度を向上さ
せる。

第３部

元受収入2,993 4,027 4,779 5,529 6,481 7,544 8,423 8,724 9,834
保険料(億元)
前年比22.40 34.50 18.70 15.70 17.20 16.41 11.65 9.12 12.72
(％)

⑩民間保険の発展を通じた社会のセーフティネット構築
による多層的な社会保障体系を形成する。革新的な養
老保険と多様な健康保険の商品開発とサービス改善を
促進する。

図１：中国損害保険収入保険料・増収率の推移

以上の政策により、保険業のさらなる改革が推し進めら
れると同時に、中国損害保険市場は、引き続き高い成長率
を維持するものと予想される。

各産業の現状・建議
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出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）ホームページ

政策動向からみる中国損害保険市場の展望

2016年9月1日に中国保険監督管理委員会（CIRC）は「第
13次五カ年規画における中国保険業の発展計画要綱」を
公表した。要綱は、近代的な保険サービス業を構築、中高
速成長の実現を定性目標とすると共に、2020年までに保険
料4兆5,000億元(3,500元/人)、保険総資産25兆元到達な
どの定量目標も掲げている。また、要綱は今後5年間で、改
革開放推進による保険業の全面的なグレードアップ、保険
業に対する監督管理強化等の方針を盛り込んでいる。
「第13次五カ年規画における中国保険 業の発展計画
要綱」は、以下の項目において保険業の発展を加速すると
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④革新的な保険商品の開発奨励・保険料率・約款の自由
化を全面的に推進する。
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表２：2016年

世界損害保険市場規模比較

収保総額
(100万ドル)
米国
793,538
中国
203,515
ドイツ
120,360
日本
117,243
英国
104,839
フランス
84,826
韓国
66,694
カナダ
64,547
オランダ
63,746
イタリア
39,945
全世界
2,115,172
国・地域

順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
-

世界- 保険密度
保険深度
シェア
(ドル)
37.52％
2,449
4.29％
9.62％
147
1.81％
5.69％
1,397
3.33％
5.54％
928
2.37％
4.96％
1,030
2.58％
4.01％
1,167
3.17％
3.15％
1,094
4.12％
3.05％
1,781
4.22％
3.01％
3,752
8.27％
1.89％
608
2.01％
100％
285
2.81％

出所：Sigma World insurance in 2016

損害保険業の具体的な問題点
外資系損害保険会社の現状

2017年末時点での中国の損害保険会社は85社であり、そ
のうち、中資系損害保険会社が63社、外資系損害保険会社
は22社となっている。保険会社ベースの元受収入保険料総
額を比較した場合、中資系損害保険会社が1兆500元に対
し、外資系損害保険会社は206億3,000万元となっている。

表３：2017年 内資系損害保険会社の収入保険料
および市場シェア（単位：万元）
拠点数(本支店)
中国人民財産保険
38
平安財産保険
41
太平洋財産保険
42
国寿財産保険
35
中華聨合保険
32
大地財産保険
36
陽光財産保険
37
太平保険
31
輸出信用保険
26
天安保険
32
華安財産保険
31
永安財産保険
28
英大財産保険
26
華泰財産保険
33
安邦財産保険
37
その他（48社計）
中資系損害保険会社（小計）
全損害保険会社（合計）
会社名

2016年度元受収入保険料
34,929,008
21,598,387
10,399,415
6,621,505
3,882,857
3,712,319
3,345,866
2,206,861
1,848,869
1,417,196
1,127,182
844,558
830,446
796,390
678,459
9,110,559
103,349,877
105,413,815

市場シェア
33.14％
20.49％
9.87％
6.28％
3.68％
3.52％
3.17％
2.09％
1.75％
1.34％
1.07％
0.8％
0.79％
0.76％
0.64％
8.64％
98.04％
100.00％

出所:中国保険監督管理委員会（CIRC）ホームページ、各社ホームページ

表４：2017年 外資系損害保険会社（合弁含む）の
収入保険料および市場シェア（単位：万元）
2016年度国・- 拠点数元受収入地域名 (本支店)
保険料
アクサ
フランス
63
794,615
グルパマ
フランス
7
209,826
リバティー
米国
6
152,943
チャーティス（AIU）
米国
7
141,974
国泰産物保険
台湾
11
130,140
富邦産物保険
台湾
6
92,587
アリアンツ
ドイツ
8
91,265
三星火災保険
韓国
7
85,453
ジェネラリ
イタリア
7
56,276
東京海上日動火災保険 日本
6
54,195
チューリッヒ
スイス
2
51,449
チャブ
米国
3
51,435
三井住友海上火災保険 日本
4
45,411
損害保険ジャパン
日本
5
37,267
Starr Property &
Casualty Insurance
米国
12
18,396
(China)
スイス・リインシュスイス
3
13,820
アランス
LIG
韓国
2
10,749
現代海上火災保険
韓国
2
10,472
日本興亜損害保険
日本
2
5,868
あいおいニッセイ日本
2
5,316
同和損害
XLインシュランス
米国
1
3,458
ロイズ
英国
2
1,021
外資系損害保険会社
2,063,938
(小計)
全損害保険会社(合計)
105,413,815
会社名

市場シェア
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0.75％
0.20％
0.15％
0.13％
0.12％
0.09％
0.09％
0.08％
0.05％
0.05％
0.05％
0.05％
0.04％
0.04％
0.02％
0.01％
0.01％
0.01％
0.01％
0.01％
0.01％
0.01％
1.95％
100.00％

出所:中国保険監督管理委員会（CIRC）ホームページ、各社ホームページ

2001年末の中国WTO加盟後、外資系損害保険会社に対
する規制は徐々に撤廃され、当局の開放姿勢がうかがえる。
一方、原則として営業範囲が拠点所在地に限られているこ
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ともあり、拠点数の少ない外資系損害保険会社のマーケッ
トシェアは、元受収入保険料ベースでわずか1.95％の低位に
留まっている。
WTO加盟から16年を経た今日、外資系損害保険会社も
内資系と平等な環境の下で、消費者に対するより良いサー
ビスの提供を期待されている。そのためにも、行政手続の簡
素化が実現され、外資系に対する認可等がさらに迅速に対
応されることを期待する。
現在、拠点の無い地域であっても、投資総額1億5,000万
元以上かつ保険料総額が40万元超の大規模商業物件に
ついては、許認可取得地域以外での拠点から引受が可能だ
が、顧客サービスの向上および経営効率化の観点から、基
準の緩和を要望する。

任意自動車保険の現状

中国も日本と同様に、自動車保険は「強制保険(自賠責)」
と「任意保険」の2階建て構造である。過去、自賠責の提供
は内資損害保険会社で当局の許可を得た損害保険会社の
み営むことが許されていたが、2012年5月に国務院は外資
系損害保険会社に対し自賠責保険を開放。ただし日系に対
する認可は大幅に遅れ、2014年4月にようやく自賠責保険
を取扱うために必要な経営範囲変更に関する認可がおり、
その後、日系3社において商品認可取得に至っている。
2016年7月1日より、保険料の自由化や補償範囲の拡大な
どを柱とする任意自動車保険（以下、自動車保険）の約款･
料率自由化を全国で実施した。新型保険は、各社の自主約

款に特約などを加え、各社が地域毎に自主料率を申請する
かたちとなっている。当局は今回の改革に当たり、2015年4
月から6地域(黒竜江省、山東省、広西チワン族自治区、陝西
省、重慶市、青島市)で試行を開始し、2016年1月には16地
域に拡大、内容をよく吟味し、問題点を改善しながら段階
的に推進してきたとしている。当局は今回の自動車保険改
革を通じて、イノベーションを促進すると同時に、市場の透
明性を確保し、不正競争防止に取組んでいく姿勢を示して
いる。なお、自動車保険の自由化については、2000年代前
半にも試行したが、結果として競争が激化し、超過手数料
払いなどの不正競争が発生、頓挫した経験がある。
今回の改革について、消費者の視点からも「保険料の低減
のみならず、補償範囲も拡大し、顧客の要求に応える商品と
サービスの開発が進められている」等の評価も聞かれる。
当局は、2017年6月より第2次料率改革を実施し、料率設
定の自由裁量権を拡大させたほか、自動車保険の収益性に
対する監督をさらに強化すると共に、保険会社の不正競争
（超過手数料支払い等）と違法行為(保険金不払い・払い渋
り等)の取り締まりを実施し、厳正な処罰を行うとの監督方
針を表明している。
現在、自動車保険・自賠責保険システムについては、中国
各地により異なる仕様となっている。保険サービスの向上や
保険普及、システム開発やメンテナンスコスト削減の観点か
ら、今後自動車・自賠責保険システムの改定が予定される場
合には、中国国内システムの統一化を視野に改定を行って
いただくよう要望する。

表５：2011～2016年自動車保険(自賠責＋任意)
収入保険料推移(全社ベース)
年度

2011
2012
2013
2014
2015
2016
金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

収入16.66
14.28
17.87
16.84
12.38
10.25
保険料- 3,505
4,005
4,721
5,516
6,199
6,834
％
％
％
％
％
％
(億元)
支払27.26
28.36
21.01
11.28
10.20
9.36
保険金- 1,751
2,248
2,720
3,027
3,336
3,647
％
％
％
％
％
％
(億元)

出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）ホームページ

保険法に定める保険関連業務をめぐる問題

「被保険者の保護」、
「監督管理およびリスク防止の強
化」、
「保険サービス領域のさらなる拡大」を主な目的と
し、2009年2月に中国保険法が7年ぶりに改定され、同年
10月1日に施行された。新保険法・第95条（3）には、保険会
社の経営範囲として「国務院保険監督管理機構が批准する
保険に関連するその他の業務」が認められ、保険会社の経
営領域が広がり、顧客サービスの幅を拡大することができ
るようになった。しかしながら、外資系保険会社は、保険法
以外にも「外資保険公司管理条例」の制約も受けており、
同管理条例第3章業務範囲で「その他の業務」が認められ
ていないため、内資系保険会社と異なり保険関連業務が行
えない状況にある。今日、中国でも保険会社に期待される
社会的役割も増大しており、リスク管理サービスやアジャス
ティング業務サービスなどの提供が可能となるよう、外資系
保険会社に対する事業範囲の制限緩和を要望する。

第３部

＜建議＞
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①WTO加盟16年を経て、さらなる保険市場の開
放と外資保険会社への規制緩和の進展を期待し
ている。行政手続の簡素化により、さまざまな
申請に対する許認可の迅速化を要望する。
②同一グループに属する別法人に対し、中国内で
統一した保険サービスや保険プログラムの提供
を可能にすることで、大手グローバル企業グ
ループによる中国への投資をさらに促進させる
べく、統括保険証券規定の対象範囲を同一法人
から同一グループに属する法人に拡大いただく
よう要望する。また、大企業顧客への総合的な
リスクコントロールサービスを可能にするた
め、大規模商業物件の引受対象種目を企業物件
に必要な「全種目」に拡大していただくよう要
望する。外資系損害保険会社の許認可取得地域
外での損害保険の引き受けは、大規模商業物件
（投資総額1億5,000万人民元超かつ企業の保険
料総額が40万人民元超の物件）に限定されてい
るが、当物件の限度額を引き下げも要望する。
③2012年4月に兼業代理店の新規登録について、
金融機構と郵政を除いて暫定停止となっている
が、消費者利便性、保険サービスの向上、保険
普及の観点より、厳格な募集人制度や禁止行為
の構築など明文化したうえで、兼業代理店の暫
定停止措置の解除を要望する。
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④自動車保険・自賠責保険のシステムが各地によ
り異なる仕様となっている。保険サービスの向
上、保険普及、および各社が負担するシステム
開発・メンテナンスコスト削減の観点から、今
後自動車・自賠責保険システムの改定が予定さ
れる場合には、中国国内のシステム統一化を視
野に改定を行っていただくよう要望する。
⑤北京市・天津市・河北省の共同発展について、
2015年12月「保険業服務京津冀協同発展に関
する中国保険監督管理委員会の指導意見」（保
監発「2015」106号）、2017年4月「3地域保
険会社・保険代理機構の地域に跨る経営に対す
る届出管理のトライアルに関する通達」等の通
達が出状されている。同通達で実施が予定され
ている事項について、早期の実現を要望する。
⑥C-Ross（中国風険導向的償付能力体系）のソル
ベンシーマージン比率の必要最低資本計算にお
いて、中国国内に比べて中国国外の再保険者に
対する信用リスク係数が高く、非差別的な取扱
いを志向する中国銀行保険監督管理委員会の立
場と一貫していない。中国国外の再保険者が中
国国内の再保険マーケットにアクセスできるよ
う国内外問わず再保険者の信用力に応じた係数
の見直しを要望する。
⑦外資損害保険会社がサービスを総合的に行い、
消費者の利便性や満足度を向上させるために、
企業に対するリスク管理サービスや、日本での
保険加入者が中国で事故に遭った場合のアジャ
スティング業務（審査業務）サービスなどが提
供できるよう、業務範囲に「保険関連のその他
業務」を加えることを要望する。
⑧保険会社経営者層への研修制度について、外
国人の場合には通訳を介した研修や社内研修
による代替などの緩和措置を要望する。また
非常勤董事や社外董事の場合には、研修時間
や研修内容の縮小など見直しを要望する。ま
た、中国銀行保険監督管理委員会（協会）が
主催する研修については前広なスケジュール
通知を要望する。
⑨経営層の任職については、任職予定者が外国籍
の場合には試験だけではなく、当局指定の研修
に参加することで代替できるよう、選択制にし
ていただく事を要望する。
⑩国内保険会社は1度に複数の支店開設の申請が
可能であるにもかかわらず、外資保険会社が1
回の申請で開設できる支店数は1つに限られて
いる。外資保険会社についても国内保険会社と
同様に、1度に複数の支店開設の申請ができる
よう要望する。

４．証券
2017年末時点の世界の株式時価総額のうち、日中は、
日本取引所が6兆2,228億ドルで世界第3位（前年と同ラン
ク）、上海証券取引所が5兆896ドルで同4位（前年と同ラン
ク）、深圳証券取引所が3兆6,216億ドルで同8位（前年第7
位）であった。中国全体では8兆7,113億ドルとなった（2016
年末時点では7兆3,207億ドル）。
2017年の世界の株式売買代金のうち、日中は、深圳証券
取引所が9兆1,120億ドルで世界第4位（前年第3位）、上海
証券取引所が7兆5,634億ドルで同5位（前年と同ランク）、
日本取引所（東京）が5兆8,129億ドルで同6位（前年と同
ランク）であった。中国全体では16兆6,754億ドルとなった
（2016年は19兆982億ドル）。

中国の証券業界状況
対内証券投資と対外証券投資

第３部

外国人投資家による国内証券市場への投資を認めるQFII
（適格外国機関投資家、Qualified Foreign Institutional
Investorsの略称、2002年11月導入）制度の下、2018年2
月末時点で286社が計991億5,900万ドルの運用枠を認め
られている（2017年2月末時点では278社が計892億900
万ドル）。うち、日本勢は19社、26億7,900万ドルとなって
いる。また、オフショア人民元を中国本土で運用するため
のRQFII（ 人民元建て適格外国機関投資家、2011年12月
導入）制度の下、2018年2月末時点で196社が計6,123億
6,200万元の運用枠を認められている（同様に181社が計
5,411億2,900元）。

各産業の現状・建議

一方、中国国内の 金 融 機 関による対外 証 券 投 資を認
めるQDII（ 適格国内機関投資家、Qua lif ied Domest ic
Institutional Investorsの略称、2006年4月導入）制度の
下、2018年2月末時点で132社が合計899億9,300万ドル
の運用枠を認められている（2015年3月末に899億9,300
万ドルとなってから、新規・増枠ともに運用枠は認可されて
いない）。

合弁証券会社および合弁運用会社の新設・再編

2017年は、証券業では、後述のCEPA（経済貿易緊密化協
定）補充協議十の枠組みの下で、香港資本への優遇策を利
用した合弁会社2社（匯豊前海証券、東亜前海証券）が設立
された（2016年に設立が認可された申港証券、華菁証券を
含め計4社に）。アセット・マネジメント業では、合弁会社の
設立は無かった。

具体的な問題点と改善状況
外資による中国証券業および
アセット・マネジメント業への参入規制緩和

外資による証券業への参入は、2001年のWTO（世界貿易
機関）加盟以前は、個別の認可によって認められたケースも
あったが、正式に認められたのはWTO加盟後である。外資
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参入は主に合弁会社設立の方式で、WTO加盟時は33％が
外資出資上限であった。また、合弁会社には、国内系証券会
社の主要業務の一つである国内投資家向け上場株式（A株）
のブローカレッジ業務やトレーディング業務が認められてお
らず、認可取得時期も明示されていなかった。2018年1月末
時点で登録証券会社は131社あり（中国証券監督管理委員
会（証監会））、うちWTO加盟と前後して合計14社の外資系
合弁証券会社が認可されているが（うち3社は既に合弁を解
消）、WTO加盟以前に認可された中国国際金融と中銀国際
証券には、例外的にA株のブローカレッジ業務やトレーディ
ング業務が認められている。2012年10月には、①合弁証券
会社の外資出資上限の49％への引き上げと、②経営期間が
満2年を経過すればライセンスの拡大を申請できる内容の
細則が公布された。
中国で証券投資信託の設定・運用を行う基金管理会社
は、2018年1月末時点で113社設立されており（証監会）、う
ち45社が外資系基金管理会社となっている（うち日本勢は3
社）。証券業と同様に、WTO加盟当初、外資33％出資の合
弁による基金管理会社の設立が認められ、その後、出資可
能な比率が49％まで引き上げられた。
外資参入規制のうち、2013年10月から始まった「中国（上
海）自由貿易試験区」
（上海FTZ）では、ネガティブリストを
採用したサービス業の対外開放の実験を行っている。2015
年3月からは新たに3地域、2017年3月からはさらに7地域に
もFTZが拡大された。FTZでは証券分野も実験対象となっ
てはいるが、証券業およびアセット・マネジメント業への外
資参入は、上記の11地域に適用される2017年版ネガティブ
リストでも、既存の中央レベルの参入規制が課されている。
また、国家発展改革委員会と商務部が2017年6月28日に公
布した外商投資産業指導目録（2017年版目録）からは、奨
励類の中でも持分比率制限等の投資分野や、制限類・禁止
類の投資分野を、
「外商投資参入特別管理措置」という名称
で、中央レベルでもネガティブリストとして統合して管理する
方針に変更したものの、証券会社・基金管理会社は制限類
として、従来の規制が継続する内容となっている。一方、中
国本土－香港間のCEPA（経済貿易緊密化協定）補充協議
十では、香港資本の証券会社による合弁証券会社の設立に
ついて、進出地域を限定しながらも、フルライセンス、外資
出資比率最大51％、証券会社以外の中国側合弁相手の容
認といった優遇条件が設定されている（マカオ資本の証券
会社も同様）。
その後、2017年1月17日に国務院が公表した「対外開放
を拡大し外資の積極的利用に向けた若干の措置に関する通
知」
（新外資政策）、8月16日に国務院が公表した「外資誘致
促進に向けた若干の措置に関する通知」、10月の中国共産
党第19回党大会で採択された方針（直接金融の割合の引き
上げやサービス業の対外開放の拡大）、11月8～10日の米ト
ランプ大統領の訪中時の米中首脳会談を受け、11月10日、
中国政府（財政部）は金融業の外資参入規制の緩和を発表
した。そのうち、証券分野（証券会社、基金管理会社）では、
従来の外資出資上限を49％から51％に引き上げ、外資に経
営権を与えることを認めた。加えて、51％に引き上げてから3
年後をめどに、出資制限を撤廃するとし、外資100％出資へ

の道を開いた。これらの政策や方針に基づき、2018年3月9
日、証監会は、外資系証券会社に関する既存の規則を「外
商投資証券会社管理弁法」に名称変更した上で草案を公表
し、パブリックコメントに付した。草案の中で、外資の証券会
社への出資面での規制緩和では、中国側合弁パートナーは
中資系証券会社に限らないとした上で、①上場中資系証券会
社への外資出資上限（現時点では51％）を非上場中資系証
券会社にも適用し、②上場中資系証券会社への外資単独の
出資上限を30％に設定した。また、ライセンスについては、
証券法125条に定める業務（①証券ブローカレッジ、②証券
投資顧問、③証券取引、証券投資活動と関連する財務アドバ
イザリー、④証券引受およびスポンサー、⑤証券トレーディ
ング、⑥証券資産管理、⑦その他証券業務）を、原則、同時
に4つ申請することができるとし、1年後には追加申請がで
き、毎回2つ申請できるとした。
なお、他の証券業のうち、証券投資顧問会社については、
CEPA補充協議六の下で、香港証券会社のみを対象に、①中
国本土証券会社との合弁形式（中国本土証券会社の子会社
扱い）、②外資出資上限は33％、③ライセンスは投資顧問業
務、④設立地は広東省、との条件での外資進出が容認され
ている。一方、中国証券業協会は、2015年1月19日、上記の
新9条意見を受け、証券投資顧問会社のライセンスの範囲
に、①全国中小企業株式譲渡システム（いわゆる新三板）で
の登録スポンサーおよびマーケットメイク業務、②私募業務
を追加した。香港以外の外資の参入が制限された中での証
券投資顧問会社のライセンスの拡大は、サービス業の対外
開放における内外無差別の観点から課題である。

第３部
各産業の現状・建議

以上に対し、日本では、法制上、外国金融機関の進出を
内外無差別で取り扱っている。
「戦略的互恵関係」の証券
分野における進展のために、また中国の証券業およびアセッ
ト・マネジメント業の業界の発展への貢献や中国企業の資
金調達への貢献の観点から、実施段階に移った各種規制緩
和の法令化と日程の公表を引き続き期待する。

国内外投資規制の緩和

QFIIの運用枠は、2013年7月、既存の500億ドルから
1,500億ドルへと大きく引き上げられた。2016年2月のQFII
による投資実行後のロックアップ期間の短縮化（1年から3
カ月に）や、QFII・RQFIIによる銀行間債券市場での債券投
資上限枠の撤廃に続き、同年9月末には、証監会はQFII・
RQFIIの資産配分に対する窓口指導を撤廃することを表明
した。従来、QFIIに対しては株式投資比率50％以上、QFII・
RQFIIに対しては現金保有比率が20％を超えないことを求
めていた。ただし、QFIIにせよQDIIにせよ、依然としてライセ
ンスと運用枠の制限がある。また、非公開市場でのPE（プラ
イベート・エクイティ）投資や不動産投資に関する法令も整
備されてきてはいるが、外国人投資家による申請手続や認
可基準等が必ずしも明確になっていない。
国内投資規制の緩和による外国人投資家を含む機関投
資家の参画は、
（1）市場の流動性提供、
（2）新たな投資手
法や評価手法の導入、
（3）企業のガバナンスの改善等の効
果が期待され、市場の質的向上に繋がるものである。しかし
ながら、中国の株式市場では、外国人投資家の株式保有比
率は2.07%に過ぎない（2017年12月末）。一方、日本は個人
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投資家が17.1%、外国人投資家が30.1%となっている（2017
年3月末）。国外投資規制の緩和は、中国投資家に分散投資
の機会を提供し、国内市場の過熱を押さえる効果がある。
こうした中で、2014年11月から上海・香港相互株式投資制
度、2016年11月から深圳・香港相互株式投資制度がそれ
ぞれ始まり、個人投資家も、上海・深圳や香港の現物株を
双方向で売買できるようになった。2015年12月からは、中
国本土・香港ファンド相互販売制度の下で、事前に登録さ
れた公募投信の中国本土－香港間での双方向での売買が
始まった。2017年7月からは、海外の機関投資家を対象に、
香港経由、中国本土の銀行間債券市場で売買を行う新たな
制度として中国本土・香港債券市場相互接続協力制度（債
券通、ボンドコネクト）が始まった。導入当初は、中国本土
向けのノースバウンドとなる。今後、現物株以外の商品（ETF
（Exchange Trade Fundsの略称、上場投資信託）など）
や、香港以外の海外市場を対象とした相互投資制度の整備
も期待したい。なお、いずれの制度開始の直前にも、個人投
資家に対するキャピタルゲインの免税措置が明確にされた
が、既存のQFIIやRQFIIが上海・香港相互株式投資制度の
開始前に取得したキャピタルゲインに対しては中国当局から
遡及課税の方針が出されたため、外国人投資家からは対中
証券投資の制度リスクとして認識される結果となっている。

中国国内での外資企業のファイナンス緩和

外資企業が中国国内で資本市場を使って資金調達を行お
うとする場合、制限的に運用されているか、そもそも関連制
度が無い場合がある。まず株式市場では、合弁企業の国内
上場に関する法令は整備され、日本企業（事業法人）の上
場実績もあるが、非居住者については上海証券取引所の国
際板の開設を待たなければならない。次に外資企業の中国
国内での債券発行のうち、非居住者人民元建て債券の「パ
ンダ債」については、2015年11月のIMF（国際通貨基金）の
SDR（特別引出権）構成通貨への人民元の採用の前後に、銀
行間債券市場で外国政府や外国金融機関・事業会社の発行
が相次いだものの、中国と異なる会計基準を採用する発行体
にとっては、当局間の監督上の協力が事前に必要であった。
このうち、日中間については、2017年12月22日、金融庁と財
政部が北京で監査監督上の協力に関する書簡の交換を行い
発行環境が整備され、2018年1月16日、日本のメガバンク2
行が、日本の発行体として初めてパンダ債を発行した。また、
居住者については、自主規制機関（中国銀行間市場取引者
協会、英文略称NAFMII）の会員資格を得ることを条件に容
認されている（これまでに日系商社のCP発行、日系自動車金
融会社の金融債や資産証券化商品の発行実績あり）。
中国国内での株式発行にせよ債券発行にせよ、世界有数
規模となった中国の発行市場を外資企業は活かしきれてい
ない。前述の新外資政策には、外商投資企業による中国国
内での上場や社債発行を促進する方向性が盛り込まれてい
る。中国国内での外資企業のファイナンス緩和は、発行体の
多様化を通じた中国資本市場の発展を促し、投資環境の改
善にも繋がるものである。

中国企業の海外での株式上場規則改正・緩和

中国企業のグローバル化に伴って、柔軟な財務戦略を

確保できることが益々重要になっている。以前は、中国企
業が海外で上場する場合、海外でタックスヘイブンのSPV
（Special Purpose Vehicle）を設立し、当該SPVが上場する
スキームを組むことができた。
一方、2006年に制定・施行された「外国投資家による
国内企業の合併・買収に関する規定」
（いわゆる10号令）
により、SPVの設立や海外上場に関し審査・認可が厳格に
行われるようになった。また、資本取引の面からは、国家
外為管理局が2005年10月の75号令により、SPVが海外上
場によって調達した資金を国内に持ち込む方法が制約を
受けることとなった。この結果、新規にSPVを設立して中

国企業が海外で株式上場を行うことは事実上困難となっ
た。2012年12月には、中国企業の海外上場の条件を緩和
しているが（純資本4億元以上、過去一年の税引き後利益
6,000万元以上、資金調達額5,000万ドル以上をそれぞれ
廃止）、業種によっては証監会以外の部門の認可が残って
いる。その後2014年12月、証監会から中国企業の海外上
場時の財務審査の取消し等の緩和策が、また国家外為管
理局から海外上場時の調達資金の両替審査の取消し等の
規制緩和がそれぞれ行われた。今後も中国企業の海外で
の全面的な株式上場規制改正・緩和を期待する。

外国指数ETF市場の早期開設

第３部
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外国指数ETFの中国国内上場は、中国投資家に分散投資
の機会を提供し、国内市場の過熱を押さえる効果がある。ま
た、中国投資家に対外投資を解禁するにあたり、個別銘柄で
あると発行体情報、証券情報の提供の問題が生じるが、株
価指数のETF経由の投資であれば、情報アクセスの問題が生
じず、リスク分散効果もある。加えて、ETFは原指数との連動
性が高いことが信頼性のキーとなるが、中国と同一時間帯で
取引が行われており、指数との連動性が実感しやすい日本
株はETFを使った投資の入り口として適している。
以上の背景に加え、外国指数ETFの中国国内上場は、中
国証券取引所の国際化や中国投資家の対外投資を定着さ
せていくことにも繋がるものである。既に上場している香港
株、米国株、ドイツ株のETFに続き、今後は日本株ETFの早
期認可を念頭に、外国指数ETFの上場申請手続の簡素化を
期待する。

クロスボーダー人民元取引規制の緩和

人民元建て対内証券投資制度としてのRQFIIの運用枠が
配分されている国・地域は、2014年末の10から2017年末に
は19にまで拡大した。
また、2017年の人民元建て対内直接投資は1兆1,800億
元となった（2016年は1兆3,988億元）。2011年10月に公
布・施行されたルールでは、出資金額が3億元以上の場合は
中央の商務部が審査することとなっていたが、2013年12月
の新たなルールでは当該審査が撤廃された。それでも外国
企業は、ルールの運用に関する安定的運用や予見可能性の
向上に引続き関心を有している。
対内証券投資にせよ、対内直接投資にせよ、オフショア人
民元の中国本土への還流ルートの整備・拡充は、人民元の
国際化にも資するものである。このため、東京市場も含めた
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RQFIIの運用枠の一層の拡大や外国金融機関へのライセン
ス付与、人民元建て対内直接投資に関する認可規制の緩和
やルールの安定的運用を期待する。

中国国有企業の新規公開や株式売出しに関する
日本の金融機関の主幹事獲得への協力

これまで中国国有企業の大型の新規公開案件では、欧米
の金融機関を中心とした主幹事選定が行われている。一方、
中国の隣国である日本には、約1,800兆円に上る個人金融
資産があり、中国国有企業は日本から多額の資金を有利な
条件で調達することが可能である。同時に、日本は中国国有
企業の経営に理解を示す株主となり、長期的視野での安心
できる企業経営の基礎を提供することができる。こうした日
中の事情に通じた日本の金融機関は、円建てであれ人民元
建てであれ、中国国有企業の資金調達において重要な役割
を果たすことができる。
また、前述のパンダ債に関し金融庁と財政部との間で交

わされた書簡は、日本で起債する中国の発行体に投資を行
う日本の投資家の保護に資することも目的としているもの
で、日中双方で自国市場での起債のための環境整備を行っ
ている。同書簡交換後、中国の発行体として、中国東方航
空が、2018年2月2日、東京証券取引所の「東京プロボンド
市場」で、500億円の発行プログラムを登録し、開示してい
る。中国の発行体の同市場での発行プログラムの登録は、
2016年2月の中国工商銀行東京支店（40億ドル）に続いて
第2号となる。今後も中国の発行体による東京市場の活用
を期待したい。

＜建議＞
① 外資による中国証券業、アセット・マネジメ
ント業への参入規制の緩和ならびに撤廃につい
て、以下を要望する。
・参入規制の緩和ならびに撤廃と業務範囲の拡大
・ 投資銀行業務と関連するホールセール業務（機
関投資家向けブローカレッジ業務、リサーチ業
務、投資顧問業務等）の拡大やクロスボーダー
M&A業務の展開支援
・外資の出資比率の規制緩和、特に2017年11月
10日に中国政府（財政部）が発表した①外資出
資上限の51％への引き上げおよび②引き上げか
ら3年後の出資規制撤廃に関する外商投資産業
指導目録および細則の公表
・中国側合弁相手の業種の完全自由化、もしくは既
存形態の中での親子証券会社間の競合禁止ルー
ルの撤廃
・証券投資顧問会社への外資参入規制の緩和と業
務範囲（新三板業務、私募業務等）の拡大
・上海等自由貿易試験区のネガティブリストから
証券業、アセット・マネジメント業を削除
・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
する。

・QFII・PE・不動産投資の規制の緩和
・申請手続・報告方法の簡略化
・投資に関する税制の明確化
・QDII等の対外投資の規制緩和
・上海・香港および深圳・香港相互株式投資制度
（滬港通、深港通）の他地域（香港以外）への
拡大、現物株以外の商品（ETFなど）への拡大
・中国本土・香港債券市場相互接続協力制度（債
券通）のうち、香港向け債券投資制度（サウス
バウンド）の内容・導入時期の公表
③中国国内での（独資を含む）外資企業のファイ
ナンス緩和について、以下を要望する。
・中国国内市場への株式上場、具体的には新三板
への株式上場や、上海証券取引所・国際板の開
設とその日程の公表
・中国国内での債券発行
④中国企業の海外での全面的な株式上場規制の改
正・緩和を要望する。
⑤日本株を対象としたETFの早期認可を要望する。
・外国指数ETFの上場申請手続の簡素化
⑥ クロスボーダー人民元取引規制の緩和につい
て、以下を要望する。
・RQFIIの規制の緩和
・オフショアからの人民元建て直接投資の規制の
緩和

第３部
各産業の現状・建議
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⑦中国国有企業・金融機関の新規公開や株式売
出を通じた資金調達支援のため、日本の金融
機関も貢献すべく、主幹事獲得への協力を要
望する。
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第９章
観光・レジャー
1．旅行
2017年、中国を訪れた日本人の数は年間268万人（前年
比3.6％増）と若干の回復基調にあるものの、過去最高で
あった2007年（年間397万人）と比べ7割弱の水準に留まっ
ている。日本人の出国者数が増加傾向にあるなか、この10
年間での訪問者数の減少は著しく、他方面と大きな乖離が
ある。一方、日本を訪れた中国人の数は年間735万人（前年
比15.4％増）と2014年以降過去最高人数を更新し続けて
おり、訪日旅行市場においても中国は最大市場の位置づけ
を維持している。
旅行市場の発展に向けては、発地側・受地側双方での
理解、取り組みが必須であり、建議に基づく早急な対応が
求められる。

2017年訪中日本人観光マーケットの動向
第３部

日本発／日本からのアウトバウンド動向

各産業の現状・建議

日本人出国者数は2012年の1,849万人をピークに微減
状態が続いたが、2016年より持ち直し2017年においては
1,788万9,000人と過去2番目の水準へ回復を続けている
（法務省出入国統計）。観光庁は2012年より5カ年に渡り
推進をしてきた観光立国推進基本計画に基づいて、新たに
2017年からの4カ年を計画期間とした改定計画を推し進め
ており、日本人の海外旅行者数については2020年の到達目
標を2,000万人として、より一層の国際相互交流推進を図っ
ていく方針である。

中国着／中国へのインバウンド動向

中国国家旅游局統計速報値によると、2017年の訪中外
国人数は2,917万人（前年比3.6％増／香港・マカオ・台湾
地区を含まない）と増加しており、それに伴い中国内で旅
行関連業に直接的または間接的にかかわる就業者人口は
7,990万人にのぼり、全就業者人口に対して10％を超えるま
での産業に成長しつつある。外国人受け入れにあたっては、
2017年においてもトランジットビザ免除措置の対象エリア
拡大、対象国籍追加、滞在期間拡大などのさらなる規制緩
和により、観光、ビジネス等の短期訪問も含め受け入れの動
きが進行している。今後のインバウンド発展に向けては、受
け入れ量の拡大とあわせたインフラ・サービス品質の向上
が求められる。

日本発中国着

2017年訪中日本人数については中国国家旅游局統計は
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未発表ではあるが、中国国家観光局駐日本代表処・首席代
表の談話によると「2017年の日本から中国への訪問者数は
3.6％増の268万人」であった。過去最高を記録した2007
年（年間397万人）との比較では7割弱の水準に留まってい
る。近年の低迷要因の1つとして、中国に対するイメージの
低下が挙げられるが、中国の社会発展、経済成長、さらには
環境政策への取り組みなどにより、大気汚染、食の安全性
などのネガティブなイメージについては地道ながら改善に
向かっていると考えられる。一方で海外旅行訪問先を検討
するにあたり、旅行者にとって目的地および滞在プランの想
起が重要となるが、中国に対する旅先としてのイメージにお
いては欧米・アジア他諸国と比べ限定的であり、また世代別
にみても偏りがある。毎年、内閣府が実施する「外交に関す
る世論調査」の最新データ（2017年10月実施）では、中国
に「親しみを感じる」とする者の割合が18.7％（前年データ
16.8％）と微増ながらも回復傾向にあるが、過去最高の訪
中日本人数を記録した2007年調査データ（34.0％）と比較
すると、さまざまなイメージ向上への取り組みが重要である
ことが分かる。世界遺産（52カ所）をはじめとした豊富な観
光資源、日本へのかかわりの深い文化・歴史、交通アクセス
など、日本からの旅行先検討において諸外国に勝る優位性
を有するにも関わらず、ポジティブなイメージが十分に伝え
切れていない。ネガティブを払拭し、ポジティブを浸透・拡
散するためにも、中国国家旅游局、地方旅遊局が主体とな
り、メディア、旅行会社とともに一蓮托生となって積極的な
訪中旅行プロモーション、商品企画・販売支援、誘客支援を
早期に実施するよう要請したい。
一般社団法人日本旅行業協会（JATA）では、訪中日本
人数の350万人の復活を目標として掲げ、日中観光文化交
流団（3,000名/2015年）、中国旅行復活緊急フォーラム
（2016年）、日中国交正常化45周年プロジェクト(2017年)
とこれまでもさまざまな事業を展開し、日中平和友好条約
締結40周年の節目の年にあたる2018年においても、二国
間の観光交流の拡大を図るべく中国の需要回復、喚起に取
り組んでいる。

2017年訪日中国人マーケットの動向
中国発／中国からのアウトバウンド動向

中国国家旅游局統計速報値によると、2017年の中国から
の海外旅行者数は1億3,051万人（前年比7.0％増）と毎年過
去最高を更新し続けている。訪問国別では、タイ、日本、ベ
トナム、ロシア、カンボジアの順となり、近年各国の査証取
得条件の緩和、航空路線の拡大、中国元高などの要因も加

わり、更なる増加が見込まれる状況にある。
中国旅游研究院、携程旅游集団（C-TRIP）の共同リリー
ス（2018年3月）によると、海外旅行者の年代別データで
は、1980年代生まれ以降が占める割合は全体の約6割近く
を占め、また旅行形態別データでは、これまで定番であっ
た団体ツアー旅行の利用比率を、自由旅行とオーダーメイ
ド旅行を加えた比率が上回り、旅行者が自由にそして目的
を持って海外旅行をする時代へと進化していることが分
かる。中国最大規模のオンライン旅行社C-TRIPにおける
2017年海外旅行検索ワードでは、ビーチリゾート、グルメ、
自然探訪、アウトドアスポーツ、家族親子の順にランキング
され、近年の象徴とされてきた「爆買い」に代表されるモノ
消費から、
「経験・体験」を目的としたコト消費へのシフト
が顕著である。

日本着／日本へのインバウンド動向

日本政府観光局（JNTO）推計値によると、2017年の訪
日外国人数は過去最高の2,869万人（前年比19.3％増)とな
り、集計対象とする主要20市場全てにおいても過去最高の
人数を記録した。各市場別にみても、中国本土(735万)と韓
国(714万人)は全市場で初めて700万人台に達したほか、こ
れに台湾と香港を加えた東アジア4市場は、前年比21.9％
増の2,129万人となり、訪日外客数全体の70％以上を占め
た。航空路線の拡充やクルーズ船寄港数の増加、査証要件
の緩和に加え、これまでの継続的な訪日旅行プロモーショ
ンなどが主な要因と考えられる。

第３部

中国発日本着

各産業の現状・建議

2017年訪日中国人数については735万人（前年比15.4％
増）となり、2014年以降過去最高人数を更新し続け、訪日
旅行市場においても中国は近年最大市場の位置づけを維
持している。国土交通省統計によると日中間の国際旅客定
期航空便数（直行便）では2017年夏期スケジュール（1,058
便／週）、冬期スケジュール（1,026便／週）と国別におい
ても韓国と並び最大シェアを保ち、チャーター便就航とあ
わせ運航数・供給量を増加させた。クルーズ船では船舶観
光上陸許可数203万人（前年比26.6％増、法務省出入国統
計）と中国人が全体の83.0％を占有し、中国沿岸部居住者
中心の利用から内陸部居住者へも利用が大きく拡張し、結
果として空路海路いずれも訪日旅行の総需要拡大に大きく
貢献した。2017年5月には中国人の訪日査証発給要件が緩
和され、個人旅行（FIT）を中心に夏期ピーク時期以降の躍
進に寄与したと考えられる。

外商独資旅行社に対する
中国公民の出境旅游経営の開放
2011年以降、外資系合弁旅行社に対しては中国公民出境
旅游業務の取り扱いが一部制限のもと認可されたが、外商
独資旅行社に対する同業務においては一切の認可がされて
いない。
日系独資旅行社は長年に亘り中国国内の旅行会社や宿
泊機関などとの連携協力を通じて、中国の観光関連産業
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のサービス水準向上と経済的な発展に大きく貢献し、日中
両国の観光・文化・経済交流の発展に寄与してきた。しか
しながら、日系独資旅行社は主たる業務が入境旅行と中
国国内旅行等に限られているため、近年の訪中日本人減
少の影響を大きく受け、経営基盤が脆弱化している企業も
少なくない。
高水準な旅行サービス品質を提供するノウハウとシステ
ムは日本の旅行会社が誇るものであるが、それは世界最高
水準の旅行サービス品質を求める日本の消費者の要求に

応える企業努力を続けてきた日本の旅行会社のみが保有す
る強みである。各日系旅行会社は、長年日本国内で蓄積し
た旅行商品造成をはじめとするさまざまなノウハウや予約
手配システム、また日本のみならず世界中の手配ネットワー
クを保有しており、その中でも大手旅行社が中国に進出して
いる。
近年、中国人の海外旅行に求めるニーズが多様化する動
きが活発化し、訪日旅行においても団体旅行から個人旅行
（FIT）へ、大都市から地方都市へ、モノからコトへ、定番

から口コミへ、多様多種の価値を追求し旺盛な消費行動が
顕著となっている。一方で、供給される旅行商品・サービス
を取り扱う中国発地側旅行社の中には、その複雑化する顧
客ニーズへ十分に応えられずサービス品質を維持できてい
ないとの見方も存在する。特に価格競合の激しいオンライ
ン旅行会社（OTA）では、掲載価格の比較が優先されサー
ビス内容については軽視される傾向にあり、また悪質な旅
行社斡旋によるガイド、車、ドライバー、民泊施設などの違
法サービス提供も大きな問題となっている。
日系独資旅行社が有する世界ネットワークと高水準な旅
行サービス品質のノウハウを活用して出境業務を行うこと
は、中国国内旅行会社の活性化、業界発展速度の加速化、
投資の拡大、雇用創出、そして何よりも中国公民の海外旅
行の高度化に大きく寄与できると考える。加えて日本国内
に販売基盤を持つ各日系独資旅行社がインバウンド・アウ
トバウンド双方向の業務を行うことにより、訪中日本人数
の回復にも貢献できるものと考える。外商独資旅行社に対
する中国公民の出境旅游経営の開放を強く要望するもので
ある。

訪中外国人旅行者への
サービスインフラ整備
いまや中国でのライフスタイルに欠かせない機能を担っ
ているスマートフォン。インターネットを介したサービス提供
により、情報検索、商品予約、支払決済、情報認証、通信通
話などに至るまで、あらゆる生活インフラの基幹となってお
り、中国における生活への浸透度合いは極めて広範囲にわ
たる。中国を初めて訪れる外国人旅行者に対しても、旅先
での便利なサービスが享受できる半面、さまざまな制約に
より多くの不便に直面することがある。
旅行者にとって滞在中の必須要素となる現地交通、観
光、購買（買物・食事）の各場面において、いずれも決済機
能・SNSに紐づいたサービス提供が主体となっているため、

そうしたツール機能を持ち得ない外国人旅行者にとって
は、本サービス利用にあたっての代替手段により多くの手間
と時間を要するか、もしくはサービス自体が一切利用ができ
ないものもある。
年間3,000万人に迫る中国を訪れる外国人にとって、観光
施設、高速鉄道などの事前予約・入場時の円滑手続、さら
には地下鉄・タクシー利用、購買にあたり共通で使用できる
外国人旅行者向けの仕組み（カード、スマートフォン認証）
を整備し利便性を向上させることにより、多くの旅行者誘致
へのアピールに繋がるものと考える。GPS機能を活用して自
在に貸出、移動、返却が可能な自転車シェアリングサービス
は、手軽な移動手段としてだけではなく、エコツーリズムな
どの観点からも旅行者にとっての魅力は大きい。
世界遺産をはじめとした豊富な観光資源を有し、先進的
なサービス提供システムが浸透する中国において、外国人
旅行者に対しても同様の受け入れサービス機能を共通化す
ることが、今後のFIT（個人旅行）をはじめとした訪中旅行
者の増加に大きく貢献すると考える。サービスインフラの整
備を強く要望する。

＜建議＞
①外商独資旅行社に対する中国公民の出境旅游
経営の開放
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2011年以降、外資系合弁旅行社に対しては
中国公民出境旅游業務の取り扱いが一部制
限のもと認可されたが、外商独資旅行社に
対する同業務においては一切の認可がされ
ていない。
2017年の中国公民の訪日旅行者数は700万
人を超え、2014年以降毎年最高記録を更新
し続けている。訪日をはじめとした中国から
の海外旅行需要は年々高まる傾向にあり、ま
た旅行者のニーズは多様化し旅行形態も団体
旅行から個人旅行へシフトする動きが顕著に
なっている。そうした中で今後、旅行社には
品質保証・安心・安全の観点からも、より高
度な専門性、現地事情の熟知が必要とされ、
発地側・着地側双方での連携をもって、迎え
得るグローバル化への対応が求められてい
る。日中間における双方での出入境旅行の拡
大に向けては、外商旅行社の保有するネット
ワークとノウハウも活用しながら、日中の旅
行社品質のさらなる高度化、観光関連産業の
発展を目指すことが急務であり、そのための
外商独資旅行社に対する中国公民の出境旅游
経営の早期開放を強く要望する。
②訪中外国人旅行者へのサービスインフラ整備
スマートフォンをはじめとした情報通信イン
フラ、ソフトウェアの急速な発展により、近
年インターネットサービスの利便性が著しく
向上し、中国でのライフスタイルに欠かせな

290

中国経済と日本企業2018年白書

い機能を担っているものの、中国を初めて訪
れる外国人旅行者はその機能を活用できない
場面が多い。
旅行者にとって必須要素となる現地交通、観
光、購買（買物・食事）の各場面において、
いずれも決済機能・SNSに紐づいたサービス
提供が主体となっているため、利用にあたっ
ては多くの手間と時間を要し、サービスに
よっては利用ができないものもある。
観光施設、高速鉄道などの事前予約・入場時
の手続円滑化、さらには地下鉄・タクシー利
用、購買にあたり共通で使用できる外国人旅
行者向けの仕組み（カード、スマートフォン
認証）を整備し利便性を向上させることによ
り、多くの旅行者誘致へのアピールに繋がる
ものと考える。
世界遺産をはじめとした豊富な観光資源を有
し、先進的なサービス提供システムが浸透す
る中国において、外国人旅行者に対しても同
様の受け入れサービス機能を共通化すること
が、今後のFIT（個人旅行）をはじめとした訪
中旅行者の増加に大きく貢献すると考える。
サービスインフラの整備を強く要望する。

２．ホテル
訪中日本人

ホテルなど宿泊業は、国内需要もさることながら、人・モ
ノ・金・情報のグローバル化の進行に伴い、外国からの入国
者数（インバウンド数）に大きく影響されるビジネスへと変
化してきている。また、当然のことながら、ホテルそのものが
旅の目的（デスティネーション）となることはほとんどなく、
休息や休暇の旅においては、その国や地域の魅力やイメージ
が目的（デスティネーション）決定時の要因として大きく影響
する。同観点から、隣国に位置しているにもかかわらず、過去
最高時と比べて訪中日本人が大幅に減少している現実は、早
期に対策を講じていく必要のある課題である。

日本人の訪中者数動向
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さて、中国国家旅游局発表の2017年上期（1～6月）の入
境旅游人数速報の中の外国人入国者数は1,425万人、前年
比5.8％増で、着実な増加と記されており、大きく期待できる
折り返し数値である。しかしながら、図の通り、日本人訪中
者数を2005～2016年の期間で評価すると、2007年の397
万人を最高に、2011年（365万人）、2012年（351万人）、
2013年（287万人）、2014年（271万人）、2015年（249万
人）と、右肩下がりで大きく減少傾向にあった。2016年によ
うやく259万人に増加した一方、訪日中国人の数は2016年の
数値で600万人を突破しており、訪中日本人の約2倍強の数
値を示している。2016年を除く日本人の訪中人数は減少傾
向が示されていたとはいえ、外国人全体の中国への入国者
数は増加傾向にあり、現行において大きな課題は存在しな
いように見える。しかしながら、中国への外国人入国者数に
おける年間150万人以上の国（2015年）を抽出すると、韓国
（444万人）、日本（249万人）、アメリカ（208万人）、ロシア
（158万人）の4カ国であり、如何に隣国である韓国、日本の
数値が大きく、無視できないマーケットであるかは自明の理
である。逆の視点では、大きな潜在的需要、つまり伸び代が
まだまだ残っているともいえるのである。

図：訪日中国人、および訪中日本人の推移
（単位：人）
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
出所：中華人民共和国国家旅游局、日本政府観光局、中国国家観光
局、大阪駐在員事務所ウェブサイトより筆者編集

訪中外国人数にみる特性
さて、ここで、表（１）
（２）において、2015年の訪中外国
人数のデータにおける、年齢別、性別、目的別比率から特筆
される事項を列挙する。
・年齢：24歳以下の年齢人数が、地域（総計）比率では
11.8％にも関わらず、日本の比率は6.4％に留まって
いる。逆に、45歳以上は、地域（総計）比率が42.6％
にも関わらず、日本は54.6％で高い比率を示してい
る。アメリカも同様に、45歳以上が56.7％で高い比率
ではあるが、24歳以下が13.5％で地域（総計）比率よ
りも高く、全体としてバランスが取れている。
・性別：地域（総計）比率における男性が64.7％である
が、日本の男性比率は79.9％と、ほぼ8割を占めるほ
どに高い比率である。逆に日本の女性比率は20.1％で
地域（総計）比率の35.3％と比較して大きな差が見て
取れる。ロシアでは、男性48.1％、女性51.3％と男女
比率が逆転していることも特筆される。
・目的：目的別で観光・友人知人訪問が、地域（総計）
比率で34.8％、南北アメリカ地域比率46.0％、オセア
ニア地域43.6％、韓国46.2％であるが、日本は17.7％
と極端に低い数値を示している。

表１：2015年1月‐12月 入国外国人客数（年齢・性別）
人数(万人)

合計

地域(総計)
アジア
南北アメリカ
欧州
オセアニア
アフリカ

2598
1662
311
489
78
58

24歳以下％
11.8％
11.2％
14.1％
11.5％
14.1％
6.9％

444

10.6％ 37.6％ 51.6％ 61.3％ 38.5％

249

6.4％ 38.2％ 54.6％ 79.9％ 20.1％

208

13.5％ 29.3％ 56.7％ 63.0％ 36.5％

158

12.0％ 45.6％ 41.1％ 48.1％ 51.3％

↓上位4カ国抜粋
韓国(アジア地域)
日本(アジア地域)
アメリカ(南北アメリカ
地域)
ロシア(欧州地域)

25-44
歳％
45.6％
48.3％
32.2％
44.6％
33.3％
62.1％

45歳
以上％
42.6％
40.4％
53.1％
43.4％
50.0％
25.9％
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64.7％
65.5％
62.1％
63.2％
60.3％
70.7％

35.3％
34.4％
37.9％
36.6％
38.5％
27.6％

出所：web:中華人民共和国国家旅游局cnta.gov.cn/zwgk/lysj/より筆者編集

表２：2015年1月‐12月

入国外国人客数（目的）
観光・友人
労働
知人訪問
34.8％ 13.4％
32.8％ 15.4％
46.0％
6.4％
33.7％ 12.7％
43.6％
3.8％
22.4％
8.6％

人数(万人)

合計

地域(総計)
アジア
南北アメリカ
欧州
オセアニア
アフリカ

2598
1662
311
489
78
58

商用
(会議等)
20.7％
18.6％
17.0％
28.4％
17.9％
36.2％

444

24.8％

46.2％

9.0％

19.6％

249

30.9％

17.7％

4.4％

46.2％

208

17.8％

46.2％

6.7％

28.8％

158

34.2％

40.5％

15.2％

8.9％

↓上位4カ国抜粋

韓国(アジア地域)
日本(アジア地域)
アメリカ(南北アメリカ地域)
ロシア(欧州地域)

出所：中国国家旅游局ウェブサイトより筆者編集
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男性％ 女性％

その他
31.0％
33.1％
29.6％
24.7％
30.8％
12.1％

日本人集客のための方向性
さて、過去最高時と比較すると日本人の訪中人数が大き
く減少し、ここ10年余りで2007年の397万人から約4割減
少している。逆に訪日中国人数が600万人を超えている現
状において、正に相互交流の不均衡が発生しており、近隣
国のマーケットであるがゆえに、早期の是正が求められる。
先述の訪中外国人数からみた特性において、日本からの旅
行者の年齢層が高齢者に偏り、若い人、特に20代前半まで
の人が極端に少ないことが示唆されている。また、性別比率
では、男性がほぼ8割で、女性が僅か2割という比率である。
そして、目的別では、他国と比較して観光目的の入国者数が
僅か17.7％で、2割にも満たないのである。つまり、日本人を
集客するためのマーケットは、
「観光を目的とした20歳代の
若者で、特に女性」に存在するといえるかもしれない。つま
り、入国者数の改善を期待するためには、このターゲットを
集中的に掘り起こす必要がある。
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日本国内での調査ではあるが、地域振興機関「じゃらん
リサーチセンター」が毎年行っている「じゃらん宿泊旅行
調査2017」
（2016年4月～2017年3月）の旅行者意識調査
（出張・帰省・修学旅行などは除く）をみると、
「旅行が趣
味である」と答えた人が平均で61.3％、そして女性の20～
34歳が最も高く65.4％を示している。また、今後一年以内に
行ってみたい旅行では、
「おいしいものを食べる旅行」
「環
境を変えて気分転換をする旅行」「家族や恋人などと絆を
深める旅行」「友人・仲間との関係を深くする旅行」などが
上位を占め、特に20～34歳の女性の意識が高いことが示
されている。つまり、日本国民の半数以上が「旅行を趣味」
と考えており、そこに大きなビジネスチャンスが存在する。
また旅行の目的を「美味しい食」
「環境変化」
「気分転換」
「絆・関係の前進」に置くことによって、旅行という移動行
動によって自分にプラスとなる変化を得られる国や地域、場
所を探し求めていることが示唆されているのである。
例えば、中国・北京は、日本のすぐ隣国・地域であり、飛
行機で約3時間、東京-大阪間の新幹線移動時間と同程度
である。日本国内旅行と同じ感覚をもってもよいくらいの距
離感である。日本人、特に「観光を目的とした20歳代の若
者で、特に女性」が求める「美味しい食」「環境変化」「気
分転換」
「絆・関係の前進」を目的とする旅に応えることの
できる国や地域のイメージ創りをし、それを今以上に継続
的に内外に伝えること、つまりプロモーションを実施するこ
とによって、少しずつかもしれないが、日本人の訪中人数は
回復してくると信じるものである。例えば「環境変化」でい
えば、代表的な大気汚染（PM2.5）である。まだまだ改善す
る必要はあるが、工場の排出規制や自動車の運転台数制
限などさまざまな対策が実施されていることにより、毎年大
幅に改善されてきており、直近では政府の打ち出した電気
自動車などの普及強化施策は国のイメージ向上に大きなイ
ンパクトを与えるに違いない。大気汚染（PM2.5）というよ
うな国を挙げての大きな課題から身近にある小さな課題ま
で、一つ一つ着実に改善し、その事実を内外へ積極的に観
光プロモーションとして取り上げて告知（PR）する。この繰
り返しによって、日本人が中国に対するイメージとして「美味
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しい食」
「環境変化」
「気分転換」
「絆・関係の前進」を感
じることができれば、さらに多くの若者、女性を中心とした
日本人が訪中することが期待できるのである。

＜建議＞
①大気汚染（PM2.5）につき数値の改善がみら
れ、工場の排出規制や自動車の運転台数制限な
ど対策が実施されていることで効果が表れてお
り、今後も継続的に対策を施していただきなが
ら、その努力と改善の兆しが見えてきていると
いうことを、目に見える形で、積極的に海外へ
情報発信していただくことを要望する。
②中国当局が放映を認定しているCNNやNHK
国際放送が、中国に関わる内容を放映した際
に、突然画面が真っ黒になることがある。事
情を知らないホテルの宿泊客から、客室のテ
レビが壊れたとの苦情を受けることもある。
画面が消えることは仕方がないとしても、消
えている間は「都合により暫く放映を見合わ
せる」等のテロップを画面に流す等の対応を
実施していただけることを要望する。
③毎年交通渋滞やバイク・自転車の無灯火運転
が深刻になっているように感じられるが、観
光客など慣れない歩行者の横断の妨げとなり
危険とも隣り合わせで良いイメージは存在し
ない。また、電動バイクは音がしないためさ
らに危険である。交通マナーの指導の徹底を
要望するとともに、安心安全なまちづくりを
期待する。
④日本人就労ビザの取得条件が厳しく、有能
な人材を適正に中国へ派遣できない環境にあ
る。大学卒業者以外での就労緩和および必要
書類の簡素化と取得期間の短縮も合わせて要
望する。また、外国人就労許可証と居留許可
証を一年毎に更新しなければならないが、毎
回10日間もの作業日を要し、更新申請中は
パスポートがなく出国できず不便である。更
新に伴う手続期間の短縮、または2年毎の更
新にするなど対策を講じるよう要望する。
⑤都市部の高級ホテルやレストラン、空港等
を中心に、トイレは近年大幅に改善されてい
るが、さらにその改善範囲を広げていただき
たい。トイレは文化の一つでその使用方法が
国によって異なるのは当然であるが、是非と
も都市部や観光地を中心として、トイレのグ
ローバルスタンダード化をさらに進めていた
だくことによる、品質の均一化を要望する。
⑥中国に対するイメージの改善により訪中日
本人を増加させるため、これまで以上に、中
央・地方政府による、日本国内での中国への
観光誘致プロモーションを積極的に展開して
いただくよう要望する。

第４部
各地域の現状・建議
第４部
各地区的现状及建议

第１章
華北地域（北京市、
天津市、
山東省）
北京市

2017年の北京市の域内総生産（GRP）の実質成長率は6.7％
で、前年から0.1ポイント鈍化し全国の成長率（6.9％）を下回っ
た。市政府は、
サプライサイドの構造改革に注力し、機能調整、
安定成長、改革促進、構造最適化、民生改善、リスク回避など
の課題に引き続き取り組んだ結果、市経済は「穏中向好（安定
の中、向上あり）」の発展を維持したとした。また、2018年の成
長率目標は6.5％前後に設定された。

2017年の経済状況
2017年の北京市のGRP総額は2兆8,000億4,000万元だっ
た。産業別にみると、第一次産業は前年比6.2％減の120億
5,000万元、第二次産業は4.6％増の5,310億6,000万元、第
三次産業は7.3％増の2兆2,569億3,000万元だった。工業生
産額（一定規模以上の企業が対象、付加価値ベース）は前年
比5.6％増で、前年と比べ0.5ポイント上昇した。重点産業をみ
ると、医薬製造業が18.8％増、コンピュータ・通信・その他電
子設備製造業が10.8％増、電力・熱生産供給業が9.3％増と
なった一方、自動車製造業は2.9％減だった。
第三次産業の工業生産額は前年より0.3ポイント上昇した。
金融（前年比7.0％増）、科学研究・技術サービス（10.7％増）、
情報伝送・ソフトウエアと情報技術サービス業（12.6％増）な
どが好調だった。
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固定資産投資総額は前年比5.7％増の8,948億1,000万元
となった。このうち、インフラ関連投資が24.4％増の2,984億
2,000万元で、全体の33.4％を占めた。産業別にみると、第三
次産業のうちリース・ビジネスサービス業、情報伝送・ソフトウ
エアと情報技術サービス業、観光業がそれぞれ2.2倍、42.8％
増、23.8％増と高い伸びを示した。一方、不動産開発投資は
7.4％減の3,745億9,000万元だった。不動産の販売面積は、前
年比47.8％減の875万平方メートルとなり、このうち住宅の販
売面積は38.3％減の612万8,000平方メートルだった。
社会消費品小売総額は前年比5.2％増の1兆1,575億4,000
万元で、このうちネット販売は10.9％増の2,371億4,000万元
と、小売総額の伸びを2.1ポイント引き上げた。商品別にみる
と、家電・音響器材、文化・オフィス用品、新エネルギー車は
いずれも2ケタの伸びで、それぞれ18.1％増、16.4％増、15.3％
増となった。
消費者物価指数（CPI）は前年比1.9％上昇した。所得水
準について、都市部住民1人当たり可処分所得は9.0％増の6
万2,406元、農村住民1人当たり可処分所得は8.7％増の2万
4,240元となった。なお、2017年末の常住人口は前年末から2
万2,000人（0.1％）減少し、2,170万7,000人となった。
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対内直接投資は、契約額が前年比52.3％増の336億1,115
万ドル、実行額が86.7％増の243億2,909万ドルとなった。契
約額はプラスに転じ、実行額の増加幅は86.4ポイント拡大し
た。日本企業による投資実行額は、2015年までは4年連続で
減少していたが、2017年は前年比2.4倍の2億9,609万ドルと
なり前年に続き増加となった（契約ベースは2.3％減の5,382
万ドル）。

北京市の特徴
北京市は中国の首都であり、中国における政治・経済・文化
の中心として発展を遂げてきており、世界有数の国際都市と
なっている。中国統計年鑑2017をもとにGRPの産業別シェア
（2016年）をみると、北京市ではGRPに占める第3次産業の
シェアが80.2％と全国1位で、次いで同産業のシェアが高い上
海市（69.8％）と比較しても、圧倒的な存在感をみせている。
そして、北京市統計年鑑2017をもとに第3次産業における業
種別シェア（2016年）をみると金融（20.7％）、情報通信・ソフ
トウェア（13.6％）、科学研究・技術サービス（12.2％）、卸・小
売（11.5％）、リース・ビジネスサービス（8.9％）の順となっている
（リース・ビジネスサービスには統括拠点が含まれる）。特に情
報通信・ソフトウェアと科学研究・技術サービスは先端的サービ
ス業といえるもので、企業の開発力、技術力の向上をもたらし、
産業高度化の過程において重要な役割を果たす。また、金融に
おけるフィンテックや卸・小売におけるIoTを活用した新形態の
店舗の発展などもふくめ北京市におけるさらなるイノベーション
の進展・生産性の向上に向けて、今後これらの産業の集積がよ
り一層求められる。

北京市には中国企業や日本を含む外国企業の統括拠点が多
いことなどから、北京市の先端的サービス業は同市のみならず
中国全土を対象に幅広くサービスを展開していると考えられ、
北京市におけるこれらの産業の集積は、中国全体の産業高度化
においても重要といえる。
なお、これらの産業集積を進めるうえでは、引き続き日本を
含む外国の統括拠点や先端的サービス業を含む先進企業の
さらなる誘致を進めていただくことが有益と考える。

優れた人材・企業の集積、
サービス業開放の促進に向けて
2018年4月に公布された「北京市人民政府が対外開放を拡
大し、外資利用水準を高めることに関する意見」において、外
商投資建設工程設計企業に対し、外国籍技術人員の比率条
件を取り消すことや外商投資企業が北京市において高齢者
サービス分野への進出を奨励することなどが示された。さら

に、多国籍企業が北京において地域本部を設けることを支持
し、都市公共サービス施設やインフラ建設および政府調達プ
ロジェクトに参加することを支持すること、イノベーション分
野においても外商投資企業が研究開発費用の税制控除など
の優遇政策を適正に享受できるようにすることなどが示され
た。これらの方針が着実に実施されることを期待したい。
上記を踏まえ、北京市において、日系企業がより一層発展
を遂げ、北京市の経済発展に寄与するために、課題となって
いる事項等について、以下の4点を要望する。
第一に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点および
先進企業の立地拠点に相応しい人材の集積を促進するため、
先進的な人材政策の展開を要望する。北京市が目覚ましい成
長を遂げている中国の首都としてさらに発展するためのカギの
一つは人材にあると考える。
そのため、外国人材のさらなる活用は有益であり、豊富な
経験を有する日本人などを柔軟にかつ手厚く配置することを
可能とするため、駐在員にかかわる過剰なコスト（社会保険
や居留許可手続などにかかわる費用コスト、手続コスト）の軽
減をお願いしたい。
加えて、中国の人材がさらに能力を発揮できるような環境を
整えることも有益であり、優秀な中国人を柔軟にかつ手厚く

配置することを可能とするため、条件を満たす地方出身者へ
のインセンティブ強化をお願いしたい。
第二に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点およ
び科学技術分野の企業の集積を促進するために、透明性の
高い政策運営、ハイテク企業や先端的サービス業への優遇
強化および優遇策の確実な実施、行政手続の簡素化を要望
する。
透明性の確保は、中国内外企業が積極的な事業展開を行
ううえで不可欠であり、中国政府が進める「近代的な市場体
系の完備」の前提ともいえるものである。統括拠点を設立し、
「地域本部」として認定されたものの、税収の貢献度が少な
いことを理由に補助金の支給が留保される事例が出ているの
で、改善を要望する。加えて、高騰する人件費やオフィス賃料
をカバーするような、他の地域に劣らない、優遇策の追加・拡
大を検討いただきたい。加えて、地域再開発計画や環境規制
などの実施などの際には十分な対応期間を設けていただくこ
とをお願いしたい。
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また、北京市への先進技術の集積促進のためには、集積
回路企業、ソフトウェア企業などを含めたハイテク企業に対
して、優遇制度の拡大をお願いしたい。例えば、集積回路企
業、ソフトウェア企業に対する企業所得税の減免期間の拡大
や、同様の優遇制度の他のハイテク分野への拡大が考えら
れる。
さらに、首都にふさわしい産業構造を実現する上で、ハイテ
ク企業とともに、前述の先端的サービス産業の立地の促進も
さらに図る必要があると考える。日本ではこうした先端的サー
ビス産業を産業の「頭脳部分」としてとらえ、頭脳立地法とい
う法律で集積の促進を図った。税制優遇や政府系金融機関
による低利融資を通じて、一定の成果を収めた経験がある。
第三に、北京市がサービス業拡大・開放総合試験を推進
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するにあたり、進出日系企業の声に耳を傾けて、個別分野で
の積極展開を要望する。例えば、独資旅行会社で中国公民の
海外旅行取り扱いの開放の動きが見られないため、今後の旅
行業界の発展のためにも、先進的取組として北京市よりの独
資旅行会社の出境ライセンス認可を要望する。また、インター
ネット取引（付加価値電信業務）における外資規制「外商投
資電信企業管理規定（国務院令第534号）」により、合弁旅
行会社は自社商品（パッケージ旅行など）以外の商品の販売
ができないとともに、ウェブサイトでの広告事業も行えないた
め、先進的取組として、北京市よりの規制緩和を要望する。
第四に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点等に
相応しい生活環境を整備するために、生活に密接に係わり
を持つ分野において、総合的視野にたった取り組みを要望す
る。大気汚染や交通渋滞などの問題について、近年市政府は
その取り組みを強化されているが、他省とのさらなる連携強
化を図りつつ、引き続きこれらの問題を重視し、総合的視野
を持って取り組んでいただきたい。

引き続き対話継続を
2017年は、幾つかの外国商会・協会と北京市投資促進局
の共催の形で座談会が開催され、活発かつ有意義な意見交
換が実施できたことに感謝したい。
ただし、さらなる相互理解が必要な部分もあり、引き続き中
国日本商会との対話の機会をいただきたい。十分な意見交換
の時間を確保するためにも、以前のように北京市と中国日本
商会の2者の形での開催が望ましい。2014年より中国日本商
会は、北京市投資促進局およびジェトロの3者で意見交換の
場を持たせていただいているが、引き続きより多様なチャンネ
ルを通じて相互理解を深めるため、北京市各政府機関と交流
の機会をいただくことを希望する。

＜建議＞
① 北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点およ
び先進企業の立地拠点に相応しい人材の集積を
促進するために、先進的な人材政策の展開を要望
する。
(1)豊富な経験を有する日本人を柔軟にかつ手厚く配
置することを可能とするため、駐在員にかかわる過
剰なコスト（費用コスト、手続コスト）の軽減を要望
する。
・社会保険
中国国内で就労する駐在員等には、日中両国で重
複して社会保険料を納めなければならない状況が
依然として存在している。短期出向者を含む駐在員
等が日中両国で重複して社会保険料を納付するこ
とは、北京市に所在する日系企業にとっても大きな
負担となっている。一方で、2018年5月9日に日中両
国の外相が「社会保障に関する日本国政府と中華
人民共和国政府との間の協定」
（日・中社会保障協
定）に署名したことは、大きな進展として歓迎され
る。日系企業および駐在員等の負担が早期に軽減

されるよう、日中両政府による各国での国内手続き
等、協定の早期発効に必要な作業および調整を速
やかに実施するよう要望する。
・居留許可手続
2013年7月の出入国管理法改正により、居留許可
手続の審査期間は従来の5営業日から「15営業日
以内」に変更された。北京市で2015年8月より「10
営業日以内」に短縮した運用がなされている点は
歓迎したいが、親族の不幸や、経営にかかわる緊
急の出張が生じた際に一刻を争う海外出国ができ
ない事態が起こりうるので、従前の5営業日に戻す
ことを要望する。また、居留許可は原則1年ごとに
更新手続が必要であるが、更新期間の拡大を要望
する。
・外国籍人員の就業条件
2014年6月「北京市外国籍人員の雇用業務をさら
に強化することに関する通知」が公布され、条件の
1つに「学士以上の学位および2年以上の関連業務
の経験を有すること」がうたわれている。その後、
2017年3月29日に、国家外国専門家局より「外国人
訪中就労許可サービスガイドライン（暫定施行）の
印刷発行に関する通知」が公布され、中国で就労す
る外国人の就労許可取得申請にかかる管理制度が
簡素化され、事務手続の効率が向上したことは評価
される。
一方で、
これまで北京市人力資源社会保障局から
「北京市外国籍人員の雇用業務をさらに強化する
ことに関する通知」を廃止したという通知は出され
ていないため、実務において法律適用に矛盾が生
じないよう運用の統一を要望する。
加えて、日本企業の技術力・組織力は必ずしも人員
の学歴に依存するものになっていないこと、60歳
以上の年齢でも高い技術や専門性を持ちイノベー
ションの促進や技術指導などにおいて中国の発展
に貢献できる人員について、査証や就労許可の取
得に関する制限が緩和されるよう要望する。
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・日本払い社会保険の個人所得税の扱い
日系企業出向者の日本における社会保険の会社負
担分に対して、個人所得税を課税する動きが本格
化している。納税者に対して手続面およびコスト面
で過大な負担となるため、非課税とするなど企業
負担の軽減につながる措置が可能となるよう中央
政府への働きかけを要望する。
(2)優秀な中国人を柔軟にかつ手厚く配置することを
可能とするため、地方出身者へのインセンティブ強
化を要望する。
・北京市戸籍
北京市戸籍を有していないと、子女教育などで影
響を受けることから、地方出身の優秀な人材確保
のため、一定の基準を満たす企業に対しては提供
される北京戸籍枠の増加を要望する。
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②北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点およ
び科学技術分野の企業の集積を促進するために、
透明性の高い政策運営、ハイテク企業や先端的
サービス業への優遇強化、行政手続の簡素化を要
望する。

・施策施行の十分な対応期間の確保
地域再開発計画に合わせ、半年から1年先に向けて
移転の準備を進めていたところ、計画の前倒しによ
り突然立ち退きを求められた事例があった。移転
等の準備を始めているとはいえ、半年以上先の計
画を数日内で実施するように求められても、対応は
非常に困難である。さらには、その影響は当該企業
のみならずサプライチェーン全体に波及する可能性
もある。施策の施行時には、
十分な対応期間を設け
るよう要望する。
・補助金に関する不透明な政策運営
2009年1月より、北京市では、資本金1億元以上で
統括拠点を設立し、
「地域本部」として認定されれ
ば、3年間補助金を受給できることになっている。
しかし、税収の貢献度が少ないことを理由に、補
助金の支給が留保される事例が出ている。一般的
に、統括拠点は自ら事業を行っているわけではな
く、収入は配当や管理費等に限られている。資本
再編や投資を行って配当収入を得るまでには相応
の期間を要することに鑑み、その期間を支援する目
的で、税収の貢献度に関わらず補助金を支給する
よう要望する。
・ハイテク企業への優遇制度
外資企業の先進技術を導入するため、ハイテク企
業（集積回路企業、ソフトウェア企業含む）に対し
て、優遇制度の拡大を要望する。
・先端的サービス産業への優遇制度
北京市が首都にふさわしい産業構造を実現する
上で、先端的サービス産業の立地促進を図る必要
があると考える。
「科学研究・工業技術サービス」、
「情報通信・ソフトウェア」、
「リース・ビジネスサー
ビス」などの付加価値の高い先端的サービス産業
に対して優遇制度の実施を要望する。先端的サー
ビス業の集積を図ることで、相互刺激、相互補完に
よる効率的な事業環境が実現され、集積回路や、
ソフトウェア関連の企業などを含めた先端的サー
ビス産業の立地促進にも繋がる。
③北京市がサービス業拡大・開放総合試験を推進す
るにあたり、以下のような個別分野での積極展開
を要望する。

・外資独資旅行会社に対する出境ライセンスの認可
2015年5月に北京市は、外商合資旅行社の出境
業務に関する規制緩和を行ったが、外商独資企業
でもアウトバウンド業務の取り扱いが可能となるよ
う、さらなる規制緩和を要望する。
・インターネット取引における規制緩和
インターネット取引（付加価値電信業務）における
外資規制「外商投資電信企業管理規定」を改正す

るよう中央政府へ働きかけていただきたい。旅行
業の場合、外商独資ならびに外資マジョリティーの
合資旅行会社は自社商品（パッケージ旅行など）以
外の商品の販売ができないとともに、ウェブサイト
での広告事業も行えない。中国の旅行業界発展の
ために、先進的取組として、北京市よりの規制緩和
を要望する。
・公立医療機関における消耗品の入札
北京市において2007年より心臓ペースメーカー等
の高価値消耗品の入札が行われておらず、多くの
公立医療機関に対し新製品を提供できないとの声
が寄せられている。患者が最新医療を受けられる
よう、定期的な入札および集中購買の実施を要望
する。
・医療関係投資事業の制限緩和
医療関係投資事業については、申告プロセスの簡
素化は実現されたが、投資比率や合弁期間、投資
総額に対する制限が存在する。同分野への外資
投資が加速することで、医療産業の成長・発展に
資することが期待できるため、先進的取り組みとし
て、北京市よりの実質的な参入障壁の緩和を要望
する。
④北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点等に
相応しい生活環境を整備するために、生活に密接
にかかわりを持つ分野において、総合的視野にたっ
た取組を要望する。

・小売店舗の営業許認可の迅速化
小売店舗等の竣工後、行政区、環境保護局、食品
薬品監督管理局による検査が実施されるが担当者
によって現場検査の日程、内容が異なり、営業許認
可の取得までに店舗竣工後約1カ月半を要するた
め未開店賃料の負担が大きくなっている。手続の
ワンストップ化等による迅速化を要望する。また、
内資便利店では、営業免許内容、経営範囲にかか
わらず店内調理、ファストフードの販売等を実施し
ているものの何ら行政処分等を受けることがない
ケースもあり、公平な競争となっていない。内資企
業、外資企業に対して、行政が平等に対応すること
を要望する。
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・大気汚染
大気汚染の改善に向けた取り組み強化を引き続き
強く要望する。京津冀地域では開始されていると
伺っているが、他省とのさらなる連携の強化により
広範囲においてのより効果的な対策の実施を要望
する。
・交通渋滞
北京市の交通渋滞が深刻化している。公共交通機
関の一層の整備・拡充、交通整理の強化、駐車場の
整備、違法駐車の取り締まり、市民の交通ルール遵
守意識向上のための啓蒙など、引き続き改善に向け
た取り組みを要望する。
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天津市
2017年の天津市の域内総生産（GRP）は1兆8,595億
3,800万元、実質成長率は3.6％と前年より5.5ポイント低下
し、全国の成長率（6.9%）を3.3ポイント下回った。しかし、
市政府は、
「穏中求進（安定と前進）」を方針として、サプラ
イサイドの構造改革と「京津冀協同発展」
（北京市・天津
市・河北省エリアの一体化を通じた発展）を積極的に推進
した結果、市の経済は成長を続けており、構造転換におい
て成果を収めたとした。2018年の成長率目標は5.0％に設
定された。

2017年の経済状況
2017年の実質GRP成長率は2016年の9.1％に比べ5.5ポ
イント減少した。GRPを産業別にみると、第一次産業は、
前年比2.0％増の218億2,800万元、第二次産業は1.0％増
の7,590億3,600万元、第三次産業は6.0％増の1兆786億
7,400万元だった。第三次産業が全市GRPに占める割合は、
前年から1.6ポイント上昇し58.0％となった。
消費者物価上昇率は2.1％と物価は安定して推移した。全
社会固定資産投資額は前年比0.5％増の1兆1,274億6,900
万元（2016年は12.0％増）、一定規模以上の工業生産は
2.3％増（8.4％増）、社会消費品小売総額は1.7％増の5,729
億6,700万元（7.2％増）と、それぞれ前年より増加したもの
の伸び率は鈍化した。

貿易総額は、前年比12.8％増の7,646億8,500万元と3年
ぶりに増加に転じた。輸出は1.2％増の2,952億3,600万元、
輸入は21.6％増の4,694億4,900万元、貿易収支は1,742億
1,300万元の赤字だった。輸出から見ると、一般貿易輸出
額は3.7％増の1,437億3,200万元、全市輸出の48.7％を占
め、前年より1.2ポイント上回った。輸出を国・地域別にみる
と、日本、米国、EUへの輸出はそれぞれ11.2％増、7.1％増、
8.3％増となり、合計すると輸出総額の37.8％を占めた。

第４部

対内直接投資は、契約額が264億2,300万ドル、実行額
が5.0％増の106億800万ドル、うちサービス産業は6.3％増
の71億6,400万ドルと67.5％を占めた。また、実行額に占め
る中国（天津）自由貿易試験区への投資は全市の増加率を
上回る12.1％増の28億300万ドルで26.4％を占めた。新た
に認可された外商投資企業は951社だった。

各地域の現状・建議

天津市の特徴
天津市は中国四大直轄市の一つであるとともに、環渤海
経済圏の中心に位置し、中国北方最大の沿海開放都市とし
て、特殊な地理的位置にある。2015年4月に設立された中
国（天津）自由貿易試験区では、3～5年の改革の探求を経
て、貿易自由化を図り、高い投資利便性、ハイエンド産業の
集積、金融サービスの完備、法律環境の規範化、高効率で
速い管理・監督制度、そして世界をリードする国際的な自由
貿易園区建設を目指している。
天津市は、世界の取扱貨物量ランキングでトップ10に入る
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世界的な港を有する。天津港は、京津冀（北京市、天津市、
河北省）と中国中西部の計14の省・自治区・直轄市の貿易の
窓口を担う。その利用範囲は国外にもおよび、モンゴル、カ
ザフスタンなど内陸国にとっても重要な海上貿易の窓口と
なっている。天津港の貨物取扱量の7割は天津市以外の地
域を目的地とするものであり、また、首都北京市の貿易総額
の9割以上が天津港で通関されたものといわれている。天
津市を含む京津冀地区と中国中西部の地域の発展にあた
り、天津港が果たす役割は大きい。
また、中国の三大国家戦略の一つである「京津冀協同発
展戦略」において、天津市は、全国の先進製造研究開発基
地に位置付けられている。天津市には、中国企業や日本を
含む外国企業の製造業の基盤がある。先進的な製造業の
研究開発基地を目指すにあたり、こうした産業基盤を生かす
ことができる。

国際港としての発展と特色ある
先進的な都市を目指して
天津港の機能発揮と先進的な製造業の研究開発基地と
しての発展を進めるうえでは、先進的な取り組みをする日本
を含む外国企業のさらなる誘致と、すでに進出している企業
が天津市で継続的に発展できる環境を整備することが有益
と考える。天津市において、日系企業が一層発展を遂げ、天
津市の経済発展に寄与するために、課題となっている事項
等について、以下の3点を要望する。
第一に、天津市が世界的な港にふさわしい優位性を一層
発展させるため、貿易・通関における、経済合理的で透明性
の高い政策運営、行政手続の簡素化を要望する。透明性の
確保は、中国内外企業が積極的な事業展開を行ううえで不

可欠であり、中国政府が進める「近代的な市場体系の完備」
の前提ともいえるものである。企業と積極的に意見交換する
ことを通じ、貿易における通関、検疫、決済の手続簡素化を
お願いしたい。危険品取り扱いの円滑な再開や、一般貨物
や引越貨物の通関手続の簡素化を望む声が聞かれる。
第二に、天津市が先進的な製造業研究開発基地にふさ
わしい人材と企業の集積を促進するため、先進的な人材政
策の展開と企業活動円滑化支援の強化を要望する。先進的
な製造業の研究開発基地を目指すうえで、外国人材のさら
なる活用は有益である。豊富な経験を有する日本人などを
柔軟かつ手厚く配置することを可能とするため、駐在員にか
かわるコストの軽減や外国人就労許可証の円滑な発行をお
願いしたい。また、日系企業は法令遵守について誠心誠意
取り組んでいくつもりであるが、法令遵守を適切に行うこと
ができるよう、環境規制など政策を導入する際は、企業の実
態に即したきめ細かい制度設計をし、前広に研修会を開催
するなど、事前に内容の周知を要望する。天津市の進出日系
企業の中には、世界的に高い競争力を持ちながら、事業環
境の変化にコスト割れの危機に直面している中小企業もあ
る。天津市のイノベーションの牽引役となりうるこうした企
業の天津市での雇用と技術発展を保全する意味でも、企業
が天津市で継続的に発展できるような方策の検討をお願い
したい。

第三に、天津市が生活環境に優れ、特色ある先進的な都
市として発展するため、総合的視野にたった取り組みを要望
する。大気汚染の問題について、市政府は近年、その取り組
みを強化しているが、近隣地域とのさらなる連携強化を図
りつつ、取り組んでいただきたい。また、中国（天津）自由貿
易試験区では、規制緩和の試験的な取り組みが期待されて
いる。天津市が日本企業の先進的な経営体制や経営理念を
天津に持ち込み、日本企業と手を携えて、国家戦略、産業基
盤、地理的優位性、人的資源といった天津市のさまざまな
強みを一層強化し、ともに成果が上げられるよう、中国（天
津）自由貿易試験区ならではの先進的な規制緩和策の実施
を要望する。

地方政府との交流の状況
天津市人民政府副市長への白書の手交
・2017年5月15日

・ジェトロ理事と天津市人民政府副市長の面談時に、白
書を手交し、概略を説明した。

天津市と日系企業との意見交換会
・2017年11月28日

・天津市側参加者：副市長を筆頭として、商務委員会を
はじめとする関係部局が参加。
・日本側参加者：日系企業31社、天津日本人会会長、在
華日本国大使館、ジェトロ北京事務所が参加。
・交流内容：建議の各内容について、担当部局から実態
および市政府としての考え方の説明があった。

＜建議＞
1. 天津市が中国の他都市と比較して、世界的な港に
ふさわしい機能を発揮し、中国北部最大の沿海開
放都市としてその優位性を一層発展させるため、
貿易・通関における、経済合理的で透明性の高い
政策運営、行政手続の簡素化を要望する。

第４部
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①危険品取り扱い
2015年8月に起きた天津濱海新区倉庫爆発事故
以降、取り扱い再開を要望してきた危険化学品に
ついて、天津市は、2017年11月の日系企業との
意見交換会で、2017年8月に8類（腐食品）、9
類（雑類）の危険貨物保管資格を発行し、天津港
にある6つのコンテナ埠頭で、1類（爆発物）と7
類（放射性物質）以外のすべての危険貨物の積み
下ろし作業を再開したと説明した。大きな進展が
あったことは歓迎される。引き続き、円滑な運用
の支援と、危険貨物が保管できる新しい場所の建
設計画が早期に再開されるよう、中央政府への積
極的な働きかけを要望する。
②別送品輸入許可・引越貨物
2016年9月以降、天津空港で別送品（引越荷物）
を輸入する際、本人入国後、居留許可証取得後で
ないと通関できなくなった。これにより、本人入
中国経済と日本企業2018年白書

国後約1週間程度で配達可能だった別送品が、本
人入国後、配達までに1カ月強を要することとな
り、航空便を利用する価値が低下している。ま
た、帰任者が別送品輸出申告を行う場合、着任時
の別送品輸入申告と内容が完全に一致しているこ
とが求められる。パスポートのみで簡易申告でき
る仕組みの導入等、別送品輸出入手続の簡素化を
要望する。
③送金にかかわる貿易エビデンス審査
2017年5月1日から、国家外貨管理局から「銀行
実施の貿易エビデンス審査」通知が施行された。
輸入通関申告手続の検査が厳格となり、通関終了
まで海外へ送金できず、送金遅れが散見される。
中国の国際競争力をさらに高め、産業発展、雇用
拡大のため、一層柔軟な対応ができるよう、中央
政府への積極的な働きかけを要望する。
④自由貿易協定（FTA）
天津港は東南アジアとの直行船が少なく、ASEAN
との貿易で天津港を利用する場合、トランスシッ
プとなることが多い。トランスシップのLCLは、
積替港での未加工証明書が必要となり、未加工
証明書の取得が中国ASEAN FTAを利用する障壁と
なっている。経済のグローバル化が進む中、FTA
の活用は中国の貿易や投資の拡大に寄与するとの
認識の下、中国（天津）自由貿易試験区設置によ
り試験的な取り組みができる環境を生かし、FTA
活用促進に向け貿易手続の簡素化への先進的な取
り組みを要望する。
2. 天津市が中国の他都市と比較して、先進的な製造
業研究開発基地にふさわしい人材と企業の集積を
促進するため、先進的な人材政策の展開と企業活
動円滑化支援の強化を要望する。

①社会保険
中国国内で就労する駐在員等には、日中両国で重
複して社会保険料を納めなければならない状況が
依然として存在している。短期出向者を含む駐在
員等が日中両国で重複して社会保険料を納付する
ことは、中国に所在する日系企業にとって大きな
負担となっている。一方で、2018年5月9日に日
中両国の外相が「社会保障に関する日本国政府と
中華人民共和国政府との間の協定」（日・中社会
保障協定）に署名したことは、大きな進展として
歓迎される。日系企業および駐在員等の負担が早
期に軽減されるよう、日中両政府による各国での
国内手続き等、協定の早期発効に必要な作業およ
び調整を速やかに実施するよう要望する。
②外国人就労許可証
2017年4月1日より全国範囲で外国人の訪中就労
許可に関する新制度が実施されるようになってお
り、新たな事務システムが統一導入され、申請手
続の基準整備により外国ハイレベル人材への優先
的手続が用意され、申請者に便宜が享受されてい
ることは歓迎される。ただし、導入後、赴任手続
の長期化により海外赴任者が一時帰国を余儀なく

されたケースがあるなど、混乱が続いた。
年齢（60歳未満）、学歴（大卒以上）、あるいは
職歴（2年以上の就労経験）等の制限要素のため
に、豊富な経験や専門技能を有していながら前述
の制限要素に適合しない日本人の訪中就労申請に
さまざまな障害がもたらされている。技術交流を
促進し、日本の優秀な人材の技能、経験のメリッ
トを最大限にいかすべく、条件を満たす日本人な
ど外国人の年齢、学歴、職歴等の制限が緩和され
るよう要望する。
ポイント制の適用対象およびポイントを加算でき
るとされる各要素の判断基準が十分明確でない。
例えば、「どのような申請者にポイント制が適用
されるのか」「国内の雇用者が支払う年給（万
元）」の証明根拠および「地方の経済社会発展に
緊急に必要とされる特殊人材」の判断基準等につ
いて、関係機関からさらに詳細かつ明確な参照根
拠が制定され、実務基準が確立されることを要望
する。
③環境政策
省エネ・汚染物排出削減目標の対応にあたり、き
めの細かい対応を要望する。例えば、揮発性有機
化合物（VOC）の排出基準を大きく下回る企業に
もVOC浄化装置の設置義務付けられていること、
個別企業の汚染排出量を考慮せず業種別に重度汚
染天気緊急時対応措置（生産制限措置）が設定さ
れていること、企業が費用を負担して政府指定環
境汚染物質監視装置の設置が義務付けられている
こと、等の見直しを要望する。
④交通規制
公用行事や大気汚染対策などによる臨時の交通規
制が突然行われ、工場の操業や物流の生産性低下
を招いている。交通規制を行う場合、企業活動へ
の影響を十分考慮して必要最低限の交通規制にと
どめ、交通規制に対応できるよう計画を前広に発
表することを要望する。また、貨物輸送車両に対
する市内走行規制の緩和を要望する。
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⑤安全行政
天津市、天津濱海新区、天津経済技術開発区
（TEDA）の安全生産行政部門が個別に監査・指導
に来ることがあり混乱を招いている。行政の一元
管理を要望する。

各地域の現状・建議

⑥増値税
納税業務のオンライン化が進展し、手続の負荷
が低減されてきていることを歓迎する。一方で、
輸入増値税の仕入控除における認証において手続
上の問題が生じる場合がある。増値税専用発票の
発行が十分に普及しておらず、専用発票以外でも
控除できる制度を要望する。増値税発票の電子化
の早期移行と具体的なスケジュールの示達を要望
する。
⑦外貨規制
大口の配当金送金、遠隔地企業の決済、域外貸付
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業務などの際、外貨・人民元の対外支払に対する
取引ができない事象が起きている。企業の実需に
基づく合法的な対外決済に支障をきたせば、対中
投資に対する潜在的リスクと捉えられかねない。
法令法規で明確な禁止規定がない限り決済に制限
をかけない等、透明性の高い運用ができるよう、
関係部門への積極的な働きかけを要望する。
⑧金融
当局からの調査が多く、過去に遡ってデータを要
求されることがある。複数の当局が個別に調査に
来ることがあり混乱を招いている。当局間で情報
の連携をとることを要望する。
3. 天津市が中国の他都市と比較して、生活環境に優
れ、特色ある先進的な都市として発展するため、
総合的視野に立った取り組みを要望する。

①大気汚染
車両規制などを通じ数年前に比べると大気汚染の
改善に向けた取り組みがとられてはいるものの、
他の地域と比べると天津市の状況は引き続き改善
を要する状況にある。健康被害だけでなく、高速
道路の封鎖や飛行機の遅延など経済的な損失にも
つながるものであり、大気汚染の改善に向けた取
り組み強化を引き続き要望する。京津冀地域で開
始されている近隣地域とのさらなる連携の強化に
広範囲でのより効果的な対策の実施を要望する。
②自由貿易試験区
上海市に続き、天津市にも自由貿易試験区が設立
されたが、自由貿易試験区のメリットが実感しづ
らい。他の地域ではできないものの、中国（天
津）自由貿易試験区ならではできる先進的な規制
緩和策の実施を要望する。
③日本人学校
天津日本人学校は2021年8月31日、土地建物の
賃貸借契約が満了となる。現在の施設を買い取る
か、移転するか、学校運営の財政が厳しい中、難
しい選択を迫られている。財政面、許認可等、諸
課題に対して支援を希望する。
④意見交換会
天津市政府幹部と在天津日系企業の座談会が2017
年11月28日、天津市人民政府外商投資弁公室主催
で開催されたことに感謝したい。企業の円滑な事
業展開にさらなる相互理解が必要な部分もあり、
引き続き天津市の各関係当局と在天津進出日系企
業との定期的な対話・交流の実施を希望する。
日系企業は法令遵守に誠心誠意取り組んでいく
つもりであるが、法令遵守を適切に行うことがで
きるよう、法制度解釈の統一的運用、制度変更の
際の十分な準備期間確保、諸手続の簡素化・迅速
化、申請・照会に対する文書での回答といった予
見可能性等に資する改善を要望する。特に、操業
停止､その他業務に影響を及ぼすような緊急通知､
法制定･改正など行う場合､事前に市政府が主催と
なり､説明会やセミナーの開催を要望する。

山東省
概況

山東省は人口が全国第2位の1億6万人（2017年、常住人
口）、GRP（地区総生産）が全国第3位の7兆2,678億（2017
年）の省である。農業生産額では全国第1位である。面積
は日本の約4割で、省都の済南市を含む計17市で構成され
ている。在外公館は日本、韓国、タイが青島市に総領事館
を設置。山東省全体の在留邦人数は2,448人で、うち青島市
が約1,600人（2017年10月、在青島日本国総領事館）となっ
ている。
外資企業数は2万6,898社（2015年10月、山東省工商局
HP）。日系企業数は1,950社（2017年10月、在青島日本国
総領事館）。省内最大の日本人会として青島日本人会があ
り、2018年3月現在で311社が加入。商工会各部会にはそれ
ぞれ、繊維部会87社、食品部会85社、機械・電気・化学品
部会114社、流通・サービス部会117社が加入している（複
数の部会への重複加入あり）。
山東省政府の2018年の主な目標では、GRPは7.0％増以
上、地方財政収入は6.5％増、都市での就業者を110万人増
とし、都市の失業率を4％以内に抑えるとしている。

経済成長率、輸出入、投資

2017年GRPは7兆2,678億元で前年比7.4％の伸びであっ
た（2016年の伸び率は7.6％）。
貿易総額は1兆7,824億元で15.2％増であった（2016年
は3.5%増）。うち輸出は9,965億元（10.1％増、2016年は
1.2％増）、輸入は7,859億元（22.2％増、2016年は6.8％
増）。輸出では欧州向けが12.7％増、米国向け12.6％増、日
本向け17.9％増、韓国向け9.9％増、ASEAN向けが5.9％増
となった。
外資による直接投資件数は1,479件（2016年は1,477
件）、金額（実行ベース）は1,211億元（2016年は1,110億
元）で前年比9.0％増（2016年は9.8％増）だった。うち、製
造業は646億元、サービス業が467億元であった。

消費・賃金
第４部
各地域の現状・建議
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2017年、山東省の社会消費品小売総額は3兆3,649億元
（前年比9.8％増、2016年は10.4％増）。製品別（金額ベー
ス）では、食品・食糧・食用油が1,465億元で8.8％増（2016
年は9.2％増）、衣料品が989億元で7.6％増（6.7％増）、建
築・内装が323億元で9.0％増（5.8％増）となった。
消費者物価指数（CPI）は1.5％増（2016年は2.1％増）、
うち都市部1.6％増（2.2％増）、農村部1.4％増（1.8％増）。
うち、食品は0.4％減（3.6％増）、住宅2.6％増（0.9％増）、
煙草・酒0.4％減（3.6％増）、衣類1.1％増（1.7％増）、医療
保健等5.4％増（4.9％増）であった。
最低賃金基準平均は2017年6月に1,810元に引き上げら
れている。都市住民一人当たりの可処分所得は、3万6,789
元（前年比8.2％増）
（2016年は3万4,012元）、農民一人当
たり可処分所得は1万5,118元（8.3％増）となった。
中国経済と日本企業2018年白書

工業生産・固定資産投資

2017年の工業生産総額は2兆8,706億元（前年比6.6％
増）、固定資産投 資総 額は、5兆4,236億元（7.3％増）
（2016年は5兆2,365億元、10.5％増）となった。

財政

地方財政収入は前年比6.6％増の6,099億元（2016年は
5,860億元）。うち、税収収入は4,419億元（前年比9.1％増）で
あり、地方財政収入に対する比重は0.6ポイント増加し72.5％
となった。地方財政支出は前年比5.2％増の9,258億元であっ
た。そのうち、社会保障・就業が同14.0％増であった。

山東省の主要経済指標
域内総生産（GRP）成長率
地方財政収入
社会消費品小売総額
固定資産投資総額
都市部登記失業率
都市部新規就業者数（万人）
住民消費価格指数（CPI）
都市住民1人あたり可処分所得
農村住民1人あたり可処分所得
人口自然増加(‰)

2017年実績 2018年目標
7.4
7.0以上
6.6
6.5
9.8
7.3
3.4
4.0以内
128.3
110
1.5
8.2
8.0
7.3
8.5
10.14
-

注1：2017年の実績の数値は「2017年山東省国民経済・社会発展統計
公報」から抜粋
注2：2018年目標の数値は2017年の政府活動報告で示されたもの。
注3：都市部登録失業率、都市部新規就業者数以外は前年比伸び率。
出所：「2018年山東省政府活動報告」
  「2017年山東省国民経済・社会発展統計公報」

2017年度の動向（投資環境上の問題）
苦戦する山東省進出日系企業

ジェトロが進出日系企業を対象として毎年実施している
アンケート調査の最新の結果（2017年10～11月にかけて実
施）によると、中国進出企業の黒字企業の平均が70.3％で
あるのに対して、在山東省の日系企業の黒字企業は63.5％
と省市別で3番目に低かった。
在山東省の日系企業の特徴は、輸出型の企業が多く、そ
の多くは日本向けである。中国進出企業の売上高に占める
輸出の比率は31.0％であるのに対して、在山東省の日系企
業の輸出比率は43.6％と省市別では2番目に輸出比率が高
い地域となっている。また、中国進出企業の輸出先のうち日
本向けは59.9％であるのに対して、在山東省の日系企業の
輸出先のうち日本向けの比率は77.0％と省市別では最も高
い。また、在山東省の日系企業が挙げる経営上の問題点とし
て「従業員の賃金上昇」を挙げる企業の割合は82.1％と他
地域に比べ高かった。

外国人就労許可の新制度で混乱

2016年11月1日から山東省を含む10地域において外国人
就労許可の新制度の試験運用が始まった。この新制度の導
入に伴い、これまで就労許可が下りていたものの、年齢が
60歳を過ぎた場合あるいは学士号以上の学歴を有しない

場合等で就労許可が下りないケースが発生しており、一部
の日系企業で影響が出ている。なお、2018年1月からは、山
東省全域で所得基準が採用されたこともあり、許可の取得
が容易になったことは歓迎する。

HSコードの認識違いによる追徴課税

税関担当者の過去のHSコードの認識の違いから、関税
不足分を追徴されるケースが発生している。この問題は、税
関担当者の交代を受け、以前の担当者と新たな担当者でHS
コードの認識が違うことから生じている。その結果、相当高
額の追徴を請求されるケースもある。

水、天然ガス等の不足

2017年は、夏から秋にかけて一部の地域で水不足が発生
し、さらに冬になり天然ガスが不足した。これらは山東省ひ
いては中国全体の課題と認識しているが、突然停止を告げ
られる事例もあり、企業活動に影響を及ぼした。

化学品、環境、安全生産に対する管理強化

2017年は化学関連企業に対する安全生産、環境保護、省
エネなどの管理強化で、日系企業を含む多くの企業に影響
が出た。

＜建議＞
定期的な意見交換会の開催
より一層の相互理解と事業環境の改善のた
め、各地方政府とその地区の日本人会商工
会、在青島日本国総領事館、ジェトロ青島事
務所との定期的な意見交換会を開催いただき
たい。開催に際しては、より具体的な意見を
交換するため、中国、日本以外の第3国が入
ることなく、また開催日時の調整は双方で協
議のうえでの開催を要望する。
外国人就労許可制度の運用基準緩和

第４部

2017年4月1日から中国全土で運用が開始さ
れた外国人就労許可の新制度では、これまで
就労許可が下りていたものの、年齢が60歳
を過ぎた場合あるいは学士号以上の学歴を有
しない場合等で就労許可が下りないケースが
発生しており、運用基準の緩和を要望する。

各地域の現状・建議

日本では、学士号以上の学歴を有しない場合
でも、組織内で活躍している人材は少なくな
く、この運用基準の緩和を希望する。また、
山東省進出日系企業において高度化や高付加
価値化が進むなかで、より高度な管理者・技
術者の後継者人材が不足していることもあ
り、60歳以上（男性の場合、女性は50歳ま
たは55歳）に対する就労許可の許可要件に
ついても、引き続き柔軟な運用を要望する。
HSコードの認識違いによる追徴課税
税関担当者の過去のHSコードの認識の違
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いから、関税不足分を追徴されるケースが
度々発生し、中には相当高額の追徴を請求
されるケースもある。企業からのHSコード
の照会に際しては、税関より確認書を発行
するなど、後から追徴となるような事態が
発生しないよう対策を講じていただくこと
を要望する。
水、天然ガス等の供給制限
水や天然ガスの不足問題については、企業
に対し突然供給停止を告げられる事例もあ
り、企業側に対し早目の連絡を行うよう要望
する。
化学品、環境、安全生産に対する管理強化
2017年に実施された化学関連企業に対する
安全生産、環境保護、省エネなどの管理強化
は、中国社会が進むべき方向に向かって動い
ていることとして評価しているものの、急激
な対応の変化で企業にとっては大きな負担と
なっている。基準等を明確に示していただく
とともに、すべての企業に対し平等な対応を
とることを要望する。

第２章
華東地域
（上海市、
江蘇省、
浙江省）
2017年、華東地域（上海市、江蘇省、浙江省）のGRPは16
兆7,000億元（全国のGDP82兆7,100億元の20.2％を占める）
となった。各省市別に見ると、上海市の実質GRP成長率は
6.9％、江蘇省は7.2％増、浙江省は7.8％増となった。GRP全体
に占める割合では、3省・市の第三次産業の全体に占めるウェ
イトは第一次産業、第二次産業と比べて高く、上海は68.9％、
江蘇省は50.2％、浙江省は52.6％となり、第三次産業が大部
分を占め、経済成長をけん引しているとみられる。2017年にお
ける華東地域の対内直接投資実行額は前年比1.0％減の600
億ドルとなり、再びマイナス成長に転じた。地域別では、上海
市のみが大幅にマイナスに転じて（前年比8.1％減）、江蘇省は
2.4％増、浙江省は1.8％増となった。対内直接投資契約額で
は、上海市は21.2％減、江蘇省は28.5％増、浙江省は23.5％増
と上海市の投資にかかる契約額のみが大幅に減少した。貿易
総額では、上海市、江蘇省、浙江省はそれぞれ前年比12.5％
増、19.0％増、15.3％増となった。

上海市
上海市の経済動向
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2017年の上海市のGRPは前年比6.9％増の3兆134億元（全
国のGDPの3.6％を占める）となり、成長率は全国（6.9％）と同
率で、前年と同じだった。産業別に見ると第二次産業は前年比
5.8％増の9,251億元、第三次産業は7.5％増の2兆783億元と
GRP全体に占める割合が69.0％となり、第三次産業が引き続
き経済成長をけん引している。固定資産投資の伸び率は7.3％
増と全国の伸び（7.0％増）を若干上回ったが、社会消費品小
売総額は8.1％増、不動産投資は4.0％増となり、いずれも全国
の伸び率（10.2％増、7.0％増）を下回った。貿易総額は12.5％
増の3兆2,237億8,200万元で、そのうち、輸入額が15.4％増、
輸出額が8.4％増となった。また、上海市の対内直接投資実行
額は170億800万ドルで、中国全体の13.0％を占めた。伸び率
は前年比8.1％減で全国の平均伸び率（7.9％）を下回り17年ぶ
りのマイナス成長となった。先行指標となる契約ベースでは前
年比21.2％減の401億9,400万ドルと大幅に減少した。契約件
数は3,950件で23.4％減となった（表1）。
上海市の対内直接投資を産業別にみると、2017年は第三
次産業の実行額が前年比1.1％減の161億5,300万ドルとなり、
上海市全体の95.0％を占めた。
中国（上海）自由貿易試験区の対内直接投資は、2017年に
おける実行額が前年比13.5％増の70億1,500万ドル、上海市
全体の41.2％を占めた。
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表１：上海市の経済動向（2017年）
GRP (域内総生産) (億元)
第一次産業(億元)
第二次産業(億元)
第三次産業(億元)
1人当たりGRP(元)
規模以上工業総生産(億元)
工業使用電力(億Kwh)
固定資産投資(億元)
不動産開発投資(億元)
社会消費品小売総額(億元)
消費者物価指数(CPI)
貿易総額(億元)
輸出額(億元)
輸入額(億元)
対内直接投資契約額(億ドル)
対内直接投資実行額(億ドル)
1人当たり都市部住民可処分所得(元)

金額
30,134
99
9,251
20,783
124,600
33,989
7,247
3,857
11,830
32,238
13,120
19,118
402
170
58,988

伸び率(%)
6.9
△ 9.5
5.8
7.5
9.7
6.8
7.3
4.0
8.1
1.7
12.5
8.4
15.4
△ 21.2
△ 8.1
8.6

出所：上海市統計局

2017年の上海市への対内直接投資の実行額を国・地域別
にみると、香港、日本、シンガポールおよびケイマン諸島など
上位10カ国・地域で全体の83.1％を占めた。特に、日本からの
投資額は、前年比62.7％増の7億8,800万ドルと大幅増となっ
た。また、アメリカからの投資額は前年比8.0％増となった。
ヨーロッパからの投資額は前年比10.5％減の16億6,700万ド
ルと大幅に減少した。一帯一路沿線諸国からの投資額は8億
8,500万ドルで、全体の5.2％を占めた。
上海市では、ますます多くの多国籍企業が投資戦略拠点と
して同市を選択し、国際貿易や研究開発（R&D）などの機能
を開拓している。2017年には地域統括本部が45社新設され
た。そのうち、14社が各社のアジア太平洋地域本部を設置し
た。また、投資性公司（傘型企業）が15社新設された。上海
市は引き続き中国で多国籍企業の地域統括本部が最も多い
都市となっている。さらに、外資研究開発センターが15社新設
された。累計では地域統括本部が625社、投資性公司が345
社、外資研究開発センターが426社となり、全体では1,396社
に達した。

上海市政府との交流の状況
2013年の上海自貿区設立以降、在上海日本国総領事館、
上海日本商工クラブ、ジェトロ上海事務所の3者が協力し、上
海市政府に対し自貿区にかかわる要望書を4回提出してき
た。5回目は、2018年3月に「上海における外資企業の事業環
境改善に向けた建議」と題し、これまで同様3者協力のもと、
上海日本商工クラブ事業環境委員会（事務局：ジェトロ上海事
務所）において、会員企業を中心とする日系企業の声を聞き、
とりまとめた。ついては、本白書における上海市への建議とし
て、取りまとめた建議事項を列記する。
なお、
自貿区にかかる建議については、新規の建議事項の
みを本白書で掲載する（過去の要望については、上海日本商
工クラブ ウェブサイトhttps://www.jpcic-sh.org/uploads/
files/20161229jibokuyobosho_jp.pdf を参照のこと）。

環境における問題点・要望
中長期的な環境規制の全体像を示すこと

中国政府による五カ年規画、行動計画などにより環境重
視、厳罰化の全体像はつかめるものの、
「規制をどこまで厳し
くするのか」の青写真が明らかになっていない。
石油化工、塗装、めっき、医薬、家具、印刷などの環境負荷
業種に属する企業は、将来的に、環境設備追加設置命令や移
転命令など特別な環境規制コストを受ける可能性が高く、損
益分岐点を超える可能性を確定できず中長期的な事業計画が
立てられない。これは環境負荷業種の企業のみならず、取引先
企業にも大きな問題であり、市政府は産業別、開発区別の中
長期的な環境規制を明示していただきたい。
さらに移転命令については、京津冀一体化計画にならって、
上海市が江蘇省、浙江省などと広域都市計画を作成していた
だきたい。その際には、政府の責任の下で、適切な受け入れ先
と十分な移転補償金を準備し、効率的な環境汚染の集中管理
を実施していただきたい。

環境規制への費用対効果を再度検討し、
規制の適正化を図ること

第４部
各地域の現状・建議

企業は、世界でも類を見ない厳しい環境規制を順守するた
めに、過剰な環境設備を設置する場合がある。効果的・効率
的な対策により環境保護を図る観点から、費用対効果という
点にも留意いただきたい。一部の物質に厳しい規制が課せら
れ、全体としての汚染物質一単位あたりの費用対効果を損ね
ている場合がある。その他、研究や教育目的、または、オー
バーホール、点検時などの特異な時点の排出は、操業期間中
に常時排出する工場運転とは違う規制が適用されるべきで
ある。
VOC規制について、濃度・総量・除去率といったさまざまな
指標についての規制がそれぞれ個別に強化されており、過去
の環境規制を真面目に取り組んできた企業が報われず、不利
益を被るような状況が生じている。積極的な取組を真面目に
行った企業に対する、何らかの救済措置が適用されるべきで
ある。
また、印刷業界へのVOCs規制のうちトルエンの濃度規制値
3mg/㎥と他の汚染物質に比べて格段に厳しく設定されてい
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る。この対応に費用を掛ける必要が生じ、費用対効果が著し
く悪化している状態であるため、効果的なVOC規制を実施す
る観点から、規制値のバランスを見直し、適正化を図っていた
だきたい。

悪質な環境コンサルタント、
不良な環境設備の取り締まりを行うこと

現在、規制値をクリアできない、故障の多い環境設備が市
場に流通しており、企業側の環境人材不足問題という問題も
あるが、一部の悪質な担当官と環境コンサルタントが推奨し
た不良な環境設備が原因で規制値を達成できず環境規制違
反として処分される事案も発生している。今後は、このような
業者や製品についてウェブサイト等で公表すると共に、不良
な環境設備やその製造業者の取り締まりを強化していただき
たい。

自主規制への基準、
立入検査の身分証明書の携帯など法令整備を急ぐこと

現在の環境法制には、例えば環境影響評価にかかわる自
主検収について詳細な規則が定められていない等、法令を調
べても十分な対応ができないことがある。政府検収から自主
検収へと手続が簡素化されることは歓迎するが、将来的な政
府監査に耐えられる形で責任をもって自主検収ができるよう
に、政府監査の合否基準や自主検収ガイドラインの作成など
制度を整備していただきたい。
また担当官による立入検査の際に、検査員がその身分と職
責を明かさないケースが報告されている。セキュリティ上のリ
スク要因であるほか、不適切な検査や腐敗の要因となる恐れ
があることから、その身分を示す証明書を被検査対象者に提
示することを義務付けていただきたい。

指定設備の購入命令を撤廃すること

一部の担当官が、直接あるいは間接に指定設備の購入命令
といった違法行為を行うケースが報告されている。企業にとっ
てみれば営業許認可権を持つ担当官に逆らえず、また、外国
企業向けの相談窓口がないため、従わざるを得ないケースが
ある。このような事が起きないように、市政府として外国企業
向けの相談窓口を設置するとともに、相談事案については第
三者による厳正な審査を行うとともに適切な処分を実施して
いただきたい。

設備設置命令、測定命令には根拠を示し、
必要最低限の行政指導とすること

一部の担当官が、法令に基づかず、必ずしも必要とは考えら
れない設備設置を命令しているケースが報告されている。企
業にとってみれば営業許認可権を持つ担当官に逆らえず、ま
た、外国企業向けの相談窓口がないため、従わざるを得ない
ケースが報告されている。このような事が起きないように、市
政府として外国企業向けの相談窓口を設置するとともに、相
談事案については第三者による厳正な審査を行うとともに適
切に対処していただきたい。
企業に対する行政指導については、
その根拠法令や違反根拠
（データ等）を書面で示すなど丁寧に説明するようにしていた
だきたい。

認定測定企業の測定員に対する資格制度を導入すること

認定測定業者の知見・経験が足りずに、測定値にバラツキ
が生じるケースが報告されている。認定業者による測定結果
は市政府の環境規制、特に2018年1月から始まる環境保護税
の基盤である。測定業者への指導と認定資格制度の導入など
を推進し、安定して信頼できる測定制度の確立に取り組んで
いただきたい。

生産設備増設等申請の審査期間の短縮

一般的に生産設備増設等の環境アセス、危険化学品などに
関係する審査期間は長期化している。または不許可の明示的な
理由が明示されない、許可するための条件を明示しないケース
が発生している。合理的な回答期間内に審査を終了し、環境規
制の観点から申請が認められない場合には、具体的な根拠法
令を示して回答していただきたい。

過剰な生産制限命令の抑制と十分な周知

重要イベント時など国内事情に基づく一時的な生産制限命令
の必要性は理解するものの、経済活動が削減され社会的コスト
が生じていることを十分に留意し、その発令に際しては総合的
な検討を行い、必要最低限の生産制限に限定し、
十分な周知期
間を設けていただきたい。
さらに発令時には、環境優良企業が優遇されるように削減
指標を変更していただきたい（例えば、現行生産量の何割削
減といった指標ではなく、
「環境汚染物質規制値から一定割
合を削減」とすれば、環境負荷を落としつつ、環境優良企業
は不良企業に比べて生産量を落とさないで操業できる）。

産業廃棄物の処理場の不足

2015年以降上海においても、産業廃棄物処理業者および
処理可能量、最終処分場が慢性的に不足する状況となってお
り、処理価格の高騰、処理待機時間の延長といった問題が生
じている。
上海市内に立地する企業が適切に産業廃棄物を処理する
ことができるように、処理業者の誘致や、環境と安全に配慮し
た一時保管場所の提供等に取り組んでいただきたい。一刻も
早く、上海市内に立地する企業の事業活動により生じる産業
廃棄物が適時・適切に処理されるようにしていただきたい。

第４部
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産業廃棄物のうち、危険廃棄物についても、一刻も早く、処
理業者を誘致するとともに、各企業がそれぞれの敷地内で保
管することは、保管場所が各地に分散することとなり安全の
観点からも望ましくないと考えられるため、最終処分場につい
ても拡充に取り組んでいただきたい。

サプライチェーンへの影響を配慮し、
十分な対策を講じること

環境規制強化に伴い原材料メーカーが操業停止となった場
合には、当該企業から調達していた企業はサプライヤーの切
換えが必要となる。需給逼迫に伴う価格上昇や、輸入品への
切換えを強いられる等により、事業活動に多大な影響が生じ
るケースも有る。
環境規制を遵守しない企業が操業停止となることは当然で
あるが、市政府には、取引先企業の経営やその従業員の生活
に生じる影響も踏まえつつ、新たな環境規制強化による操業
中国経済と日本企業2018年白書

停止が想定される場合は、事前に、被規制業種へのヒアリン
グ、パブリックコメントによりその影響を十分に把握しつつ、
法令の内容を十分に周知するなど、被規制業種が対策を講じ
るための十分な時間を確保していただきたい。

資源リサイクルビジネスの促進

市政府は、固体廃棄物の無害化、減量化を原則としつつ、
クリーン生産と循環経済を推進している。さらなるリサイクル
促進のために制度設計を含めて民間活力の活用を推進してい
ただきたい。
今後は、家電だけでなく、自動車などの買替需要が本格
化、工業廃棄物の適正な処理の推進によって、リサイクル市場
がさらに拡大することが予想される。資源リサイクルビジネス
の健全な発展のために、引き続き環境に優しい処理業者を保
護・育成しつつ、他方で外資系企業を含めた新しい処理業者
の参入条件を明確にして業者間の競争を活性化していただき
たい。また、リサイクル製品が新製品と比べて市場において価
格競争力を持つようにリサイクルビジネスの育成を目的に助成
金導入などを検討いただきたい。

土壌汚染防止法の施行後の市政府による体制整備

土壌汚染防止法令が施行された場合、企業にとって工場敷
地の土壌汚染への責任が明確化され、近い将来に対策が必
要になる。
土壌汚染対策については、その高額な汚染浄化費用と公平
性の観点を鑑み、市政府による十分な体制を整備していただ
きたい。例えば、汚染の処分責任者を決定するにあたっては
第三者による公平な調査・審査機関を設立すること、今後公
表される重点土壌汚染管理企業に過度なモニタリング等の対
策を求めないこと、移転・撤退を検討する企業も想定され、手
続は早期に実施すること、責任者が明確にならない汚染土壌
浄化のための基金を設立すること、など体制の整備をしてい
ただきたい。

安全規制における問題点・要望
危険化学品にかかわる輸入通関手続の規制緩和

2015年10月10日に「10月19日より外高橋保税区内にある危
険化学品保税倉庫に入庫する危険化学品の通関手続を暫定
的に停止する」旨通知が突然掲示され、法的根拠が曖昧なま
ま、危険化学品の通関手続が停止された。ほとんどの危険化
学品の入境備案（进境备案）が税関から止められており、保税
貨物の入庫がストップしている。
外高橋港に加えて、洋山港でも、2017年4月7日より税関監
督倉庫の保税保管ができなくなり、多くの産業に多大な影響
を与えている。現場では、非保税扱いの化学品輸入の増加等
に伴い、関連費用の相当な値上げが実施されており、化学品
を扱う企業が大きな影響を受けている。
上海市内に立地する企業各社が安定した経営活動を維持
し、発展することで上海市の経済成長に貢献していくために、
そして上海港がその魅力をさらに高めていくため、暫定措置を
一刻も早く解除し、適切に管理された危険化学品の輸入や保
税保管等の取扱いが可能となるように調整いただきたい。

少量化学品の制度制定、基準、取扱の明確化

化学品の持つ危険性について、多くの日本企業は、化学品
の取扱いや管理に日本でのノウハウとコストを注いで安全性
の向上に力を入れて取り組んでいる。
「危険化学品安全法（仮）」では、試験研究目的や少量危
険化学品の取り扱いについて、一定の緩和的扱いを行う方向
であり、
「危険貨物道路運輸安全管理弁法」においても、一定
の数量制限のもとでの混載ルールを適用する国際整合性の
ある規定が検討されていると伺っている。
一方で、少量の、特に科学研究用サンプルとして小分けされた
危険化学品（貨物）の取り扱いについては、既存の法規制・標
準の一部に不明確な点があり、事業者、行政当局の双方に混乱
をきたす場合がある。
そのため、少量危険化学品（貨物）の登記、保管や輸送に
関して、化学品の性質や分量に応じて科学的に検証された基
準を示していただきたい。
このように、少量の危険化学品の扱いについて見直しが進
められているなか、少量化学品（貨物）の扱いについて、科学
的な根拠に基づくルールが定められ、扱い方法が明確となる
ことを期待している。

消防規制の明確化、適正化

消防にかかわる規制はさまざまな形で規定されており、改
正も頻繁に行われている。そうした改正には速やかに対応す
るべきものであるが、規程改定の周知が不十分であると懸念
される状況も報告されている。
消防規制をアップデートした際には、速やかに企業側が対
応することのできるように、各企業への周知を十分に行ってい
ただくと共に、対応に時間を要する場合には導入準備を進め
ている間について猶予措置を設けていただきたい。
また、担当官が法的根拠を明示せずに特定設備の導入を求
めるようなケースも報告されている。担当官より設備の導入を
求める等の行政指導を行う際には根拠法令を明示して指導す
ると共に、併せて書面で通知いただきたい。
そのほか、消防規制の全体像を示すとともに規制の適正化
が図っていただきたい。

貿易における問題点・要望
第４部
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事前教示の確立

HSコードの判断が税関ごとで異なるケースや通関後にHS
コードの誤りを指摘されるケースがみられるため、品目分類や
関税評価、必要書類や検験検疫局による検査項目等につい
て事前に照会可能で、その回答が全国の税関で効力を有する
事前教示を確立いただきたい。事前教示の確立は適正な申告
を行う企業にとって物流の効率化につながる。

通関一体化

2017年7月より全国税関通関一体化が開始されたが、税関
と検験検疫局とのシステム連動について、各地のシステムが統
一されていないことや故障等の不具合によりうまくいっておら
ず、制度の利便性を享受できていない状況にある。世界最大
の港である上海港は全国通関一体化による恩恵が大きいこと
中国経済と日本企業2018年白書

を踏まえ、改善にむけて取り組んでいただきたい。
また、制度改正の影響か定かでは無いが、貨物検査が増加
しているとの指摘もある。
「自貿区内におけるワンストップ式
申告・検査作業の実施に関する公告」が2015年に公表されて
いることもあり、税関と検験検疫局の申告や検査について一
本化できるものは一本化していただきたい。

制度周知等制度の透明性

制度変更の際は事前通知・正式通知もない状況で実施され
ることがある。対応準備のための十分な時間的余裕をもって、
税関や検験検疫局ホームページに文書で掲載する等配慮いた
だきたい。また、窓口の税関職員が制度変更を理解していな
いケースも散見されるところ、職員に対しても周知徹底いただ
きたい。
企業が海外にいる顧客に時間的余裕を持って通関状況等
を説明できるように、通関可能日等個別企業に対して早めに
連絡していただけるよう配慮いただきたい。

通関手続付属書類の簡素化

通関手続に際しては、多種多様な付属書類が求められてい
る。取引契約書やパーチェスオーダー等が存在しない取引に
おいても、一律に書類の提出が求められることについて、その
運用を改善いただきたい。
検査当局が検査効率を高めるために要求している品質安全
合格保証書について、内容を含めた統一的な運用をお願いす
る。また、共通する内容の取引について何度も書類の提出が
必要となっていることは非効率であり、一定程度包括的な内
容での保証書作成を認める等により双方の負担を軽減し簡素
化していただきたい。

三国間貿易における規制の撤廃、緩和

自貿区にある外資企業が行う三国間取引について、実態の
ある適切な取引であることを、事前の書類提出で示す等、一定
の要件を満たす場合について円滑な取引が行えるように、規
制の撤廃または大幅に緩和していただきたい。

通信における問題点・要望
通信事業における外資規制の撤廃

中国がWTOに加盟してから20年近くが経過したが、基礎電
信業務だけでなく、付加価値電信業務についても、参入形態
が合弁会社に限定されているほか、最低資本金の要件が課さ
れるなどの高い参入障壁が設けられており、そのうえ、ライセ
ンス取得に必要な実務上の要件や手続が必ずしも明らかでな
いことから、外資系企業による新規参入が困難な状況が継続
している。
そこで、通信事業において外資系企業の受入れに真摯に取
り組むことを強く期待する。なお、付加価値電信業務のうちの
クラウドサービスは、今後、通信インフラとしてますます欠か
せないものになるため、外資系企業の特に関心の高い分野の
一つであり、全面的な外資規制撤廃が望まれる。なかでもプラ
イベートクラウドについては、企業内のクローズドなネットワー
クに過ぎないことから、早期の全面的な外資規制撤廃が望ま
れる。

上海市におかれては、中央への影響力を行使するとともに、
中国（上海）自由貿易試験区において模範的な取組を行うこ
とにより、上記の実現を後押しいただきたい。
また、現行制度下の過渡的な措置として、外資系企業によ
る付加価値電信業務参入の明確なモデルケースを提示いただ
きたい。

インターネットサービスやWebサイト等の利用環境の改善

日本を含む世界各地でユーザー数の多いインターネットサー
ビスやWebサイト等について、一部利用ができない状況となっ
ており、そのことが、中国の事業環境としての魅力を損ないかね
ない。インターネットサービスやWebサイト等の利用環境の改善
に向けて尽力いただきたい。

VPNサービス規制

VPNへの接続環境の悪化は、事業やオフィス環境維持等の
ためにVPNを必要としている外資系企業に影響を与え、今後、
上海市をはじめとした中国への進出を検討する外資系企業
の懸念材料にもなりかねないため、2017年、工業情報化部が
公表した「インターネットネットワーク接続サービス市場の整
理・適正化に関する通知」とVPN規制の関係を明確にしてい
ただきたい。

都市計画における問題点・要望
現実的な退去期限の設定

移転要請通知から退去期限までの猶予期間が著しく短い
ケースがある。一般的に、工場の着工から操業まで少なくとも
2年間は必要であることに加え、従業員の確保や教育にも一定
の期間を要する。企業の生産、投資計画の変更をできる限り
最小限にし、地域住民である従業員の雇用・生活の安定化を
図るうえでも、退去期限について現実的な期限を設けていた
だきたい。

移転時の代替地の確保

第４部

移転を求められた場合、企業は直ちに代替地の選定や確保
に取り組むが、少なくとも半年以上の期間を要することが多
いとされる。仮に、企業側に対し短期間での移転を要求する
のであれば、予め代替候補地を複数用意し企業に提示するな
ど、移転にかかわる時間を短縮することができる方法を考え
る必要がある。上海市内のみならず、江蘇省や浙江省など近
隣の省政府や開発区とも連携を図り、代替地の確保および提
供について協力いただきたい。

対象企業への明確な通知

各地域の現状・建議

工業園区において、正式な移転通知を出さず、電気代の引
き上げやレンタル工場に対して税収ノルマの達成を強要する
などの嫌がらせを行い、企業を自発的な移転・撤退に追い込
むよう圧力をかけているケースが見受けられる。企業自らの
移転を強要することは賠償金獲得の権利放棄の強要であり、
工業園区管理委員会に対する信頼を大きく損なうことになり
得る。移転を求める場合、正式な公文書の発行をもって企業
に明確に通知するように指導いただきたい。

権利登記にかかる救済措置

1990年代当初、中国の土地権利登記制度が整備されてい
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なかったことから、当時進出した企業の中には、土地や工場に
関する権利登記書について適切に取得および更新が行えてい
ないケースが見受けられる。このようなケースにおいても、適
切に営業許可証が発行されている場合等には、当時の経緯を
踏まえて円滑に必要書類の取得や更新を経て移転が行えるよ
う権利登記の整備に関し救済措置を設けていただきたい。

公正な賠償額算定

移転時の賠償額算定にあたって、当該政府から特定の鑑定
機関を指定されるケースがある。指定鑑定機関が他の鑑定機
関や市場価格より著しく低い評価をした場合でも、その評価
に異議を唱えることができず、不当に賠償額が低く抑えられる
ケースが発生している。ついては、評価額の透明性を確保すべ
く、判断基準や基準値について公開いただきたい。

区外や市外への移転にかかわる救済措置

区外や市外へ移転する場合、企業は従業員の整理や管轄
区域が変わることに伴う税務調査への対応に苦慮している。
都市計画に基づき、地域の発展に協力するため移転する企業
が、それにより労務、税務上の問題に直面することのないよう
に、特例的措置を設けていただきたい。

賃借人の権益保護

工場の賃貸借に関して、賃貸人と賃借人の立場が不均衡で
あるケースが散見される。ついては、都市計画に基づく再開発
に賃貸工場が含まれ閉鎖・移転が必要となる際には、入居者
に対する通知や賠償が適切に行われ、地域に雇用と税収を生
み地域経済に貢献してきた貸借人の権益が適切に保護される
ように、契約条項の見直しなども含めて関係者に指導いただ
きたい。

会社運営における問題点・要望
食品分野における研修制度

上海市食品薬品監督管理局から「上海市食品从業人員食
品安全知識培訓和考核管理弁法」が公布・施行された。現時
点で、研修の対象者や内容などに関する細則が示されていな
いことから、企業は準備を進めることができない状況にある
ため、まずは早急に細則を示していただきたい。制度趣旨は
十分に理解できるものの、時間的・金銭的な面から企業側の
健全な経営に影響を与えないという観点から、必要最低限の
研修時間の設定や研修方法の簡便化、食品を直接扱う部門
に所属していない職員は対象外にし、研修対象者を限定する
など配慮いただきたい。
また細則においては、商材別（生鮮品、包装品、原材料副

資材、添加剤など）、職種別（生産ライン従業者、工場事務
員、国内外食品貿易従事者、食品物流従事者など）に、研修
項目、研修時間、研修方法（授業形式、試験形式、Eラーニン
グなど）、教育記録方式を企業が理解しやすいように列記い
ただきたい。

保険分野における研修制度

保険会社経営者層への研修制度について、外国人の場合に
は通訳を介した研修や、報告義務等の一定のルールのもとで
の社内研修による代替などにより、効果的・効率的な運用を
求めたい。また非常勤董事や社外董事については、その勤務

状況を踏まえた研修時間や研修内容の最適化を求めたい。保
監会（協会）が主催する研修については前広なスケジュール
通知をお願いしたい。

労働法制

勤務態度や能力に問題のある従業員を解雇した場合、労働
仲裁において当該解雇が認められないことや、法令上支払う
必要のない経済補償金の支払いを求められるケースがある。
また、上記のように不良従業員の主張を認める仲裁結果が出
された場合、他の一部従業員が追随して同様の労働仲裁を提
起し、企業側が莫大な経済的損失を被る事案も少なくない。そ
のような事例により企業経営が困難となると、追随しなかった
多くの善良な従業員が失業リスクに晒されることとなる。事業
運営には労使間の信頼関係が必要不可欠であるところ、企業
側としても労働者を不当に扱う意図は無い。一部の不良従業員
が利益を享受するのでは無く、全体として従業員の利益が保
護されるように、企業側の意見にも配慮した労働法制の運用
をお願いしたい。

新就労許可制度

新たな労働許可制度については、試験運用が開始されてか
らほぼ一年が経過した。オンラインで提出した申請書類につ
いて、複数の修正が必要であるにも関わらず1つずつ指摘が
行われる等、効率的とは言いがたい運用が報告されている。
また、区によって運用が異なることを懸念する意見もあるとこ
ろ、統一的な運用をお願いしたい。

自由貿易試験区における問題点・要望
自由貿易港

現状の自由貿易試験区では、貿易手続については、依然と
して外貨管理局に対して国際収支申告の際に一件毎に報告し
なければならない手間が残っている。
ついては、自由貿易港では、外貨管理局および税関における
貨物貿易モニタリング管理方式が撤廃されるなど、名実ともに
自由貿易港として発展する基礎が築かれることを要望したい。
さらに、ネッティングを行った場合、輸出増値税還付を受けら
れないという税制面の問題も発生する可能性があることから、
輸出増値税還付を含む税制面での整備を検討いただきたい。

輸入化粧品における販売実績証明書の提出
第４部
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2014年から中国国外で生産された輸入化粧品を製品登録
する際には、原産国における「販売実績証明書」の提出が求
められるようになった。これにより、ファッション性や季節性
が高い特性がある化粧品について、数カ月遅れて中国市場
で販売せざるを得なくなっており、輸入化粧品の価値を損な
わせている。また、これら早期に購入したい消費者にとって
は、中国国外に出て購入するなどしなければいけない状況で
ある。ついては、販売実績証明書の提出にかかわる規制の緩
和・廃止を進めていただきたい。

輸入化粧品にかかわる現地試験の実施

既に生産メーカーで十分な企業内評価を行い、販売実績証
明書を提出した輸入化粧品に対しても、当該製品登録の申請
時に、企業内評価や企業内データを認めずに当地において各
中国経済と日本企業2018年白書

種現地試験の実施が必要となっているのは世界的に見ても稀
であり、輸入手続の負担の一因となっている。中国国内で事中
事後の監督管理が強化されていく流れにある中においては、
各生産メーカーが個別に試験を行って保証し、さらには既に
市場実績のある輸入化粧品に対しては、現地試験の実施にか
かわる規制の緩和を進めていただきたい。

非特殊用途化粧品の備案制

「上海市浦東新区における試験的な非特殊用途化粧品備
案管理を実施することに関する事項の公告」
（2017年第7号）
について、上海市浦東新区以外についても、試行期間後速や
かに備案制を広げていただきたい。
また、メーカーやその代理店による正規の輸入が行われず、
ハンドキャリーやEMS等を使用した非正規の並行輸入品が流
通しているケースが散見される。偽物混入の恐れが有る非正規
の並行輸入品から消費者を保護する観点からも、メーカーやそ
の代理店による適切な管理のもとで輸入・販売するための取り
締まりを強化いただきたい。

越境ECプラットフォームにかかわる参入障壁

越境ECプラットフォーム立ち上げのICP届出やEDI審査に関
して、規制緩和が進んでいると仄聞しているが、中国国内の
サーバーを利用などの条件がいくつも課せられているのが現
状である。上海では、2018年11月に「上海輸入博覧会」が開
催予定であり、越境ECは中国の輸入の発展促進にもつなが
ると考えられるところ、中央部門から上海市への権限移譲に
よるEDI申請の手続簡素化、上海自貿区全域への適用拡大な
ど、上海自貿区で試験的に外国企業を含む一般業者の参入
条件の一段の緩和を要望する。

越境ECを通じたポジティブリスト

越境ECでの輸入はポジティブリストに記載されている商
品に限定されている。当該リストには、リンゴジュースや野菜
ジュースなどが記載されているものの、同じ飲料カテゴリーの
トマトジュースは記載されておらず、一般貿易では輸入許可さ
れているにも関わらず、越境ECでの輸入ができない。一般貿
易で輸入が許可されているトマトジュースをはじめ、清酒、鰹
節、水溶性食物繊維、飴、チョコレートなどについてポジティ
ブリストに追加していただきたい。

新エネ車生産にかかわる規制緩和

11月9日に、2018年6月までに自由貿易試験区内において、
電気自動車などの新エネ車に関する外国資本の出資比率制
限の撤廃を試験的に行うと発表された。今回の規制緩和は
一部の国の企業に限定する内容ではないことから、日本の自
動車メーカーも関心を寄せている。2018年6月前のできるだ
け早い時期に工場建設の対象エリアの指定を含めて、新エネ
車生産にかかわる規制緩和の具体的な政策を発表いただき
たい。

自貿区生産の完成車に対する関税

定義上、上海自貿区は、オフショア市場、つまり、中国国外
という位置づけになるため、上海自貿区で生産された完成車
を自貿区から中国国内に持ち込む際、25％の輸入関税が課さ
れる恐れがある。輸入車の関税を段階的に引き下げるとの発

表もあるなか、自貿区生産の完成車に対しては、他国で生産
された輸入車よりも関税率を先行的に引き下げてもらいたい。
これが実現すれば、自貿区で生産するメリットがより一層高ま
ると言えるだろう。

自動車の保税販売、輸入生産設備の免税措置

現状では、輸入者は通関時に関税が課されており、販売実
態としては、販売店が関税賦課後ベースで商品仕入れ・借入を
している。消費者に早く安価な車を届けるため、自動車の保税
販売（販売計上時に関税支払い）を許可いただきたい。
また、保税区で生産活動を行うにあたり、オフショアとなる
保税区内での生産活動であれば、輸入設備は免税扱いにな
るが、金橋開発区や臨港産業区の一部を除いたエリアは、保
税区が認められていないため、生産設備は免税扱いにならな
い。例えば、外高橋も臨港産業区、金橋開発区などはいずれも
上海自貿区であるため、輸入設備の免税措置などは、上海自
貿区全体で同様の扱いにしていただくことで、企業のさらなる
投資につなげていただきたい。

車種を限定しない出資規制の緩和

新エネ車生産企業を独資の設立が認められたことは大い
に歓迎したい。しかし、事業として成立させるためには、一定の
生産台数を確保しないと採算をとることが難しいため、新エ
ネ車に加えて、ガソリン車も含めるなど車種を限定せずに独
資で会社を設立できるように出資規制の緩和を要望したい。

損害保険会社に対する規制緩和

上海自貿区で設立した外資損害保険会社がサービスを総
合的に行い、消費者の利便性や満足度を向上させるために、
企業に対するリスク管理サービスや、保険加入者が中国で事
故に遭った場合のアジャスティング業務サービスなどが提供で
きるよう、業務範囲に「保険関連のその他業務」を加えていた
だきたい。
外資系損害保険会社の許認可取得地域以外の地域での損
害保険の引き受けは、大規模商業物件に限定されているが、
①当物件の限度額を引き下げるか、または②法人単位での付
保をではなくグループ企業単位での付保も可能にしていただ
きたい。
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国内保険会社は1度に複数の支店開設の申請が可能である
にもかかわらず、外資保険会社が1回の申請で開設できる支店
数は1つに限られている。外資保険会社についても国内保険会
社と同様に、1度に複数の支店開設の申請ができるようにして
いただきたい。

＜建議＞
環境規制における問題点・要望
①長期的な環境規制の体系を、長江デルタ地域全
体で設計するよう要望する。
②費用対効果の高い必要最小限・合理的な環境規
制を実施するよう要望する。
③監査現場での身分証提示、根拠法令・基準明示
を徹底するよう要望する。
中国経済と日本企業2018年白書

④基準適合性を重視し、特定設備購入命令などは
廃止するよう要望する。
⑤産業廃棄物処分場・処理業者を確保・育成する
よう要望する。
⑥土壌汚染の責任・費用負担の公正性確保、公的
基金設立を要望する
安全規制における問題点・要望
⑦安全管理を前提とした危険化学品の輸入通関の
再開を要望する。
⑧サンプルなど少量化学品の取り扱いの柔軟化を
要望する。
⑨費用対効果の高い必要最小限・合理的な消防規
制を実施するよう要望する。
⑩監査現場での身分証提示、根拠法令・基準明示
を徹底するよう要望する。
⑪基準適合性を重視し、特定設備購入命令などは
廃止するよう要望する。
貿易における問題点・要望
⑫HSコードの事前教示、通関一体化、手続書類の
簡素化を要望する。
⑬通関現場での制度運用の統一化・透明化を要望
する。
⑭第三国貿易の確認方法の合理化を要望する。
通信における問題点・要望
⑮企業内クラウドなど一部通信業務の外資規制緩
和を要望する。
⑯外国検索サイト、
VPNなどの通信規制の緩和を要
望する。
都市計画における問題点・要望
⑰工場退去要請の明確な通知、合理的な期限設
定を要望する。
⑱代替地の確保への協力、区域を超える際の調
整を要望する。
⑲賠償額の算定方法の合理化・透明化を要望
する。
⑳古い権利登記の書類不備への救済措置を要望
する。
会社運営における問題点・要望
㉑食品・保険研修での合理的な範囲・研修方法の
設定を要望する。
㉒労働調停の際の労使間の利害バランスの確保を
要望する。
㉓新就労許可制度における円滑・統一的な申請処
理を要望する。
自由貿易試験区における問題点・要望
㉔「自由貿易港」での抜本的な金融・貿易の自由
化を要望する。
㉕自動車、生保・証券など外資規制の完全撤廃を
要望する。
㉖越境EC制度の柔軟・合理的な設計を要望する。

江蘇省

の347億ドルと引き続き拡大した。
（表3）

江蘇省の経済動向

表３：浙江省の経済動向（2017年）

2017年の江蘇省のGRPは前年比7.2％増の8兆5,901億
元（全国のGDPの10.2％を占める）となった。成長率は全国
（6.9％）を0.3ポイント上回り、上海市（同6.8％増）の成長
率を超えた。第二次産業は6.6％増の3兆8,655億元となり、
GRP全体に占める割合が44.9％で、第三次産業は8.2％増の
4兆3,169億元となり、GRP全体に占める割合は50.2％と第
二次産業を超え、全体に占めるウェイトが最も大きくなった。
固定資産投資の伸び率は7.5％増、社会消費品小売総額は
10.6％増、貿易総額は19％増となった。一方で、対内直接投
資は前年より増加、実行額は2.4％増の251億4,000万ドルとな
り、華東地域（上海市、江蘇省、浙江省）全体の41.8％を占め
た。先行指標となる契約額も28.5％増の554億4,000万ドルと
なった。
（表2）

表２：江蘇省の経済動向（2017年）
GRP (域内総生産) (億元)
第一次産業(億元)
第二次産業(億元)
第三次産業(億元)
1人当たりGRP(元)
規模以上工業総生産(億元)
工業使用電力(億Kwh)
固定資産投資(億元)
不動産開発投資(億元)
社会消費品小売総額(億元)
消費者物価指数(CPI)
貿易総額(億元)
輸出額(億元)
輸入額(億元)
対内直接投資契約額(億ドル)
対内直接投資実行額(億ドル)
1人当たり都市部住民可処分所得(元)

金額
85,901
4,077
38,655
43,169
107,189
4,271
53,000
9,629
31,737
40,022
24,607
15,415
554
251
43,622

伸び率(%)
7.2
2.2
6.6
8.2
6.8
4.7
7.5
7.5
10.6
1.7
19.0
16.9
22.6
28.5
2.4
8.6

出所：江蘇省統計局

第４部
各地域の現状・建議
330

GRP (域内総生産) (億元)
第一次産業(億元)
第二次産業(億元)
第三次産業(億元)
1人当たりGRP(元)
規模以上工業総生産(億元)
工業使用電力(億Kwh)
固定資産投資(億元)
不動産開発投資(億元)
社会消費品小売総額(億元)
消費者物価指数(CPI)
貿易総額(億元)
輸出額(億元)
輸入額(億元)
対内直接投資契約額(億ドル)
対内直接投資実行額(億ドル)
1人当たり都市部住民可処分所得(元)

金額
51,768
2,017
22,472
27,279
92,057
―
3,259
31,126
8,227
24,308
25,604
19,446
6,158
347
179
51,261

伸び率(%)
7.8
2.8
7.0
8.8
6.6
―
5.0
8.6
10.1
10.6
2.1
15.3
10.1
35.6
23.5
1.8
8.5

出所：浙江省統計局

浙江省への対内直接投資を都市別にみると、実行ベース
で舟山市が前年比92.8％増、温州市が90.2％増と大幅に伸
びた。なかでも杭州市の投資額は66億1,001万ドルと、浙江
省全体の36.9％を占め、省全体の投資額を押し上げた。投
資額トップ3位の杭州市、寧波市（40億2,995万ドル）、嘉興
市（29億9,452万ドル）を合計すると、浙江省の投資総額の
76.1％を占めた。

＜江蘇省、浙江省＞
環境・省エネ、都市開発等における問題点・要望
工場立退きに当たっての十分な情報開示および
補償の確保

2017年、江蘇省への対内直接投資を地域別にみると、
蘇北地域は投資額（実行ベース）が前年比5.5％増の46億
6,867万ドルとなり、江蘇省全体の18.5％を占めた。一方、蘇
中地域は3.1％増の50億7,701万ドル、蘇南地域も1.3％増の
153億8,973万ドルとわずかに増加した。

第三次産業中心の産業構造への変化につれて、華東地域
の各都市において、工場の立退きが求められたり、ライセン
スが更新されない事等により生産停止を余儀なくされるケー
スが発生している。強制的な工場立退きに当たっては、事前
の十分な情報開示、準備期間の設定、適正な補償および補償
に対する迅速な履行を行うと共に、各種操業許可の更新がス
ムーズに行われるように配慮いただきたい。

浙江省

工業用地譲渡条件の透明性の確保

浙江省の経済動向

2017年の浙江省のGRPは前年比7.8％増の5兆1,768億
元（全国のGDPの6.2％を占める）となった。成長率は全国
（6.9％）を0.9ポイント上回った。産業別では、第二次産業が
7.0％増の2兆2,472億元、第三次産業が8.8％増の2兆7,279
億元とGRP全体に占める割合はそれぞれ43.4％、52.6％と
なった。産業構造でみると、第二次産業の伸び率が6.7％増
で、第三次産業も6.3％増である。固定資産投資は8.6％増の
3兆1,126億元となった、そのうち、不動産開発投資は10.1％増
となった。貿易総額は15.3％増の2兆5,604億元であった。浙
江省への対内直接投資は実行額で1.8％増の179億ドルと前
年に比べわずかに伸びた。先行指標となる契約額は23.5％増
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工業用地の備蓄、払下げ、回収、期間更新を行う前に、現在
の土地と地下水質と地質が汚染されているかどうかの調査・
分析・評価を求められる場合において、一連の作業を行う業
者が、全て政府当局に公認され、指定されている評価会社や
除染専門業者になるのであれば、政府公認の測定・評価企業
を公表していただきたい。また、一連の作業の方法や費用に
ついて、事前に透明性を確保できるよう配慮いただきたい。

電力、ガス等エネルギーの供給制限の撤廃並びに
制限時の事前通知の徹底

電力やガス等エネルギーの供給制限が引き続き行われて
おり、そのたびに多くの企業が生産ラインの停止などの影響
を受けている。環境汚染対策の一環、あるいは天候の問題に

左右されることは理解するものの、企業が生産効率を上げ経
済発展への貢献を確実なものとするためにも、企業に対する
電力やガスなどのエネルギー制限を行わないようにしていた
だきたい。万一エネルギーの供給制限が不可避な場合には、
十分な時間的余裕を持って通知していただきたい。

れ、納税者番号、パスポート以外の補助材料、就業の事実を
証明するための各種資料の提出が要求されるケースもある。
駐在員の生活基盤の安定のため、居留許可申請・更新時に
必要な期間を短くすると共に、各銀行口座開設手続について
簡素化が図られるよう、配慮をいただきたい。

化学品や危険物関連規制の漸進的・合理的な実施

通関上の問題点・要望

化学品製造企業に対し、化学品製造許可書の更新が行わ
れず、企業運営が成り立たなくなった企業もある。企業の供
給責任を果たし円滑な発展を続けていくためにも、個々の事
例に配慮した漸進的な実施をお願いしたい。
当該業務に関わらない従業員には許可証の取得を求めな
い、危険化学品登記に関連する運用ルールのさらなる明確化
を図る等、危険物取扱規制全般において柔軟かつ合理的な
運用を望みたい。

バランスの取れた環境規制への取り組み

環境規制の厳格化により計画通りに事業を進められない、
あるいは排出量の変更が認められず増産を図れないなど、
企業活動に大きく影響を及ぼしている。PM2.5濃度に応じた
規制における指定業種では、排出対策に先進的に取り組ん
でいる工場も一律に工場生産停止等の措置が課されたり、排
気（VOC排出）についても、IN側の濃度が低い場合であって
もOUT側はさらに低くしなければならず、除去率にも限界が
生じている。過剰な規制により企業が事業機会を失ったり、
過度な負担を強いられることが無いように配慮をいただきた
い。また、中国企業、外資企業問わず企業の負担が不公平に
ならぬように対応いただきたい。

廃棄物処理に対する環境整備

電子通関制度の拡充など、通関期間短縮化に向けた取り
組みは評価できるが、一方でHSコードの見解が担当者により
変更されるなど不透明さがまだ残ることから、通関手続にか
かわる基準の明確化、迅速化、簡素化について引き続き対応
いただきたい。また、書式の統一やペーパーレス通関の普及
等を通じて、通関業務がよりスムーズに行われるようにして欲
しい。また、コスト高に対処するため関連費用徴収の透明性
確保、増値税還付手続の簡素化をお願いしたい。

関税率見直しに関する周知徹底と導入期間の適正化

年度の途中でも、中国税関は経済状況によって輸出入の関
税率を調整する。関税率の調整があったとき中国税関は公式
ウェブサイトへタイムリーに掲載しているものの、当該情報の
キャッチアップという点で企業は課題を抱えている。さらに、
関税率調整や関税政策変更の導入期間が短すぎるため日系
企業は対応できず、税関で貨物を止めさせ保証金を払って解
決せざるをえないケースもある。関税率・関税政策の見直し
があった際、企業への周知徹底と導入期間の適正化の点につ
いて、配慮いただきたい。

越境EC制度の規範化と安定な運用に関する法的整備

各地域において廃棄物取扱業者数や取扱業者一社当たり
の取扱量、最終処分場が慢性的に不足しているため、企業と
しても高コスト化はもとより処理能力、処理スピードに苦慮し
ている。取扱業者の誘致や最終処分場の拡充など、
できる限
り早期に適切な廃棄物処理ができる環境を整え、企業活動
に影響を及ぼさぬようにお願いしたい。

越境EC経由の貿易量が年々増えているなか、未だに十分
に規範する法律が存在していない。また、現状、各試験区は
中央政府頒布の法規と行政規定に基づいて輸入管理を行っ
ているが、特に検疫検査の基準やポジティブリストの解釈に
関して地方によってバラつきが大きい。越境EC制度の規範化
と安定的な運用を実現するため、法的整備を早急に検討して
いただきたい。

労務上の問題点・要望

加工貿易企業の損耗管理制度の廃止

労働契約関連法規の見直し

第４部
各地域の現状・建議
332

輸出入通関手続の明確化・簡素化と関税負担の軽減

行き過ぎた労働者保護や企業業績に基づかない政府指導
による賃金上昇は、企業の経営活動に大きく影響するととも
に、競争力の低下など経済発展への貢献にも影響する点も考
慮し、労働者保護に対する適切な措置を再構築していただき
たい。

就労ビザの発給制限の緩和

60歳以上の者、高卒の技術者への就労ビザの発給制限に
より、豊富な経験を有する有能な人材を活用することができ
ない。このような就労ビザの年齢制限による発給制限は速や
かに緩和していただきたい。

居留許可申請時の手続迅速化および銀行手続の簡素化

一部地域では、2017年12月中旬より外国人が銀行口座を
新設する際の審査が厳格化している。開設前に、現地での
就業の有無審査を目的とした約15日間の審査期間が設定さ
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生産型企業は、一般区域（非保税区域）の加工貿易も同様
であるが、損耗率を税関に登録し、それに基づく保税品の有
り高管理を受けている。しかし、税関に受理された損耗率か
ら算出される歩留り数値が実際の生産工程での歩留まり数
値と異なるケースが少なからず見受けられる。
損耗管理制度を実数実績管理への変更は、加工貿易企
業の保税品管理業務の効率化促進や税コストの削減が期
待できることから、損耗管理を企業の実態に合った歩留り
管理、企業システムに基づく保税品管理が可能となるよう自
由貿易試験区の試験措置を全国の区外企業へも拡大いただ
きたい。

金融に関する問題点・要望
外貨換金規制の緩和

外貨資本の人民元への換金が規制されているため、企業
の資本金が目減りしており、円滑な事業活動の障害となって

いる。現行の厳格な外貨換金規制を緩和していただきたい。

企業の海外送金並びに海外投資に関する
送金金額の上限撤廃

役務提供などモノの輸出入を伴わない契約において、海外
送金が制限され、相当な税負担が求められる等、ビジネスに
支障を来すことが多い。また、中国内の外資企業が中国外に
海外投資をしようとしても認可が取れず、実施が実質的に困
難である。外資企業が海外へ送金・投資等を金額に上限規
制をつけず自由に行えるようにして欲しい。

日系企業の円滑な活動支援への要望
対外開放、持続的成長の堅持と
良好な日中ビジネス環境の実現

日本企業の進出がより順調で活発なものとなるように、対
外開放、持続的成長の堅持、日中友好、平等互恵に基づく良
好な日中ビジネス環境の実現に協力をいただきたい。日系企
業が参加できる入札・調達機会の確保や、展示会・日本商品
の即売会等の機会を増やしていただき、日系企業日本商品が
中国の社会経済の発展に貢献できる機会を広げていただき
たい。

日系企業クラブ等への活動支援と交流の促進

各地域の日系企業クラブにおいては、法人格を持たないた
めに会費の発票が発行できないなど、活動にさまざまな支障
を来しているケースも多い。こうした日系企業クラブの円滑な
活動支援のため、非営利法人としての認可など、さまざまな形
での支援をいただきたい。また、日系企業クラブとの意見交
換会の実施などを通じ、日系企業と行政当局との対話促進を
これからも進めていただきたい。

その他
行政区間等をまたがる事業所の移転の円滑化

行政区間等をまたがる事業所の移転・撤退に際し、税務局
による発票の発給遅延、過去に遡った徹底的な税務調査等
の不利益な行為を受けることがあり、最適な事業体制構築の
大きな阻害要因となっている。このため、華東地域における
事業所の移転、事業の再編が円滑に進められる仕組みを構
築していただきたい。

流通業における商慣行の見直し
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大手流通小売店の入場料引き上げにより、流通コストが上
昇している。これは、一部で見られる品質の劣悪な商品の流
通という問題の一因ともなっている。一般消費者の安全確保
と公正かつ自由な競争を確保するためにも、このような商慣
行を見直していただきたい。

建設業における分公司設立・納税指導の廃止、
さまざまな制限の緩和

各省、市、区における建設工事において、地元政府から分
公司の設立を求められたり、その地区での納税を求められた
りする。また分公司設立の際に要求される保証金の返還を求
めると、保証金を返還した場合には当該地域で1年間工事を
行うことができないとされている。このような明確な法令の
根拠に基づかない分公司の設立や納税にかかわる指導を廃
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止するとともに、保証金の返還に当たっての工事制限を撤廃
していただきたい。
また、上記に関わらず建設に関する法規制や制度が地域に
よって異なったり、外資企業に対する建築資格取得が実質的
に困難であるなどの制限が存在しており、これらの問題を解
消いただきたい。
併せて、現状外資系建設会社は、外国資本が50％以上の
建築主による建設工事でなければ請け負うことができない。
中国資本のみの工事等を含め、さらなる規制の緩和をいただ
きたい。

食品安全法に対する細則の策定

2015年10月に食品安全法が改正され規制が強化された
が、同法に関する細則が不明瞭であるため、各社ともその運
用において苦慮している。関連する企業が同一の対応を図れ
るよう、細則を策定、明示いただきたい。
また、例えば輸入した食品添加物は、出入国検査検疫機
関を経て、輸入商品の検査に関する法律や行政法規の規定
に従った検査に合格しなければならないルールになっている
が、規格・基準・試験方法が策定中の食品添加物に関して
は、試験方法が未定との理由で分析が実施されず、輸入食品
衛生証書が発行されない恐れがある。
規格・基準・試験方法の早期の策定を要望するとともに、
策定期間中においては、救済措置の設置をお願いしたい。

企業のガバナンス強化

監査済の決算書であっても、粉飾決算等の事例があり、正
常な取引を妨げている。年次検査等の会計監査につき、虚偽
申告が行われないよう、より一層の企業のガバナンス強化策
を振興いただきたい。

政府調達における内外差別の撤廃

インバーター付きエレベーターなど環境にやさしい製品で
あっても、100％中国資本でないと政府調達に参入できない。
政府調達における内外の資本差別を速やかに撤廃していた
だきたい。

政府管理下の大型プロジェクトの公開入札

大型商業プロジェクトの公開入札は情報開示の期間が短
く、検討中の企業であっても情報不足のため参加できなかっ
たケースがある。政府管理下の入札に関し、内外資企業にお
ける公平性・公開性を改善していただきたい。

不動産物件の用途変更・企業登記の際の規制緩和

上海市内中心部など、地区によっては店舗物件が少なく賃
料が高止まりしている。必要な店舗物件を提供しサービス産
業を効果的に発展させるためにも、不動産物件の用途変更が
容易にできるようにしてほしい。また中小企業におけるコスト
負担の軽減のためにも、住宅での登記ができるようにしてい
ただきたい。

通信環境の改善

業務のデジタル化並びにクラウド化の進展により、外資企
業においては業務上、国内外と大容量のデジタルデータを交
換する機会が増えているが、回線の混雑のためか特に業務時

間帯においてインターネット経由で国内外とのスムーズなデー
タのやり取りが行えないことも多い。外資企業が華東地域に
地域本部を構え、円滑な事業を行って行くうえでも、国内外と
安定した通信ができる大容量の回線を安価で確保できること
は必要不可欠であり、国内外との通信環境の改善に向けた積
極的な取り組みをいただきたい。また、時期によりネットワー
クにつながりにくくなることがある場合には、事前に情報を開
示いただきたい。

外国人居住環境の改善

⑭外貨換金規制の緩和を要望する。

⑮企業の海外送金並びに海外投資に関し送金金額
の上限撤廃を要望する。
日系企業の円滑な活動支援への要望

⑯対外開放、持続的成長の堅持と良好な日中ビジ
ネス環境実現を要望する。
⑰日系企業クラブ等への活動支援と交流促進を要
望する。

主に外国人が多く居住する賃貸住宅において、短い予告
期間のうちに閉鎖、退去が命じられ、居住環境が安定しない
事例が散見される。安定した居住・勤務環境を確保するため
に、商慣行の改善を図っていただきたい。

その他

交通、医療を中心とした生活環境の改善

⑳建設業における分公司設立・納税指導の廃止や
さまざまな制限緩和を要望する。

改善が見られる地域があるものの、二輪車を含む車両の信
号無視、逆走、歩道走行等が日常的に行われており、交通ルー
ルがいまだ行き届いていない地域も多い。これにより、ワー
カー、従業員が通勤途上に事故に遭遇するケースがあることか
ら、ぜひ交通ルールの徹底をお願いしたい。また、上海以外の
地域では、外国人向けの医療サービスが不十分な地域もあり、
生活環境の改善を図っていただきたい。

＜建議＞
環境・省エネ、都市開発等における問題点・要望

①工場立退きに当たっての十分な情報開示および
補償の確保を要望する。

②工業用地譲渡条件について透明性の確保を要望
する。
③電力制限規制の撤廃並びに止むを得ない制限時
には事前通知の徹底を要望する。
④化学品や危険物関連規制の漸進的・合理的な実
施を要望する。

⑤バランスの取れた環境規制への取り組みを要望
する。
⑥廃棄物処理に対する環境整備を要望する。
労務上の問題点・要望

第４部

⑦労働契約関連法規の見直しを要望する。
⑧就労ビザの発給制限緩和を要望する。

各地域の現状・建議

⑨居留許可申請時の手続の迅速化および銀行手続
の改善を要望する。
通関上の問題点・要望

⑩輸出入通関手続の明確化・簡素化と関税負担の
軽減を要望する。

⑪関税率見直しに関する周知を徹底するととも
に、適正な導入期間を設けていただくよう要望
する。
⑫越境EC制度の規範化と安定な運用を実現してい
ただくよう要望する。
⑬加工貿易企業の損耗管理制度の廃止を要望する。
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⑱行政区間等をまたがる事業所の移転の円滑化を
要望する。
⑲流通業における商慣行の見直しを要望する。

㉑食品安全法に対する細則策定を要望する。

㉒企業のガバナンスが強化できるよう政策の振興
を要望する。
㉓政府調達における内外差別の撤廃を要望する。

㉔政府管理下の大型プロジェクトに関する入札に
ついて、公平性、公開性を改善いただくよう要
望する。
㉕不動産物件の用途変更・企業登記の際の規制緩
和を要望する。
㉖海外との通信環境の改善を要望する。
㉗外国人居住環境の改善を要望する。

㉘交通、医療を中心とした生活環境の改善を要望
する。

第３章
華南地域（広東省、福建省）
広東省

2017年の広東省の域内総生産（GRP）は8兆9,879億
2,300万元、成長率は7.5％であった。投資、消費はいずれも
二ケタをこえる堅調な伸びを示し、貿易額も3年ぶりに前年
比増となった。一方、対内直接投資は実行額が2年連続で
減少した。ジェトロのアンケートによれば、在広東省日系企
業の事業拡大意欲は回復しつつあるものの全国で2番目に
低く、縮小、移転・撤退を考える割合は最も高かった。一方
で、黒字企業の割合は全国でも上位となった。近年は、拡
大意欲と黒字企業の割合の乖離が定着しており、好調な企
業とそうでない企業の2極化が進んでいるとみられる。前年
に引き続き投資案件では拠点の統合・縮小がみられる一方
で、新規投資については（1）高付加価値製品の生産、技術
レベルの高い生産工程を実施する拠点設立、
（2）中国内で
の研究開発・販売強化のための拠点設立、
（3）広東省東西
北部での投資といった特徴が表れている。

広東省の経済動向
2017年の広東省のGRPは8兆9,879億2,300万元、成長
率は7.5％であった。産業別では、第二次産業は前年比6.7％
成長の3兆8,598億5,500万元、第三次産業は8.6％成長の4
兆7,488億2,800万元だった。項目別にみると、固定資産投
資（農家含まず）は13.5％増の3兆7,477億9,600万元であっ
た。社会消費品小売総額は10.0％増の3兆8,200億700万
元となった。
貿易額は前年比8.0％増の6兆8,155億9,000万元と3年
ぶりに増加した。うち輸出は6.7％増の4兆2,186億8,000万
元、輸入は10.1％増の2兆5,969億1,000万元となった。
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2017年の広東省の対内直接投資は、契約件数が前年比
93.1％増の1万5,599件、契約額が15.6％減の730億8,700
万ドル、実行額が1.9％減の229億700万ドルだった。うち、
日本からの投資は契約件数が73.0％増の64件、契約額が
約5.2倍の18億4,900万ドルと大幅に増加したものの、実行
額は4億2,800万ドル（0.32％減）と5年連続で減少した。

具体的問題点、改善要望
外務省の「海外在留邦人数調査統計」
（2016年10月時
点）によれば、広東省における進出日系企業数は前年比
18.0％減の1,640社、在留邦人数は2.1％減の1万9,244人と
なっている。
ジェトロが2017年10～11月に実施した現地進出日系企業
を対象とするアンケート調査「2017年度アジア・オセアニア
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進出日系企業実態調査（以下、実態調査）」の在広東省日
系企業の回答を見ると、中国における今後1～2年の事業展
開の方向性について「拡大」すると回答した企業の割合は
40.5％と、前年比で13.6ポイント増加したものの、全国平均
（48.3％）を下回り、主要省・市では福建省（31.4％）に次い
で低かった。また「縮小」、
「第三国（地域）へ移転・撤退」
は合わせて9.8％と全国で最も高い割合となった。
一方で、営業利益見通しについては「黒字」と回答した企
業が5.4ポイント増の72.6％と、福建省、遼寧省に次いで高
い割合となった。企業規模別の黒字企業の割合は、大企業
は前年比6.9ポイント増の79.8％、中小企業は3.3ポイント増
の62.5％となった。
経営上の問題点として、広東省では「従業員の賃金上昇」
が76.8％で第1位となったものの、前年比で5.6ポイント縮小
し2010年度以降では初めて70％台にとどまった。縮小の背
景としては（1）広東省政府による労働コスト抑制策の効果、
（2）企業の生産工程の自動化・効率化による省人化の進
展が考えられる。
（1）については、2016年2月の「広東省供
給サイド構造改革のコスト削減行動計画（2016～2018年）」
（粤府〔2016〕15号）により、2016年、2017年の最低賃金は
2015年の水準を適用するとされた。また、2017年3月の「広
東省実体経済企業のコスト低下工作方案」
（粤府〔2017〕14
号）により、広東省の最低賃金水準改訂の頻度につきこれま
での「少なくとも2年に1回」から「原則的に少なくとも3年に1
回」に改められ、社会保険料率についても上限が定められた
（いずれも深圳市は除く）。
「実態調査」でも2017年度から
2018年度の昇給率について、広東省の都市は広州市（6.7％
上昇）が全国平均（6.0％）を上回り主要21都市中で7位と
なったものの、中山市（5.7％）が14位、深圳市（5.0％）が18
位、東莞市（4.8％）が21位と比較的低く抑えられている。
（2）について「実態調査」では「17年の営業利益が改善
する」と回答した企業のうち、
「生産効率の改善」を挙げた
企業が51.2％と、福建省（64.3％）に次ぐ高い割合となって
いる。企業からは「自動化により従業員を4割削減。生産性
の向上により売り上げは増加し、人件費の上昇をカバーし
た」
（広州市・自動車部品製造）、
「生産性の向上により、生
産量を維持したまま従業員を20％削減する」
（深圳市・事務
用機械器具）といった声もある。
第2位は「競合相手の台頭（コスト面で競合）」
（58.7％）
で前年比11.6ポイントと大幅に増加した。第3位の「調達
コストの上昇」（47.8％）は2014年度以来のランクインと
なった。同率3位が「限界に近づきつつあるコスト削減」
（47.8％）、第5位が「主要取引先からの値下げ要請」と、上
位5位全てをコスト関連の項目が占めた。賃金上昇について
は問題とする比率が減少しているものの、その他のコスト上

昇は、依然大きな問題であることが分かる。
日系企業の投資案件をみると、新規投資については2016
年に引き続き（1）高付加価値製品の生産、技術レベルの高
い生産工程を実施する拠点設立、
（2）中国内での研究開
発・販売強化のための拠点設立、
（3）広東省東西北部（珠
江デルタ周辺の相対的に経済発展の遅れた地域）での投資
が特徴として挙げられる。また、事業再編については（1）低
付加価値製品・市場縮小製品の製造拠点縮小、
（2）拠点
集約による効率化が挙げられる。

地方政府との交流の状況
ジェトロ広州事務所は在広州日本国総領事館、各商工会
と協力し、広東省政府との関係強化を続けており、2017年
度には以下の活動を行った。

広州市と日系企業との意見交換会
・2017年8月21日

・広州市側参加者：広州市副市長などが参加
・日本側参加者：在広州日本企業、広州日本商工会会
長・副会長、在広州日本国総領事館、ジェトロ広州事
務所などから39名が参加。
・交流内容：現地日系企業からの要望事項を取りまと
め、現地政府と意見交換を実施。要望事項に対する回
答を得た。

東莞市と日系企業との意見交換会
・2017年11月21日

・東莞市市側参加者：共産党東莞市委員会常務委員を筆頭
として、社会保障局をはじめとする関係部局が参加。
・日本側参加者：在東莞日系企業約107社・148名、東
莞各地の日本商工会会長、在広州日本国総領事館、
ジェトロ広州事務所が参加。
・交流内容：現地日系企業からの要望事項を取りまと
め、現地政府と意見交換を実施。要望事項に対する回
答を得た。

深圳市と日系企業との意見交換会
・2017年11月22日

・深圳市側参加者：副秘書長を筆頭として、経済貿易・信息
化委員会をはじめとする関係部局が参加
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・日本側参加者：在深圳日系企業約50社・90名、深圳日本
商工会会長、在広州日本国総領事館、ジェトロ広州事務
所が参加。
・交流内容：現地日系企業からの要望事項を取りまとめ、現
地政府と意見交換を実施。要望事項に対する回答を得た。

その他、以下要人との面談において白書を手交した
・東莞市長、深圳市秘書長など。

福建省
2017年の福建省の域内総生産（GR P）は3兆2,298億
2,800万元、成長率は8.1％であった。固定資産投資、社会
消費品小売総額、貿易はいずれも二ケタ増と堅調な伸びを
中国経済と日本企業2018年白書

示した。対内直接投資の実行額は前年比8.2％増となった。
ジェトロのアンケートでは、日系企業の事業拡大意欲は全国
で最低だったものの、黒字企業の割合は全国で最も高かっ
た。従業員の賃金上昇などコスト増加が最大の課題である
が、人材の採用難、従業員の質についても前年に引き続き問
題となっている。

福建省の経済動向
2017年の福建省の域内総生産（GR P）は3兆2,298億
2,800万元、成長率は8.1％であった。産業別にみると第一
次産業は前年比3.6％成長の2,442億4,400万元、第二次
産業は6.9%成長の1兆5,770億3,200万元、第三次産業は
10.3％成長の1兆4,085億5,200万元であった。
項目別にみると、固定資産投資が前年比13.5％増の2兆
6,226億6,000万元であった。社会消費品小売総額は11.5％
増の1兆3,013億元だった。貿易額は12.0％増の1兆1,590億
7,800万元だった。うち、輸出額は4.1％増の7,114億800万
元、輸入額は27.5％増の4,476億7,000万元だった。対内直
接投資実行額は8.2%増の573億1,700万元だった。

具体的要望、問題点
福建省の日系企業は、主に福州市、厦門市とその近郊
に進出している。外務省の「海外在留邦人数調査統計」
（2016年10月時点）によれば、福建省における進出日系企
業数は前年比1.9％増の158社、うち福州市55社、厦門市
96社となっている。また、在留邦人数は2.3％減の1,103人
となっている。
「実態調査」では、在福建省日系企業のうち
中国における今後1～2年の事業展開の方向性について「拡
大」すると回答した企業の割合は31.4％と、前年比で7.3ポ
イント減となり主要省・市で最低となった。一方、営業利益
見通しについては「黒字」と回答した企業が75.0％と前年比
で4ポイント増加し、主要省・市で最大となった。
福建省進出日系企業の課題について、第1位が「従業員
の賃金上昇」
（77.1％）、第2位が「競合相手の台頭（コス
ト面で競合）」
（60.0％）、第3位が「品質管理の難しさ」
（56.7％）となった。第4位は「限界に近づきつつあるコス
ト削減」
（50.0％）、第5位は「主要取引先からの値下げ要
請」
（48.6％）となった。なお、2016年には第4位であった
「人材（一般ワーカー）の採用難」
（45.7％）は第7位に、第
5位であった「従業員の質」
（42.9％）は第9位に後退したも
のの、回答率は前年と同水準であった。人材に関する問題
の順位は低下したが、実態が緩和されたとは言えない状況
である。

＜建議＞
各現地政府との意見交換会にて日系企業から提
出された主な課題・要望を元に、以下の通り建
議事項としてまとめた。
貿易・通関上の課題・要望
①税関総署公告2016年第20号および2017年第

13号公告の施行後、中国側の輸入者が輸出者
に支払ったロイヤルティを貨物の輸入価格に合
算し課税価格を計算すべきと税関から指摘さ
れ、過去に遡及し追徴課税されたケースが散見
される。制度の運用に当たっては、課税価格に
ロイヤリティを合算する根拠、調査対象となる
遡及期間等を明示頂くとともに、企業側の負担
が過大とならないよう要望する。

①数年前に、来料加工廠から独資企業へ切り替え
を行ったが、依然として所在地の鎮政府から毎
年10万元以上の管理費を徴収されている。管
理費を支払わない場合、進料加工生産能力証明
発行や会社登記事項変更等の手続に協力してく
れない。生産能力証明や会社登記事項の変更手
続に、鎮商務部門のサインが必要という規定を
廃除することを要望する。

②広東省政府は2017年3月17日付粤府弁
［2017］21号通知にて、小売業改革の一環と
して、輸入食品の検疫簡素化などを打ち出した
が、本通知の具体的な細則、施行時期などの情
報提供を要望する。

②2016年12月26日付で「企業簡易抹消登記改革
の全面的な推進に関する指導意見」（工商企注
字[2016]253号）が発表された。同意見では条
件を満たした企業について、簡易抹消手続を申
請することが可能とされている。当地において
本意見に基づき簡易抹消登記を申請することが
できるか、また、外資系企業による簡易抹消登
記の事例はあるかにつき情報提供を要望する。

③従来問題なく通関できていた製品・部材などに
おいて、（1）同一用途でも仕入れ元の違い、
微妙な原材料の違いなどでHSコードについて
指摘を受ける、（2）危険化学品扱いとなり検
査が必要になる、（3）納入業者が輸入者の関
連会社であることを理由に価格操作の疑いを受
け輸入が止まる、（4）部材内容精密検査を受
けコンテナごと輸入が止まるなどの案件が生じ
ている。こういった状況の発生を避けるための
方法などにつき、情報提供を要望する。
労務上の課題・要望
①エンジニアなど高い技術・ノウハウを持つ年配
の駐在員は当地での工場運営に欠かせない。し
かし、2017年4月から施行された外国人就労許
可新制度の点数基準によれば、60歳以上の人
材には加点がなく、合計が60点に満たずC類に
分類される事もある。新制度の運用に当たって
は、当地での企業活動に支障が生じないよう各
地域の企業の状況を考慮するよう要望する。

第４部

②社会保険料が月単位で徴収されており、月途中
に入社した社員は勤務日数が残りわずかでも、
1カ月分の社会保険料を支払う必要がある。月
途中に入社した場合、給与は日割り計算となる
ため、1カ月分の社会保険料を支払った場合、
社員の手取り金額が大幅に少なくなってしま
う。退職時も同様で社員にとっても、会社に
とっても負担が大きい。月途中での入社・退職
の場合、社会保険料について日割り計算で徴収
するよう要望する。

各地域の現状・建議

③「『労災保険条例』の若干問題に関する意見
(二)」によると、業務と関係がない活動に参加
する場合、労災認定において業務上の事由とは
みなされない。「業務と関係がない活動」とは
どのような活動か、また、従業員の扶養直系親
属が死亡した場合、企業は従業員に服喪補助金
を支払う義務があるか、どのような条件を満た
せば「扶養直系新属」とみなされるかにつき判
断基準の明示を要望する。
行政サービスにかかわる課題・要望
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③広東省人民政府は2017年8月20日に「広東省
における製造業の企業コスト引き下げおよび実
体経済発展の支持に関する若干政策措置」（粤
府〔2017〕90号）文書を発布した。同文書に
もとづき、具体的にどのような措置を取ってい
るかにつき情報提供を要望する。
環境規制に関する課題・要望
①2018年1月から中国全土で施行されている環境
保護税法について、広東省についての細則はい
つ頃発表されるのか、また課税対象、現状との
変更点など現時点で判明している内容につき、
情報提供を要望する。
②危険廃棄物について、資格を持つ処理業者と契
約しても「処理枠が取れない」との理由で引き
取ってもらえない場合が多い。一方、環境監査に
おいては廃棄物が引き取られていないことが問題
として指摘される。危険廃棄物の処理施設の迅速
な建設を要望する。また、処理業者の引き取り拒
否がある場合は、規定に違反しているか判断をす
るにあたって考慮するよう要望する。
その他
①2017年9月末に、電力不足を原因として電力
使用制限を受け、鎮政府からの使用制限の事
前連絡が使用制限の前日であったため生産に
影響が生じたケースが報告されている。電力
使用の制限理由および、今後の電力供給の見
通し、電力使用制限の可能性について情報提
供を要望する。
②当地に進出し、投資する日本企業にとって、日
本人学校は重要な基礎インフラであり、日系企
業の進出や投資の意思決定に重要な役割を果た
している。広州日本人学校の運営が困難になっ
た場合は、日系企業の進出や投資にも影響しか
ねない。同校の今後の運営に関し、広州市政府
の関係部署と広州日本人学校の理事会との間で
意見交換等を行う場を設定するよう要望する。

第４章
東北地域（瀋陽市、大連市）
2017年の遼寧省の域内総生産は2兆3,942億元、実質成長
率は4.2％となった。2016年は全国の省・自治区・直轄市の中
で最も低い成長率であったが、最下位を脱した。遼寧省省長
は、2018年1月27日の政府活動報告において、
「遼寧省の経済に
『底打ち安定、安定の中で好転』の良い傾向が見られる」と発
言し、遼寧省の経済復調を示唆した（発言当時は代理省長）。

新規設立登記企業数が約2万1,600社に達し、うち外資企業
による新規設立登記数は延べ274社に達した。

遼寧省の経済復調の主な要因として、工業の回復が挙げら
れる。同省の第二次産業のGRPは前年の7.9％減から3.2％増
に転じた。また、一定規模以上の工業付加価値額も2017年8
月に単月では3年ぶりに増加に転じ、2017年通年では4.4％増
となった。

・2017年の域内総生産は5,865億元、実質成長率は3.5％
となり、2016年のマイナス成長（5.8％減）からプラス
成長へと転じた。産業別にみると、第一次産業が前年比
3.6％増、第二次産業が2.7％増、第三次産業が4.0％増
と、2016年に低調であった第二次産業（13.7％減）が
プラスとなった。

固定資産投資総額は、前年比0.1％増の6,444億7,000万
元となった。総額の3割強を占める不動産開発投資が前年比
9.3％増と回復基調となっている。このほか、遼寧省発展改革
委員会は、大連長興島の恒力石油化学産業パークの建設に
かかる設備投資などの工業関連投資が固定資産投資額の増
加に寄与したと分析している。
貿易総額は、前年比17.9％増の6,737億4,000万元となっ
た。輸出が7.1％増の3,041億7,000万元、輸入が28.6％増の
3,695億7,000万元と、輸入の伸びが顕著であった。
対内直接投資額（実行ベース）は、前年比77.9％増の53億
4,000万ドルとなり、大幅に増加した。米インテルの不揮発性
メモリ工場の第二期（投資額：27億3,000万ドル）など大型の
投資が対内直接投資額の増加に寄与したほか、第二次産業
への投資額が実行額全体の57.9％を占めた。
社会消費品小売総額は、前年比2.9％増の1兆3,807億
2,000万元となった。また、都市住民1人当たり平均可処分所得
額は6.4％増の3万4,993元と、所得の伸びが堅調であった。

第４部
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ジェトロが2017年10月～11月にかけて実施した中国進出日
系企業経営実態調査によると、遼寧省進出日系企業が抱え
る経営課題として人件費の高騰、競合相手の台頭（コスト面
で競合）が上位2項目として挙げられた。他方、遼寧省進出日
系企業の今後1～2年の事業展開については、
「拡大」とする
回答が前年の32.8ポイントから47.1ポイントへと増加してい
ることから、事業拡大意欲が高まっている。
遼寧省政府は、2018年の重点政策として対外開放の推進
を挙げ、中国（遼寧）自由貿易試験区、大連越境EC総合試験
区など対外開放レベルを高めるうえで核となる政策をさらに
推し進めるともに、外資の積極的な誘致に向け、金融、通信、
医療、教育等の分野における開放を推進するとした。同時
に、行政手続の効率化を通して、ビジネス環境を改善し、国内
外企業の誘致を強化するとしている。2017年4月10日に稼働
開始した中国（遼寧）自由貿易試験区は、同年12月末時点で
中国経済と日本企業2018年白書

瀋陽市、大連市の経済動向
瀋陽市

・2017年の都市住民1人当たり平均可処分所得は前年比
6.1％増の41,359元で、堅調に増加した。
・2017年の貿易総額は前年比15.9％増の867億6,000万
元、対内直接投資額（実行ベース）は24.1％増の10億
1,000万ドルといずれも2ケタの伸びを記録した。
・外務省「海外在留邦人数統計」によると、2016年10月1日時
点の日系企業数は212社（前年同日と同数）、在留邦人数は
677人（同1.5％増）。2018年2月末時点の瀋陽日本人会の会
員数は約120社。

大連市

・2017年の域内総生産は7,363億9,000万元、実質成長率
は7.1％となり、成長率が全国平均の6.9％を上回った。
産業別にみると、第一次産業が前年比4.4％増、第二次
産業が8.3％増、第三次産業が6.4％増と、第二次産業の
伸びが高かった。
・ 2017年の固定資産投資額は前年比15.1％増の1,652
億8,000万元、そのうち不動産開発は5.9％増の566億
6,000万元となった。
・ 2017年の社会消費品小売総額は前年比9.2％増の
3,722億5,000万元、都市住民1人当たり平均可処分所
得は6.7％増の4万587元と、消費と所得の伸びが旺盛
であった。
・2017年の貿易総額は前年比21.7％増の4,132億2,000
万元、対内直接投資額（実行ベース）は8.2％増の32
億5,000万ドルとなった。米インテルの不揮発性メモ
リ工場の第二期に加え、自動車部品、機械製造関連で
の投資が活発であった。
・ 外務省「海外在留邦人数統計」によると、2016年10
月1日時点の日系企業数は1,667社（前年同日比1.4％
減）、在留邦人数は5,338人（同6.7％減）。2018年2
月末時点の大連日本商工会の会員数は約750社。

表：2017年 遼寧省、瀋陽市、大連市の主要経済指標
域内総生産(GRP、億元)
第一次産業
第二次産業
第三次産業
一定規模以上の
工業付加価値額(億元)
固定資産投資総額(億元)
不動産開発
社会消費品小売総額(億元)
消費者物価指数上昇率(CPI) (%)
都市住民1人当たり
平均可処分所得(元)
貿易総額(億元)
輸出額
輸入額
対内直接投資額
(実行ベース、億ドル)

遼寧省
瀋陽市
大連市
金額 伸び率(％) 金額 伸び率(％) 金額 伸び率(％)
23,942.0 4.2 5,865.0 3.5 7,363.9 7.1
2,182.1
3.6
268.2
3.6
477.1
4.4
9,397.8
3.2 2,261.4 2.7 3,052.6 8.3
12,362.1 5.0 3,335.4 4.0 3,834.3 6.4
‐

4.4

‐

2.8

-

11.2

6,444.7
2,289.7
13,807.2
‐

0.1
9.3
2.9
1.4

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
1.4

1,652.8
566.6
3,722.5
-

15.1
5.9
9.2
2.1

34,993

6.4

41,359

6.1

40,587

6.7

6,737.4
3,041.7
3,695.7

17.9
7.1
28.6

867.6
317.7
549.9

15.9
13.4
17.4

4,132.2
-

21.7
-

53.4

77.9

10.1

24.1

32.5

8.2

出所：各省・市政府発表資料

＜建議＞
瀋陽市 投資環境に関わる建議（問題点・改善要望）
1．瀋陽市の投資環境

現状：
瀋陽市に進出している日本企業の多くは製造業で
あり、生産拠点周辺のインフラ未整備（電気・水道・
ガス、道路、公共バス・地下鉄等）や各種環境規制
の基準値・目標値の不明確さ等により、事業活動に
影響が出ている。特に、鉄西新区（瀋陽経済技術開
発区）では、2017年末に同区政府関係者から同区に
入居する企業に対して、LNG（天然ガス）の供給制
限に関する連絡があった。現時点において供給制限
は行われていないものの、地元政府から突然に日本
企業の生産活動に重大な影響を与えかねない連絡
があったことは、瀋陽市における新たな投資環境の
リスクと考える。
建議：
生産拠点周辺のインフラ未整備や環境規制の基準
値・目標値の不明確さ等により、日本企業の事業活
動が制限されることは日本企業だけの問題ではな
く、瀋陽市の経済発展への貢献を著しく低下させる
要因ともなる。生産拠点および周辺地域で発生する
各種問題の早期解決および各種環境規制の内容明
確化を要望する。
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２．産業廃棄物事業者の不足

現状：
瀋陽市には産業廃棄物処理資格を取得している
事業者は依然として２～３社のみに限られているた
め、廃棄量に対し処理が追いついていない。また、
廃棄物の種類によっては市内の処理事業者では対
応できないため、遠隔地の事業者へ対応を依頼し
なければならない。この問題は本書にて以前から改
善を要望しているものの、現時点においても改善が
全く見られていないと感じる。実際、自社敷地内で
の廃棄物の保管期間は長期化しており、これに伴う
保管場所の確保や保管費用の増加等各社の事業活
動に影響が出ている。また、各社による廃棄物排出
削減の努力も既に限界に達している状況である。
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建議：
産業廃棄物事業者の不足問題に改善が見られない
ことにより、企業の事業活動に影響が出ている。産
業廃棄物処理資格を有する事業者の拡充は、瀋陽
市における安定した生産活動の基盤になると共に環
境問題の改善にも寄与するものであり、至急の対応
を要望する。
大連市 投資環境に関わる建議（問題点・改善要望）
１．住宅積立金の実質的な企業負担の軽減

現状：
2016年4月、企業負担を減らすという方針の下、国
務院が企業負担率を12％以下に調整することを決
定した。しかし、大連市は2016年6月17日付で発出
した文書78号で、住宅積立金は12％以下にしたも
のの、これ以外に従来の企業負担率との差額分を
住宅貨幣補助という名目で積み立てるよう求めてき
た。これでは企業の実質的な負担額は従来から何ら
変わっていない。このような方法を採っているのは
大連市以外では確認できていない。また、文書では
工会の同意があれば住宅積立金を12％以下に抑制
できると定めているが、企業がこの同意を取り付け
ることは極めて困難である。大連市政府関係当局か
ら事実上の改善回答はなく、企業の実質負担は変わ
らない。
建議：
住宅貨幣補助の撤廃等により住宅積立金の実質的
な企業負担率が12％以下となるよう、制度の変更を
要望する。
２．暖房費補助金の企業一生涯負担の廃止

現状：
企業が従業員向けに負担する暖房費補助金は、金
普新区では従業員の定年退職後も生涯にわたって
負担を続けることを求められており、企業採算を圧
迫している。この先多くの定年退職者が出てくること
が見込まれる中、生涯にわたって企業に負担を負わ
せることは過大な求めであり、企業の体力と投資意
欲を奪い、企業の持続的な経営を困難とする。
建議：
定年退職者に対する暖房費補助金を企業が一生涯
支給する制度の撤廃を要望する。
３．身障者保障金の企業負担軽減

現状：
企業が身障者の雇用比率1.5％を遵守することは容
易ではなく、身障者保障金の支払が企業経営を圧迫
している。身障者保障金の算定基数には当該企業
の外国人従業員の給与も含まれるため、企業にとっ
て特に大きな負担となっている。
建議：
第13期全国人民代表大会第1回会議の政府活動報
告にて供給側（サプライサイド）の構造改革の一環
として企業の税負担および税外負担をさらに軽減す
る方針が示された。身障者保障金についても、企業
の負担軽減が図られるよう要望する。
４．環境規制の運用方法の改善

現状：
環境規制が強化される中、生産停止や罰金など企
業に対する環境処罰の事例も出てきている。環境規

制への対応には、設備の導入など企業にとって多大
な時間とコストを強いる。また、国家の環境基準を
遵守しているにも関わらず、当局より追加の改善命
令がなされる例があるなど、環境規制の運用にばら
つきがある。
建議：
環境規制に関して、当局による十分な事前説明と計
画的な政策実施、企業経営に配慮した公平かつ公
正な運用を要望する。
５．通関・検疫手続の改善と利便性向上

現状：
海上・航空貨物の通関や検疫に時間を要するため、
円滑なビジネスに支障を来すことがある。また、検
疫の内容や提出書類に一貫性がないことがある。
建議：
通関手続のさらなる明確化、簡素化および迅速化を
要望する。
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第５章
中部地域（湖北省、湖南省、江西省、安徽省）
湖北省、湖南省、江西省

湖北省、湖南省、江西省の実質GRP成長率はそれぞれ
7.8％、8.0％、8.9％で、いずれも中国平均(6.9％)を上回っ
た。各省の投資や消費についても10％を超える伸びを示し
た。また、日本人会組織は、湖北省武漢市の武漢日本商工
クラブ(会員企業：161社、2018年3月時点)、湖南省の湖南
日本人会(会員数約120名、2018年3月時点)の2つがある。
これら地域では、各省・市政府に対し日本人会組織とジェ
トロが協力しつつ、積極的に投資環境改善に向けた取り組
みを実施している。

湖北省の経済動向
中国経済の減速傾向が明らかになるなか、湖北省経済は
前年から引き続き順調な拡大を続けている。2017年の域内
総生産（以下、GRP）は約3兆6,522億元（前年比7.8％増）
となり、全国各省(直轄市、自治区)別では第7位となった。ま
た、中国全体のGDP成長率6.9％を0.9ポイント上回る水準
となったほか、1人あたりGRPは6万2,061元となった。GRP
を産業別に見ると、第一次産業が3,759億6,900万元(前年
比3.6％増)、第二次産業が1兆6,259億8,600万元（7.1％
増)、第三次産業が1兆6,503億4,000万元(9.5％増)となり、
2004年以降で初めて成長率、付加価値総額ともに第三次
産業が最大となった。第二次産業のうち、一定規模以上の
企業の工業生産付加価値額は前年比7.4％増となり、うち設
備製造業が12.2％増となったほか、ハイテク技術製造業が
14.9％増となった。

第４部
各地域の現状・建議
350

こうした成長を牽引しているのが投資の拡大だ。固定資産
投資総額(農家を含まず)は3兆1,872億5,700万元(前年比11％
増)となった。また、湖北省向け外国直接投資額(実行ベース：
2017年)も109億9,000億ドル(8.5％増)となったほか、契約件
数は272件(15.7％増)であった。国・地域別でみると、香港が
45％増の59億1,000万ドルとなり、引き続き全体の半分となる
53.8％を占めた。また日本が6.2％増の6億6,000万ドルで2位
となり、次いでシンガポール(4億8,000億ドル)、スウェーデン(3
億ドル)、台湾(1億6,000万ドル)と続いた。
投資に支えられつつ、個人消費や所得の伸びも好調だ。
消費の動向を示す社会消費品小売総額は1兆7,394億元(前
年比11.1％増)となったほか、インターネット上での小売り総
額も1,716億6,000万元となり37.2％増と大幅に増加した。
都市住民一人あたりの可処分所得は3万1,889元(8.5％増)、
農村住民一人あたりの可処分所得は1万3,812円(8.5％増)
となった。また、湖北省武漢市では月額の最低賃金が2017
年11月に12.9％引き上げられ1,750元となった。上昇率は
中国経済と日本企業2018年白書

12.9％と前回から6.3ポイント低下したが、最低賃金は中部
6省で最大となった。
2015年以降減速傾向にあった貿易総額は大幅な増加
へと転じた。2017年における湖北省の貿易額は3,134億
3,000万元(前年比20.6％増)となり、初めて3,000億元を
上回った。うち、輸出額は20.2％増の2,064億1,000万元、
輸入額は21.4％増の1,070億2,000万元となった。貿易品
目別では、電気機械製品が19.1％増の1,792億4,000万元
となり、同省貿易額の57.2％を占めた。そのうち、ハイテク
技術製品は20.8％の1,192億5,000万元となった。貿易相
手国別ではEU(20.5％増)、米国(34.6％増)、香港(15％増)、
ASEAN(7％増)、日本(14.9％増)、韓国(39.3％増)の6カ国・
地域で同省貿易額の61.2％を占めた。また、インドやイラン
といった「一帯一路」の沿線国家が占める割合は26.3％と
なった。

湖南省の経済動向
湖南省経済も順調に拡大しており、特にサービス産業が
急速な拡大を続けている。2017年の域内総生産(GRP)は3
兆4,590億5,600万元(前年比8.0％増)となった。産業別に
みると、第一次産業が3,689億9,600万元(3.6％増)、第二次
産業が1兆4,145億元(6.7％増)、第三次産業が1兆6,755億
元(10.3％増)となった。第二次産業では、一定規模以上の工
業付加価値総額の成長率は7.3％となり、そのうち自動車製
造業が44.8％増、コンピューター・通信、その他電子機器製
造業が18.3％増、一般機器製造業が16.9％増、ハイテク技
術産業が15.9％増となった。また、一定規模以上工業39業
種のうち30業種で付加価値総額が増加した。付加価値総
額、成長率ともに最大となった第三次産業では、一定規模
以上サービス業5,046社の実質営業収益が3,198億9,700
万元(20.7％増)となり、初めて3,000億元を突破した。
2017年における固定資産投資額は3兆1,328億元(13.1％
増)となり、湖南省向け外国直接投資額は144億7,000万ド
ル(12.6％増)となった。また、湖南省の社会消費品小売総額
は1兆4,854億8,700万元(10.6％増)となり、投資とともに個
人消費も拡大を続けている。
貿易総額は2,434億3,000万元(39.8％増)となり、そのう
ち輸出額が1,565億5,000万元(33.3％増)、輸入額が868億
8,000万元(53.3％増)となった。

江西省の経済動向
江西省経済も順調に拡大している。江西省の2017年の
域内総生産(GRP)は、2兆818億5,000万元(8.9％増)となっ
た。GRPは中部地域で最も小さいが、伸び率は8.9％増と中
部地域において最大となり、引き続き高い経済成長率を維
持している。しかし、GRPを産業別にみると、第一次産業が
1,953億9,000万元(4.4％増)、第二次産業が9,972億1,000
万元(8.3％増)、第三次産業が8,892億6,000万元(10.7％増)
となっており、第三次産業の振興が引き続き課題となって
いる。また、社会消費品小売総額は7,448億元(12.3％増)に
留まっている。
固定資産投資額は2兆1,770億4,000万元と、中部地域で

は最も少ないが、前年比12.3％増と拡大傾向にある。また、
江西省向け外国直接投資額は114億6,373万元(9.8％増)と
なった。

表：湖北省、湖南省、江西省の各種経済指標(2017年)
湖北省
金額 伸び率(%)
GRP(10億元)

3,652.3

1人あたりの
GRP(元)

62,061.0

第一次産業(10億元)

7.8

湖南省
金額 伸び率(%)
3,459.1

8.0

50,563.0

7.4

江西省
金額 伸び率(%)
2,081.9

8.9

376.0

3.6

369.0

3.6

195.4

4.4

1,626.0

7.1

1,414.5

6.7

997.2

8.3

1,650.3

9.5

1,675.5

10.3

889.3

10.7

固定資産投資額
3,187.3
(10億元)

11.0

3,132.8

13.1

2,177.0

12.3

1,739.4

11.1

1,485.5

10.6

744.8

12.3

第二次産業(10億元)
第三次産業(10億元)

小売販売額(10億元)
消費者物価上昇率(％)
輸出総額(10億元)

輸入総額(10億元)

省内向け外国直接投資(10億ドル)

1.5

1.4

2.0

206.4

20.2

156.6

33.3

222.3

13.3

107.0

21.4

86.9

53.3

79.8

17.9

11.0

8.5

14.5

12.6

11.5

9.8

出所：各省政府発表

地方政府との交流状況
湖南省との日系企業意見交換会
第４部

・2017年6月23日

・湖南省側参加者：湖南省商務庁局長ほか

各地域の現状・建議

・日本側参加者：ジェトロ武漢事務所
・交流内容：湖南省日系企業における事業環境上の問題
について説明。湖南省政府からは改善に向けて努力し
たいとの回答。

湖北省との日系企業との意見交換会
・2018年1月19日

・湖北省側参加者：外事弁公室副主任、商務庁課長のほ
か、武漢市商務局
・日本側参加者：武漢日本商工クラブ、ジェトロ武漢事
務所
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・交流内容：建議案の内容について日本側から説明。湖
北省政府からは改善に向けて努力したいとの回答。

＜建議＞
①人件費抑制に向けた政策発動を要望する。
②法規運用の安定性・透明性・利便性の確保を
要望する。
③環境・産業保安等の各種規制導入時における
日系企業との対話を要望する。
④エネルギーの安定供給確保を要望する。
⑤道路渋滞の解消を含む物流網の充実やコスト
削減に向けた支援を要望する。
⑥夏季集中豪雨に伴う浸水被害の防止策の実施
を要望する。
⑦政府機関における日本語人材の配置を要望する。

安徽省

等につき日本語で情報発信を行うと共に、政府関係機関・
開発区管理委員会等への日本語人材配置のさらなる充実化
をご検討いただきたい。

安徽省の経済動向

2017年の安徽省のGRPは前年比8.5％増の2兆7,519
億元となり、成長率は中国全体（6.9％）を1.6ポイント上
回った。産業別に見ると、第一次産業が4.0％増の2,612億
元、第二次産業が8.6％増の1兆3,487億元、第三次産業
が9.7％増の1兆1,420億元とそれぞれGRP全体の9.5％、
49.0％、41.5％を占めた。第二次産業の構成比が高い産
業構造となっているが、第三次産業の構成比率が年々上
昇している。固定資産投資は前年比11.0％増、社会消費品
小売総額は11.9％増で、いずれも全国の伸び率（7.0％増、
10.2％増）を上回った。貿易総額は前年比20.8％増の536
億4,000万ドルと大幅増加した。輸入額は45.0％増の231
億6,000万ドル、輸出額は7.2％増の304億8,000万ドルと
なった。また、対内直接投資の実行額は7.6％増の158億
9,000万ドル、契約額は120.1％増の90億6,000万ドルとい
ずれも上昇した（表）。

表：安徽省の経済動向（2017年）
GRP (域内総生産) (億元)
第一次産業(億元)
第二次産業(億元)
第三次産業(億元)
1人当たりGRP（元）
規模以上工業総生産(億元)
工業使用電力（億Kwh）
固定資産投資(億元)
不動産開発投資(億元)
社会消費品小売総額(億元)
消費者物価指数（CPI）
貿易総額(億ドル)
輸出額(億ドル)
輸入額(億ドル)
対内直接投資契約額(億ドル)
対内直接投資実行額(億ドル)
1人当たり都市部住民可処分所得(元)

金額
27,519
2,612
13,487
11,420
44,206
1,268
29,186
5,613
11,193
536
305
232
91
159
31,640

伸び率(%)
8.5
4.0
8.6
9.7
22.8
5.8
11.0
21.9
11.9
1.2
20.8
7.2
45.0
120.1
7.6
8.5

出所：安徽省統計局
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安徽省の対内直接投資実行額を産業別にみると、第二次
産業の投資額の伸び率は前年比26.2％増で、増加幅は前年
と同様だった。一方で、第三次産業は、13.2％減で、前年に
続き減少傾向となった。なかでもサービス業への実行投資額
が57億7,000万ドルで伸び率は31.8％増と大幅に増加した。
業種別にみると、金融（2.9倍）、倉庫物流（2.3倍）、不動産
（48.0％増）、社会公共サービス（21.5％増）への実行投資
額が増加した。また、世界500大企業ランキングにランクした
80社の企業が計152件の投資プロジェクトを開始した。

具体的問題点、改善要望
日本語での現地投資環境情報並びに現地規制の発信強化

日本では安徽省や合肥に関しての知名度は必ずしも高い
ものとはなっておらず、当地の投資環境やビジネスチャンス
354
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また、現地での税制並びに投資優遇等の法改正時には、
可能であれば日本語ないし英語による事前通知の発信をご
検討いただきたい。

円滑な事業運営に向けた支援・協力

土地の払下げ総量に制限あること等を背景としてか、土
地使用許可を得るのに想定以上の時間がかかり、結果とし
て工場の建設・操業を行うために想定以上の時間を要して
しまっている。環境アセスメント申請・許可取得がスムーズ
に行われる事などを含め、進出企業が円滑に事業を開始で
きるよう支援と協力をお願いしたい。
また、進出済企業においても、環境規制強化に伴う直接
間接的な政策や指導を受け、各社とも真摯に取り組んでは
いるが、突然の工場操業規制要請などは当該企業だけでな
く関連する企業群の事業にも大きく影響している。
その他、貿易関連でも、税関当局より個別に新手冊シス
テム導入要請を受けたものの移行手順や移行後の通関実
務に関する当局指導が連続性を欠き、対応に苦慮する事態
も生じている。
進出企業の円滑な事業運営と安定した事業環境の維持・
改善は地元経済の持続的成長にも資するものであり、行政
面での十分な配慮をお願いしたい。

日本への直行便再開など交通インフラの整備・
利便性の推進

2017年秋以降、東方航空の名古屋への定期直行便が運
休、春秋航空便も廃止され、当地進出日系企業だけでなく、
合肥の中国企業との往来の多い日本企業にとって利便性低
下が著しく、ぜひとも運行再開をお願いしたい。また、ニーズ
および利便性ともに高い東京・大阪等の主要都市への直行
便開設についても引き続きご検討いただきたい。
2016年に合肥駅から合肥南駅を経由し巣湖まで地下鉄
が開業、2017年末には市内を横断する2号線も開業し、市
内移動の利便性が増した。合肥新橋空港と市内線の接続
等、今後も地下鉄網の早期充実を期待したい。
また、タクシー台数は幾分増加されたようであるが、さら
なる増加並びにきちんとしたマナー指導等が可能な運営管
理会社の設立等を通じて、乗車拒否や迂回乗車等が生じな
いようサービスレベルの向上をお願いしたい。
さらに、高速鉄道のチケット購入につき、外国人でもパス
ポートで本人認証をすることにより自動券売機を利用して購
入が可能にできないか、あるいは外国人専用窓口を設置す
ること等をご検討いただきたい。

企業の海外送金並びに海外投資に関する制限

役務提供などモノの輸出入を伴わない契約において、海
外送金が制限され、相当な税負担が求められる等、ビジネ
スに支障を来すことが多い。外資企業が海外へ送金を自由
に行えるようにして欲しい。

駐在員生活環境の改善

日本から派遣される駐在員の生活環境は良くなってきて
いるが、医療・食事・子弟の教育等の拡充をお願いしたい。
2018年春には日系コンビニエンスストアの合肥進出も予
定されているが、日系ファーストフード店の誘致や国際クレ
ジットカードが利用可能な店舗の拡充など、外国人でも暮ら
し易い環境整備に引き続き取り組んでいただきたい。
また、外国人向けに不動産物件を取り扱う仲介業者が存
在しないため、多くの場合において個人家主との個別交渉
が必要となり、貸し手に振り回されてしまうケースも多い。
外国人が安心して賃貸物件を借りられるよう環境整備をお
願いしたい。

日本人在住者と政府当局との交流のサポート

日系企業の進出が相次いだ事を背景として、合肥に駐在
する日本人数も多くなってきており、在住日本人の間の交流
促進を効果的に行うために、2015年1月に合肥日商倶楽部
を設立した。今後は、政府当局との交流を活性化したいと考
えており、日本人駐在員と当局との意見交換や要望を伝え
る機会を作っていただきたい。

＜建議＞
①日本語での現地投資環境情報並びに現地規制
の発信強化を要望する。
②円滑な事業運営に向けた支援・協力を要望
する。
③日本への直行便再開など交通インフラの整
備・利便性の推進を要望する。
④企業の海外送金並びに海外投資に関する制限
緩和を要望する。
⑤駐在員の生活環境の改善を要望する。
⑥日本人在住者と政府当局との交流のサポート
を要望する。

第４部
各地域の現状・建議
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第６章
西部地域
（重慶市、
四川省、
陝西省）
重慶市

2017年の重慶市の域内総生産（GRP）実質成長率は前
年の10.7％から1.4ポイント下落し9.3％となった。14年ぶり
に10％を割ったが、依然として中国内の省・市・自治区の中
では高い水準を維持している。貿易総額は前年比6.1％増
で、輸入が8.6％増、輸出も4.8％増となり、前年割れが続
いていた輸出はプラスに転じた。一方、対内直接投資は、
実行額が10.2％減、契約金額が4.4％減と、いずれも前年
比マイナスとなった。

重慶市の経済動向
2017年のGRPを産業別にみると、第1次産業は前年比
4.0％増の1,340億元、第2次産業が9.5％増の8,597億元、
第3次産業が9.9％増の9,564億元となり、第3次産業の成
長率が第2次産業を上回った。

表：重慶市の経済動向（2017年）
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項目
GRP(域内総生産) (億元)
第一次産業(億元)
第二次産業(億元)
第三次産業(億元)
規模以上工業総生産(億元)
固定資産投資(億元)
不動産開発投資(億元)
社会消費品小売総額(億元)
消費者物価指数(CPI)
貿易総額(億ドル)
輸出額(億ドル)
輸入額(億ドル)
対内直接投資契約件数
対内直接投資契約額(億ドル)
対内直接投資実行額(億ドル)
都市部住民1人当たり可処分所得(元)
農村住民1人当たり純収入(元)

金額
19,500
1,340
8,597
9,564
17,441
3,980
8,068
666
426
240
238
38
102
32,193
12,638

前年比(%)
9.3（実質）
4.0
9.5
9.9
9.6
9.5
6.8
11.0
1.0
6.1
4.8
8.6
6.3
△4.4
△10.2
8.7
9.4

出所：重慶市統計局、重慶市対外貿易経済委員会

第2次産業のうち、一定規模以上の企業の工業生産増加
額（付加価値ベース）は、前年比9.6％増となった。主力製
品の生産量をみると、自動車が4.4％増の299万台、ノート
PCが9.9％増の6,095万台、スマートフォンが19.3％増の2億
5,800万台、集積回路が38.5％増の4億6,323万個、液晶パ
ネルが131.2％増の9,128万枚となっている。
消費動向を示す社会消費品小売総額は前年比11.0％
増の8,067億6,700万元と依然として2ケタの伸びを保っ
ている。
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貿易総額は、前年比6.1％増の666億ドル、うち、輸入が
8.6％増の240億ドル、輸出が4.8％増の426億ドルと、前年
割れが続いていた輸出はプラスに転じた。
対内直接投資額は、実行額で前年比10.2％減の101億
8,300万ドル、契約額では4.4％減の38億3,200万ドルと、実
行額、契約金額ともに減少した。

日系企業の進出状況

重慶市の日系企業の進出企業数は159社(2018年1月
現在、在重慶日本国総領事館調べ)。日系商工会組織とし
ては、重慶日本クラブがあり2018年3月末時点で111社・
団体（個人会員も含む）が加入している。また、在留邦人
数は359名である(2017年10月現在、在重慶日本国総領
事館調べ)。
重慶市の日系企業のビジネス展開分野としては、自動車
関連、IT、計測機器、環境技術といった製造業のほか、近年
では、飲食店や小売・流通業等の店舗開設等、サービス産
業の進出も増えてきている。

日系企業の業績動向および課題

2017年10月から11月にかけてジェトロが中国に進出して
いる日系企業に対して実施したアンケートによると、2017
年の営業利益見込みについて、
「黒字」と回答した企業の
割合は中国全体では70.3％（前年は64.4％）であるのに対
し、重慶市に進出している日系企業では、黒字企業の割合
は63.0％（前年は65.0％）と全国平均を下回った。ただし、
今後1～2年の事業展開の方向性については、
「拡大」と回
答した日系企業の割合は64.3％（前年は50.0％）であり、前
年から14.3ポイント上昇、アンケートを実施した他の省市の
なかで最も多い割合であった。一方、中国国内での販売（内
販）と輸出の比率は、内販が84.0％、輸出が16.0％であり、
中国全体での平均（内販69.0％、輸出31.0％）と比べると、
内販比率が高いという特徴がみられる。
重 慶 市の日系 企 業 が 抱えている経営 課 題としては、
回答が多かった上位5項目は多い順に、品質管理の難し
さ（62.5％）、競合相手の台頭（57.1％）、従業員の賃金
上昇（51.9％）、従業員の質（51.9％）、従業員の定着率
（44.4％）であった。これ以外に、駐在員のコストを課題と
して挙げる企業も33.3％あった。

＜建議＞
①市政府による具体的なビジネス情報の発信、
ビジネス機会の創出
当地の産業政策や投資環境等に関する情報や
統計データは、近年、市政府や関係機関等の
ウェブサイトを通じて得られやすくなっては
いるが、内販比率の高い当地の日系企業が求
めているのは、内販に直結する具体的なビジ
ネスチャンスである。市政府には、ビジネス
に直結する個々の市場状況やパートナー候補
となる地場企業の情報の発信を強化いただく
とともに、指導者の訪日、友好姉妹都市との
交流、日本の経済団体等の来訪時の機会を捉
えて、企業との直接的な対話のなかで、当地
の市場としての魅力を、具体的なビジネス情
報も交えて積極的に示していただくよう要望
する。
併せて、地場企業や他の外資系企業との新た
なビジネス機会の創出に向けて、これら企業
間の交流の場の設定や、パートナーの紹介、
仲介等の支援を要望する。
②環境監査の計画的な実施
環境監査が実施され、サプライヤーの工場
（特にめっき・塗装の業種で多い）が一時的
な休業もしくは営業停止に突然なり、部品供
給の遅延発生が生じている。安定的な操業が
できるよう計画的な監査を要望する。
③日系キャリアによる日本との直行便の開設
現状、中国系の格安航空会社による直行便は
あるが、格安航空会社はビジネス用途では利
用しにくいという声が多い。日本人駐在員の
利便性の向上の面からも、日系キャリアによ
る直行便就航への要望が強く、日系キャリア
による直行便の就航を要望する。
④市内の交通事情の改善
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重慶市では依然として交通渋滞が酷く、社
員の通勤への影響も少なくない。渋滞緩和に
向けた必要な措置を行っていただきたい。ま
た、重慶市内のタクシーは、運転手の交代時
間が15:00～16:00に集中するため、この間
タクシーの利用が困難である。運転手の交代
時間を分散化するなど、是正措置を講じてい
ただきたい。
成都、重慶間の高速鉄道は、2018年1月に重
慶側の駅が3つに分散され、本数は増えたも
のの、却って不便になったとの声も多い。各
駅構内の施設や周辺インフラが十分整ってい
ない状態であり、例えば、沙坪壩駅では、タ
クシー乗り場にタクシーが待機しておらず、
市内へのアクセスに支障を来たしているた
め、改善を要望する。
中国経済と日本企業2018年白書

⑤外国人就労許可制度の問題、要望
現行の外国人就労許可制度について、人員
交代や延長手続に際し、一部の日本企業から
は、同制度で定める年齢や学歴、就業経験等
に関する制限への不安、不満の声が聞かれ
る。こうした不安や不満は、当地への人員派
遣計画や今後の投資計画にも影響を与えかね
ない。日系企業にとって経営判断する経験豊
富な経営人材や優秀な技術人材を当地に派遣
できないことは、当地日系企業が抱える課題
の対応を困難にするだけでなく、当地日系企
業が重視する内販拡大を阻害する要因ともな
る。年齢や学歴、就業経験等に関わらず、円
滑に就労許可が与えられるよう要望する。

四川省・成都市

日系企業の進出状況

2017年の四川省の域内総生産（GRP）実質成長率は前
年の7.7％から0.4ポイント上昇し8.1％となった。中国内の
省・市・自治区の中では引き続き高い水準を維持している。
貿易総額は前年比38.2％増、うち、輸入が43.1％増、輸出
も34.4％増となり、前年割れが続いていた輸出はプラスに
転じた。対内直接投資も、実行額が1.6％増、契約金額が
44.4％増と、いずれも前年比プラスとなった。

四川省・成都市の経済動向
2017年の四川省のGRPを産業別にみると、第1次産業は
前年比3.8％増の4,283億元、第2次産業が7.5％増の1兆
4,294億元、第3次産業が9.8％増の1兆8,403億元となった。
第3次産業の伸びが第2次産業を引き続き上回っている。

表：四川省および成都市の経済動向（2017年）
項目
GRP(域内総生産)(億元)
第一次産業(億元)
第二次産業(億元)
第三次産業(億元)
規模以上工業総生産(億元)
固定資産投資(億元)
不動産開発投資(億元)
社会消費品小売総額(億元)
消費者物価指数（CPI）
貿易総額(億ドル)
※成都市は億元
輸出額(億ドル)
※成都市は億元
輸入額(億ドル)
※成都市は億元
対内直接投資契約件数
対内直接投資契約額(億ドル)
対内直接投資実行額(億ドル)
都市部住民1人当たり可処分所得(元)
農村住民1人当たり純収入(元)

四川省
金額 前年比(%)
36,980 8.1(実質)
4,283
3.8
14,294
7.5
18,403
9.8
8.5
32,097
10.2
5,150
△2.5
17,481
12.0
1.4

成都市
金額 前年比(%)
13,889 8.1(実質)
501
3.9
5,998
7.5
7,390
8.9
9.0
9,404
12.3
2,488
△5.7
6,404
11.5
2.0

681

38.2

3,942

45.4

376

34.4

2,065

42.3

306
579
62
82
30,727
12,227

43.1
74.9
44.4
1.6
8.4
9.1

1,877
38,918
20,298

48.8
8.4
9.1

出所：四川省統計局、四川省商務庁、成都市統計局、成都市投資促進委員会資料等より作成

第2次産業のうち、一定規模以上の企業の工業生産増加
額（付加価値ベース）は、前年比8.5％増となった。主力製品
の生産量をみると、自動車が15.0％増の151万台、電子計算
機が17.6％増の6,982万台、一方、携帯電話は29.2％減の
3,178万台となった。
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消費動向を示す社会消費品小売総額（四川省）は前年
比12.0％増の1兆億7,481万元と、依然として2ケタの伸びを
保っている。
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貿易総額（四川省）は、前年比38.2％増の681億ドル、う
ち、輸入が43.1％増の306億ドル、輸出が34.4％増の376億
ドルとなり、前年割れが続いていた輸出はプラスに転じた。
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対内直接投資額（四川省）は、実行額で前年比1.6％増の
81億5,700万ドルとなり、契約額では44.4％増の62億3,800
万ドルとなった。四川省商務庁は2017年の投資について、中
国（四川）自由貿易試験区向けの投資が牽引したことを特徴
として挙げている。なお、日本からの投資としては、原材料の
生産工場建設、中国西南地域での販売強化のための拠点設
立、飲食・流通業の店舗の開設などの投資がみられた。
中国経済と日本企業2018年白書

四川省の日系企業の進出企業数は自動車等の輸送用機
器、IT・電子関連、小売関連企業等を中心に370社(2018年
1月現在、在重慶日本国総領事館調べ)。日系商工会組織と
しては、成都日本商工クラブがあり2018年3月末時点で133
社・団体が加入している。また、在留邦人数は397名である
(2017年10月現在、在重慶日本国総領事館調べ)。

日系企業の業績動向および課題

2017年10月から11月にかけてジェトロが中国の日系企業
に対して実施したアンケートによると、2017年の営業利益
見込みについて、四川省に進出している日系企業では、
「黒
字」と回答した企業の割合は、前年の調査から16.4ポイント
上昇し71.0％となった。調査を実施した中国の他の都市の
中で最も上昇幅が大きい結果となった。一方で、
「赤字」と
回答した企業の割合も25.8％あり、中国全体の平均17.3％
を上回っている。
また、四川省の日系企業の売上高に占める中国国内での販
売（内販）と輸出の比率は、内販が90.9％、輸出が9.1％であっ
た。中国全体での平均（内販69.0％、輸出31.0％）と比べる
と、当地日系企業の内販比率は高いという特徴がみられる。

四川省の日系企業が抱えている課題として回答が多かっ
た上位5項目は多い順に、調達コストの上昇（66.7％）、品質
管理の難しさ（66.7％）、従業員の賃金上昇（64.5％）、従
業員の質（61.3％）、競合相手の台頭（60.0％）であった。
この他、比較的多かった回答うち当地日系企業にみられる
特徴的な課題としては、原材料・部品の現地調達の難しさ
（55.6％）、人材（中間管理職）の採用難（38.7％）、輸入関
税が高い（35.5％）が挙げられる。

＜建議＞
1. 省・市政府による具体的なビジネス情報の発信、
ビジネス機会の創出
当地の産業政策や投資環境等に関する情報や統
計データは、近年、省・市政府や関係機関等の
ウェブサイトを通じて得られやすくなっては
いるが、内販比率の高い当地の日系企業が求め
ているのは、内販に直結する具体的なビジネス
チャンスである。省・市政府には、ビジネスに
直結する個々の市場状況やパートナー候補とな
る地場企業の情報の発信を強化いただくととも
に、指導者の訪日、友好姉妹都市との交流、日
本の経済団体等の来訪時の機会を捉えて、企業
との直接的な対話のなかで、当地の市場として
の魅力を、具体的なビジネス情報も交えて積極
的に示していただくよう要望する。
併せて、地場企業や他の外資系企業との新たな
ビジネス機会の創出に向けて、これら企業間の
交流の場の設定や、パートナーの紹介、仲介等
の支援を要望する。

2. 外国人就労許可制度の問題、要望
現行の外国人就労許可制度について、人員交代
や延長手続に際し、一部の日本企業からは、同
制度で定める年齢や学歴、就業経験等に関する
制限への不安、不満の声が聞かれる。こうした
不安や不満は、当地への人員派遣計画や今後の
投資計画にも影響を与えかねない。日系企業に
とっては、経営判断ができる経験豊富な経営人
材や優秀な技術人材を当地に派遣できないこと
は、当地日系企業が抱える課題の対応を困難に
するだけでなく、当地日系企業が重視する内販
拡大を阻害する要因ともなる。年齢や学歴、就
業経験等に関わらず、円滑に就労許可が与えら
れるようよう要望する。
3. 工業団地に関する問題、要望

①工業団地内での駐車場の確保
成都市の開発区の工場周辺道路において、工場
に勤務する従業員の路上駐車が増えている。駐
車スペースが不足しているため、工場外周の緑
地を活用できるようにするなどして、工業団地
に通勤する従業員が利用できる共用駐車スペー
スの確保を要望する。
②電力・天然ガスの安定供給
工場の電力や天然ガスの供給が制限される、ま
た、供給を止められるケースが発生している。
自家発電設備のレンタルや重油、労務費の増加
など、収益に与える影響が大きいため、安定供
給に努めていただきたい。制限や供給の停止が
発生するにしても、十分な準備期間をもって事
前に通知をするなど計画的な措置を要望する。
③危険廃棄物の処理
危険廃棄物の処理に関し、現在、資格を持つ業
者数および処理能力とも不足しており、危険廃
棄物の速やかな処理ができずに、長期間、各企
業内で保管をし、企業負担が増大している状況
である。特に廃棄電池等は、四川省内に処理業
者が存在しない。対応可能な業者の拡充、処理
能力の改善を要望する。
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4. 空港施設・機能、交通インフラに関する問題、
要望

①悪質なタクシー運転手の取り締まり
成都空港から市内へタクシーで移動する際、悪
質な運転手が極めて多いとの声がきかれる。例
えば、メーターを使用せず高額な料金を請求す
る、故意に遠回りする、近距離の乗車を拒否す
る、「長時間待機したので料金を上載せせよ」
と要求する、乗客に対し「タクシー監視員へ
（実際とは異なる）近距離目的地の申告」を要
求（次回の空港待ち時間を早めるため）する、
といったトラブルが起こっている。タクシー乗
り場に監視員が存在するが、トラブル制止効果
はほとんど無い。

中国経済と日本企業2018年白書

日本人のタクシー利用者の多くは何らかのトラ
ブルに遭った経験を持っている。空港のタク
シー運転手は、初めて成都を訪問する外国人が
最初に接する地元民であり、成都市に対する評
価を著しく落としている。
政府公安部門や交通部門、空港管理部門におか
れては、徹底的な「実態調査」の実施、成都市
タクシー協会および運転手への指導、悪質事例
の徹底的な摘発と悪質運転手への厳罰対応、空
港タクシー乗車場所への公安係員の常時配置等
の措置を要望する。
②早朝・深夜便の利用客の利便性向上
成都双流空港は深夜・早朝の離発着が多いにも
関わらず、空港と市内を結ぶ地下鉄の始発・終
電時間が深夜・早朝の便にまったく対応してい
ない。また、駐車場は常に混雑しているうえ、
一方通行の逆走や本来の駐車スペース以外の駐
車もあり混沌とした状態となっている。現在、
成都第2空港（天府空港）が建設中であるが、
現行の双流空港の状態をみるに、市内からさら
に遠くに新空港ができても、現在の問題が増大
するだけではないか、という心配の声が多く、
投資先としての魅力を損なう要因ともなりう
る。まずは、双流空港における深夜・早朝にお
ける交通アクセスの改善と空港駐車場の利用に
関する管理強化を要望する。
5. 駐在員の異動に関する問題、要望

①駐在員の赴任に関する諸手続の簡素化
駐在員の着任後、検疫部門や出入国管理部門
等、複数の公的機関への手続や提出資料が多
く、長期の時間とコストを要する。また、申請
窓口も常に混雑しているうえ、どの窓口に行け
ばよいかの案内もわかりにくく、また、担当者
によっても対応が異なるなど、着任間もない外
国人にとって非常に不便を強いられる。さらに
は、赴任者の交代で法人代表人が変更になる場
合にも、複数の公的機関への手続、および提出
資料が多く、長期の時間とコストを要する。提
出書類の削減や窓口をワンストップ化するな
ど、これら赴任に伴う各種申請にかかわる手続
の簡素化を要望する。
②駐在員の銀行口座開設の手続に関する問題、要望
当地で新たに着任した駐在員が銀行口座を開設
する際、銀行の窓口で居留許可証の提示を求め
られる。現在、成都では居留許可証の取得には
1カ月以上かかっているため、口座開設も着任
後1カ月以上かかる。この間、給与や経費の振
込ができないため経理処理に支障を来たすとと
もに、着任後の日々の生活に不便・負担が生じ
ている。着任後すみやかに銀行口座が開設でき
るよう銀行側での手続の緩和を要望する。

陝西省
2017年の陝西省の域内総生産（GRP）は2兆1,898億
8,100万元、実質成長率は8.0％と、全国の成長率（6.9％）
を1.1ポイント上回った。1人当たりGRPは前年比7.3％増
の5万7,266元だった。2018年の主要経済目標は、実質経
済成長率が8％前後、全社会固定資産投資額が前年比約
10％増（2017年は14.4％増）、一定規模以上の工業生産
が約7.5％増（8.2％増）、社会消費品小売総額が約10％
（11.8％増）、消費者物価指数（CPI）は上昇率3％前後
（1.6％）とした。

2017年の経済状況
2017年のGRP成長率は2016年の7.6％に比べ0.4ポイント
上昇、全国平均を上回り、引き続き高い経済成長を維持し
た。GRPを産業別にみると、第一次産業は、前年比4.6％増の
1,739億4,500万元、第二次産業は7.9％増の1兆895億3,800
万元、第三次産業は8.7％増の9,263億9,800万元だった。
CPIは1.6％と物価は安定して推移した。全社会固定資産
投資額は前年比14.4％増（2016年は12.1％増）、一定規模以
上の工業生産は8.2％増（6.9％増）、社会消費品小売総額は
11.8％増（12.0％増）となった。
2017年末の常住人口は2016年末を22万8,200人上回り
3,835万4,400人となった。商品房（商用不動産物件）販売面
積は19.2％増の3,890万4,000平米となり、伸び率は2016年
の9.5％増から9.7ポイント増加した。
貿易総額は、前年比37.4％増の2,714億9,300万元、うち輸
出は58.8％増の1,659億8,000万元、輸入は13.3％増の1,055
億1,300万元、貿易収支は604億6,700万元の黒字だった。
対内直接投資は、契約額が前年比2.2倍の100億2,900万
ドル、実行額が17.6％増の58億9,400万ドル、新たに認可され
た外商投資プロジェクトは203件だった。

陝西省の特徴
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陝西省の省都・西安市は、シルクロードの起点として、古くか
ら国際的な交易や文化の交流が行われてきた。近年は、中国
が国家戦略として進める「一帯一路」
（シルクロード経済帯と
21世紀海上シルクロード）構想におけるシルクロード経済帯の
起点として注目されている。
陝西省は中国の地理的中心に位置し、中国の東西南北を
結ぶ交通のハブである。西部大開発プロジェクトの進展に伴
い、陝西省では高速道路、高速鉄道の開通、西安咸陽国際空
港の拡張など、急速にインフラ建設が進む。西安市は、鉄道
では、中央アジア、欧州に至る国際貨物列車「長安号」が開通
しており、江蘇省連雲港からオランダ・ロッテルダム港を結ぶ
新ユーラシア・ランドブリッジの要衝でもある。航空では、西
安咸陽国際空港の2017年の旅客利用数は前年比13.1％増の
延べ4,185万7,229人、貨物取扱量は11.2％増の25万9,873ト
ンといずれも全国平均を上回る2ケタの伸びを示した。国家
戦略「一帯一路」構想を担い、中国の内陸経済を牽引するこ
中国経済と日本企業2018年白書

とへの期待から、陝西省で2017年4月、中国（陝西）自由貿易
試験区が発足した。
陝西省は、教育レベルが高く、高等教育の在校生は100
万人を超える。また、108の大学、1,000以上の科学研究院、
110万人以上の技術者を有する豊富な科学教育資源を生かし
て、航空宇宙産業、IT産業、先端農業等の分野で中国を代表
する産業基盤が形成されている。陝西省における優秀な人材
と産業基盤を生かした研究開発と技術革新は、中国全体の
産業の高度化においても重要な役割を担っている。

優れた人材・企業の集積と特色ある
国際文化都市を目指して
陝西省の物流ハブとしての機能の高度化と技術革新の深
化を進めるうえで、先進的な取り組みをする日本を含む外国
企業のさらなる誘致と、すでに進出している企業が陝西省で
継続的に発展できる環境を整備することが有益と考える。陝
西省において、日系企業が一層発展を遂げ、陝西省の経済発
展に寄与するために、課題となっている事項等について、以
下の3点を要望する。
第一に、陝西省が物流ハブにふさわしい優位性を一層発
展させるため、物流・通関・貿易における、経済合理的で透明
性の高い政策運営、行政手続の簡素化を要望する。透明性の
確保は、中国内外企業が積極的な事業展開を行ううえで不可

欠であり、中国政府が進める「近代的な市場体系の完備」の
前提ともいえるものである。企業と積極的に意見交換するこ
とを通じ、物流コストの引き下げ、貿易における通関手続簡素
化をお願いしたい。鉄道輸送コストの引き下げや輸出入手続
の継続的な簡素化を望む声が聞かれる。
第二に、陝西省が製造業の技術革新基地にふさわしい人材
と企業の集積を促進するため、先進的な人材政策の展開と
企業活動円滑化支援の強化を要望する。先進的な製造業の
技術革新基地を目指すうえで、優秀な人材のさらなる活用は
有益である。豊富な経験を有する日本人などを柔軟かつ手厚
く配置することを可能とするため、駐在員にかかわるコストの
軽減をお願いしたい。また、優秀な中国人が安心して安定的
に仕事に取り組むことを可能とするため、住宅環境の整備を
お願いしたい。陝西省の進出日系企業の中には、世界的に高
い競争力を持ち、陝西省の技術革新の牽引役となりうる企業
もある。こうした企業が陝西省で継続的に発展できるよう、電
力供給や人材の安定的な供給をお願いしたい。
第三に、陝西省が生活環境に優れ、特色ある国際文化都市
として発展するため、総合的視野にたった取り組みを要望す
る。大気汚染の問題について、市政府は近年、その取り組み
を強化しているが、引き続き改善に取り組んでいただきたい。
また、中国（陝西）自由貿易試験区では、
「一帯一路」構想を
担い、中国の内陸経済を牽引するような規制緩和の試験的な
取り組みが期待されている。日本企業の先進的な経営体制や
経営理念を陝西省に持ち込み、国家戦略、産業基盤、地理的
優位性、人的資源といった陝西省のさまざまな強みを一層強
化し成果が上げられるよう、中国（陝西）自由貿易試験区なら
ではの大胆で特徴ある規制緩和策の実施を要望する。

地方政府との交流の状況
陝西省と日系企業との意見交換会（中日（陝西）項目
合作研討会 於：北京）
・2017年8月24日

・陝西省側参加者：人民政府副秘書長を筆頭として、商
務庁をはじめとする関係部局が参加。
・日本側参加者：日系企業約50社、在華日本国大使館、
ジェトロが参加。
・交流内容：陝西省のハイテク・新技術産業、文化クリ
エイティブ産業、物流業、金融サービス業、農業など
の領域の協力について、説明した。

＜建議＞
1. 陝西省が中国の他都市と比較して、物流ハブに
ふさわしい機能を発揮し、シルクロード経済帯
を牽引する内陸開放都市としてその優位性を
一層発展させるため、物流·通関·貿易に関して、
経済合理的で透明性の高い政策運営、行政手
続の簡素化を要望する。

①物流コスト
中国の中央に位置する陝西省は、沿海部の都市
と比べると、調達や出荷時の貿易における物流
コストの高さが課題である。また、中国／欧州間
の国際貨物列車においては、貨物が少なく、物
流コストの引き下げが課題である。
「一帯一路」
構想や自由貿易試験区の設置といった政策を活
用し、中国最大の国際的な陸港と貿易の物流集
散地を構築することで、物流コストを引き下げる
具体的な対応の検討を要望する。
②通関
輸出入通関手続の利便性向上の取り組みがみ
られる。引き続き、さらなる手続の簡素化、利便
性の向上の取り組みを要望する。
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③輸出企業支援
世界経済の低迷や中国のコスト上昇により、中
国から輸出する製品の海外における価格競争
が非常に厳しくなる一方、輸出企業に対する政
府の支援が減っている。輸出に従事する陝西省
の企業が世界で競争力を高めるための方策を
要望する。
2. 陝西省が中国の他都市と比較して、製造業の
技術革新基地にふさわしい人材と企業の集積
を促進するため、先進的な人材政策の展開と
企業活動円滑化支援の強化を要望する。

①社会保険
中国国内で就労する駐在員等には、日中両国
で重複して社会保険料を納めなければならな
い状況が依然として存在している。短期出向者
を含む駐在員等が日中両国で重複して社会保
険料を納付することは、中国に所在する日系企
中国経済と日本企業2018年白書

業にとって大きな負担となっている。一方で、
2018年5月9日に日中両国の外相が「社会保障
に関する日本国政府と中華人民共和国政府との
間の協定」
（日・中社会保障協定）に署名したこ
とは、大きな進展として歓迎される。日系企業
および駐在員等の負担が早期に軽減されるよ
う、日中両政府による各国での国内手続き等、
協定の早期発効に必要な作業および調整を速
やかに実施するよう要望する。
②外国人就労許可証
2017年4月1日より全国範囲で外国人の訪中就
労許可に関する新制度が実施されるようになっ
ており、新たな事務システムが統一導入され、申
請手続の基準整備により外国ハイレベル人材
への優先的手続が用意され、申請者に便宜が
享受されていることは歓迎される。ただし、導入
後、赴任手続の長期化により海外赴任者が一
時帰国を余儀なくされたケースがあるなど、混
乱が続いた。
就労許可の申請における、オンライン仮審査等
の各プロセスの所要時間が短縮されるよう要望
する。就労許可の急ぎの申請や更新、抹消等の
特殊な状況について、緊急・特別対応方式を設
ける等、柔軟な対応が望まれる。同時に、就労
許可の更新が「2年に1回」、できれば「3年に1
回」で済むように、有効期間を適度に延長いた
だくことを要望する。
年齢（60歳未満）、学歴（大卒以上）、あるいは
職歴（2年以上の就労経験）等の制限要素のた
めに、豊富な経験や専門技能を有していながら
前述の制限要素に適合しない日本人の訪中就
労申請にさまざまな障害がもたらされている。
技術交流を促進し、日本の優秀な人材の技能、
経験のメリットを最大限にいかすべく、条件を
満たす日本人など外国人の年齢、学歴、職歴等
の制限が緩和されるよう要望する。
ポイント制の適用対象およびポイントを加算で
きるとされる各要素の判断基準が十分明確で
ない。例えば、
「どのような申請者にポイント制
が適用されるのか」「国内の雇用者が支払う年
給（万元）」の証明根拠および「地方の経済社
会発展に緊急に必要とされる特殊人材」の判断
基準等について、関係機関からさらに詳細かつ
明確な参照根拠が制定され、実務基準が確立
されることを要望する。
システムの不具合の影響で就労許可手続がで
きなくなるという状況がしばしば発生しており、
事務システムのさらなる改善と最適化を要望す
る。同時に、事務システムの運用モジュールが
変更される際には、事前に各企業・組織の事務
担当者に通知し、手続に支障が出ないようにし
ていただきたい。このほか、システムの不具合に
より就労許可手続がスムーズに行えなかった場
合には、関係政府機関により特別・緊急処理対

応が行われる、企業の手続期限を延長する等
の措置を要望する。
③外国人居留許可
西安市は、2017年2月の日系企業との意見交換
会で、外国人居留許可の手続期間について、規
定上の15営業日に対し、外国籍の幹部や投資
者を対象に「優先通路」を設けており、2営業
日以内に短縮していると説明した。しかし、窓口
で確認したところ、
「優先通路」はなく15営業日
かかった事例があった。居留許可申請時のパス
ポートの預け期間の短縮を引き続き要望する。
外国人居留許可の取得、更新、抹消を申請す
る際、パスポートを預ける必要があり、その間、
親族の不幸や、経営にかかわる緊急の出張が
生じた際に一刻を争う出国ができない。外国人
居留許可の申請時と受 領時のみパスポートを
提示すればよいといった、申請方法の改善を要
望する。
外国人居留許可の取得、更新、抹消の申請中
に、受理機関で交付された受理証明を提示して
国内線に搭乗できない状況が、なお発生してい
る。受理機関にはパスポート原本の預かり期間
を短縮するとともに、各政府機関の情報交換や
データ共有を強化し、外国人の中国国内移動に
便宜を図っていただきたい。
④労災保険
労災補償の保険給付を受けるための手続が複
雑で、補償審査にも時間がかかる。手続と補償
審査工程の簡素化、スピード向上を要望する。

⑧生産安全
工場に隣接する建設現場で、ぼやの発生、資材
や工具の落下が頻繁にあり、工場の安全操業に
影響が出ている。建設工事への安全指導の強
化を要望する。
⑨認証制度
工業製品生産許可証を取得するための審査工
程に不合理な面があり、改善されるよう、中央政
府への積極的な働きかけを要望する。
⑩税務
製造型企業は、多くの従業員を雇用し、用地面
積も大きい。企業が納付する主な税種である、
不動産税、都市土地使用税、障碍者保障金は、
従業員数や土地を係数として納付額が算出され
るため、製造型企業の税負担額が大きくなる。
製造型企業の実態を反映した納付額となるよ
う、納付額算出方法の見直しについて中央政府
への積極的な働きかけを要望する。

⑤人材供給
初級技術訓練の教育制度が不足している。初
級技術の職業訓練を制度化し、計画的に企業
が必要とする人材を供給することを要望する。

西部大開発に関わる優遇税制の期限が2020年
となっている。陝西省をはじめとする内陸部の
発展のため、優遇税制が2021年以降も継続さ
れるよう、中央政府への積極的な働きかけを要
望する。

生産作業員が慢性的に不足し、人材集めに苦
労している。政府主導で外地人材の供給ルート
の確立と人材紹介会社の整備を要望する。

3. 陝西省が中国の他都市と比較して、生活環境に
優れ、特色ある国際文化都市として発展するた
め、総合的視野に立った取り組みを要望する。
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不動産賃料が上昇し、西安ハイテク産業開発区
の周辺に、若い従業員が住める賃貸住宅が少な
い。若い人も安心して安定的に仕事に取り組む
ことができるよう、十分な低価格帯の賃貸住宅
の供給を要望する。

各地域の現状・建議

技術系の人材を西安市に引き入れ、引き留める
ため、企業の積極的な技術系人材の雇用を促
す奨励策を制定するなど、人材の誘致と流出防
止策の検討を要望する。
⑥電力供給
電力供給停止の事前通知、工事計画の開示に
改善がみられることを歓迎する。しかし、依然と
して、西安市（北側）加工区内等で、瞬間停電が
発生している。電力供給設備の抜本的な改善を
要望する。
⑦環境政策

370

省エネ・汚染物排出削減目標の対応にあたり、
より広い視野に立った総合的な政策的な対応
を要望する。沿海部で厳格化している環境監査
が、内陸部の西安市にも展開される場合、企業
に対し、環境監査の指針や時期を明確に示し、
改善猶予を与える措置を採ることで、西安市の
産業発展につながるような環境行政を要望す
る。省エネ・環境改善のための改造・設備更新
を行う企業に対する優遇策、資金面などの支援
を要望する。
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①大気汚染
数年前に比べると大気汚染の改善に向けた取
り組みがとられてはいるものの、他の地域と比
べると陝西省の状況は引き続き改善を要する状
況にある。大気汚染の改善に向けた取り組み強
化を引き続き強く要望する。冬季の大気汚染対
策に関する計画の公表を要望する。
②道路・交通
道路の交通渋滞が慢性化している。公共交通
機関の一層の整備・拡充、交通整理の強化、駐
車場の整備、違法駐車の取り締まり、市民の交
通ルール遵守意識向上のための啓蒙など、引き
続き改善に向けた取り組みを要望する。
歩道への大量のシェアリング自転車の山積み、
補修されていない歩道の凹凸など、歩行環境が
危険である。安心して歩くことができる街の環境
整備を要望する。

降雨で路上に水があふれ、水たまりが残り、交
通・歩行に支障が生じている。道路の排水の改善
を要望する。
③自由貿易試験区
上海市、広東省、天津市、福建省に続き、陝西
省に自由貿易試 験区が設 立された。中国（陝
西）自由貿易試験区ならではの先進的な規制緩
和策の実施と、企業が規制緩和策を理解し活
用できるよう説明会の開催を要望する。
④意見交換会
西安市政府幹部と在西安日系企業の意見交換
会が2017年2月23日、西安市商務局主催で開
催されたことに感謝したい。さらなる相互理解
が必要な部分もあり、西安市の各関係当局と在
西安進出日系企業との対話・交流の定期化を
希望する。
日系企業は法令遵守に誠心誠意取り組んでい
くつもりであるが、法令遵守を適切に行うこと
ができるよう、法制度解釈の統一的運用、制度
変更の際の十分な準備期間確保、諸手続の簡
素化・迅速化、申請・照会に対する文書での回
答といった予見可能性等に資する改善を要望す
る。策定される政策・法令・計画が企業の実態
に即したものとなるよう、政策・法令・計画の策
定過程で日系企業を含む関連企業との情報交
換、調整を十分に行うことを要望する。

第４部
各地域の現状・建議
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索引
あ行
IoT（物聯網、モノのインターネット）
60、196、212、216、298
RQFII
278、280、282、284

E コマース（EC、電子商取引）
32、64、70、104、106、108、134、
138、166、168、170、182、190、
192、224、232、234、248、252、
254、326、328、332、336、344
意匠権
10、66、68、72

一帯一路
14、18、26、90、138、144、178、
192、232、316、350、366、368
移転価格
46、50、198

イノベーション
8、10、42、60、62、84、86、144、
150、152、154、156、158、168、
196、198、200、272、274、298、
300、302、306
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210、212、216
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60、88、196、212、216、252、254
FTA（自由貿易協定）
28、30、32、38、90、98、106、
140、308
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6、26、28、30、204、314、322、
328、332、342

越境 EC
32、104、106、108、166、168、
170、252、326、328、332、336、
344
欧州（欧）
50、80、88、90、96、106、170、
190、192、196、242、244、252、
282、286、292、312、366、368
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海外送金（対外送金）
36、50、334、336、354、356
外国人就労許可証
256、294、306、308、368

外国人訪中就労許可制度（外国人就労許
可制度）
52、54、186、206、314、360、364

外資規制
36、38、212、222、224、268、300、
322、328
外資（の）参入
6、10、36、224、226、248、268、
278、280、282
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過剰生産能力（生産能力過剰）
8、18、112、116、118、142、144、
172、174、176、178、180

環境対策
74、90、138、140、174、176、180、
190、216
環境保護部
74、76、96、172、174、204

環境保護法
10、78、106、108、138、142、172、
174
環境問題
78、126、138、142、172、174、
198、250、346

関税
26、28、48、114、116、140、166、
246、314、322、326、328、332、
336、362
関税（の……）撤廃
140

供給側（の）構造改革（供給サイド（の）
構造改革、供給側改革、サプライサイド
（の）（構造）改革）
4、8、12、18、26、52、58、88、
112、114、116、120、152、178、
240、260、262、298、306、338、
346
居留許可
56、90、294、300、302、308、332、
336、364、370
クラウド
86、212、216、218、220、222、
322、328、334
京津冀（北京・天津・河北省、北京市・
天津市・河北省）
10、112、116、178、276、304、
306、310、318

国有企業
8、44、96、116、196、218、226、
282、284

コスト
8、12、14、22、30、46、48、50、
52、56、74、78、90、92、94、98、
106、108、120、122、146、152、
172、178、184、186、198、204、
208、216、218、220、224、242、
244、250、252、254、256、264、
274、276、300、302、306、318、
320、322、332、334、338、340、
342、344、348、352、358、362、
364、366、368
国家食品薬品監督管理総局（CFDA）
104、106、150、152、154、156、
158、166、168、170、254
国家知識産権局（SIPO）
60、62、72、84

国家発展改革委員会（NDRC）
14、18、40、42、44、78、84、96、
112、114、158、278
国家標準（国家基準、国家……標準、
GB）
10、78、82、84、86、104、106、
108、144、146、174、184、220、
254
さ行
財政部
48、50、52、94、96、98、158、
262、278、280、282

サイバーセキュリティ法
10、84、86、194、200、212、220、
222
サプライチェーン
6、14、26、80、138、140、198、
248、250、252、254、302、320

研究開発（（技術）開発）
62、66、70、88、152、166、196、
220、300、306、308、310、316、
338、340、346、366

自動運転（無人駕駛）
88、196、234、236

工業情報化部（工信部）
38、76、144、174、176、208、210、
212、324

社会保障
8、52、54、58、126、186、198、
200、268、272、300、302、308、
312、340、368

原産地証明
28、30、32、90、200

工商行政管理局（工商行政管理総局、工
商局）
36、40、42、70、106、170、312
工場（の）立退き（工場移転）
144、330、336

国際標準（国際規格、グローバルスタン
ダード、国際基準）
6、10、146、150、154、160、162、
208、246、294

社会保険
8、12、46、50、52、58、126、128、
186、198、200、300、302、308、
338、342、368

自由貿易試験区（自貿区）
34、264、278、282、306、308、
310、316、318、322、324、326、
328、332、344、362、366、368、
372
就労ビザ
56、108、110、294、332、336
出資比率
260、262、278、282、326

準備期間
6、10、28、36、38、46、50、160、
162、184、192、242、310、330、
364、372
商標権
10、62、66、68、72、256
商標法
60、62、68

情報セキュリティ（セキュリティ）
84、86、190、194、216

商務部
14、34、36、40、44、84、248、
250、252、278、282、342

新エネ車（新エネルギー車、新エネル
ギー自動車）
8、36、196、202、204、298、326、
328
水質汚染（水汚染、水質汚濁）
74、78、138、142

スマートフォン
26、182、196、232、288、290、
358
税関（海関）
26、28、30、48、70、88、90、92、
114、116、136、148、192、198、
200、202、204、264、314、320、
322、326、332、340、342、354
政府調達（政府調達法）
78、94、96、98、222、300、334、
336
税務局
46、48、50、132、204、334
税務当局
46、48

先進（的）（な）技術（最先端技術、先
進的なテクノロジー）
10、126、144、180、218、220、
222、300、302

専利（特許）
42、60、62、64、66、68、70、72、
84、100、152、226
増値税（（営改）増）
28、46、50、116、124、140、186、
204、220、250、256、268、310、
326、332
ゾンビ企業
172、176
た行
WTO
26、96、104、168、248、274、
276、278、322

対外開放（（改革）開放）
4、34、36、84、88、118、124、
152、198、200、248、272、278、
280、298、334、336、344
大気汚染
10、74、78、88、90、106、110、
112、116、138、142、172、178、
198、286、294、300、304、308、
310、366、370
知的財産（権）（の）保護
60、62、64、70、138、140、218、
220
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中国製造 2025
144、196、262

中国日本商会
4、14、60、84、100、106、150、
152、156、300

中小企業（中小メーカー、中規模・小
規模企業）
144、220、240、280、306、334、
338
中国保険監督管理委員会
266、268、270、272、274、276
著作権
66、224、226、228

手続（き）の簡素化
6、10、26、28、30、36、38、90、
128、152、158、160、204、222、
228、246、250、274、276、282、
284、300、302、306、308、310、
332、364、366、368、372
電気自動車（EV 車）
8、204、294、326

電子情報製品汚染制御管理弁法（中国
版 RoHS、電器電子製品有害物質使用制
限管理弁法、電器電子産品有害物質制
限使用管理弁法 ）
76、80、78、184、192

電力制限（供給カット、電力使用制限）
122、336、342
統一（的な）運用（運用（の）統一化（性）、
運用の統一）
6、26、28、36、44、46、64、70、
90、126、198、246、302、310、
322、326、328、372
独占禁止法
8、40、42、44、64、66、70

土壌汚染
74、76、78、198、320、328

特許権（専利権）
42、62、64、66、68、70、84、226
な行
日中韓自由貿易協定（FTA）
28、32、38、98、140

日・中社会保障協定
8、54、58、186、198、200、300、
308、368
日本産食品
106、108
入札募集（入札法、入札）

94、96、98、124、126、128、152、
154、156、160、164、190、218、
222、304、334、336
ネガティブリスト
34、36、278、282
は行
廃棄電器電子製品（産品）回収処理管
理条例（中国版 WEEE）
76、80、184、190、192
発票
46、250、310、334

ハイテク
14、124、300、302、350、368、
370
爆買い
288

判断基準
8、10、38、42、44、56、64、66、
70、198、258、310、324、342、
368
PE（恒久的施設）
46、48、50
PM2.5
74、172、332

東アジア地域包括的経済連携（協定）
（RCEP）
28、32、98
東日本大震災（東日本震災）
106、108、258

ビザ（査証）
52、54、56、100、104、108、110、
186、188、244、286、288、294、
302、332、336
VPN
10、212、214、324、328
VR
196、212

付加価値通信（電信）業務
212、220、222、300、302、322、
324
不正競争防止法（反不公正競争法）
40、42、44、60、250
物流コスト（物流費）
92、264、366、368

米国（アメリカ、米）
42、88、104、118、136、158、
166、172、196、208、224、234、
240、244、272、274、278、282、
292、306、312、316、344、350
ペーパレス化（ペーパーレス）
10、28、30、90、332

北京（市）
4、40、46、54、60、74、96、100、
104、106、112、126、172、178、
180、232、234、236、244、246、
252、254、256、258、262、276、
280、294、298、300、302、304、
306、308、368
法制度整備（法整備、法制度作り、法
制……整備）
26、70、74、106、138、166、168、
186、190、212、256
冒認出願（冒認登録）
62、68、138、140、226、228

法令遵守
10、12、74、78、306、310、372
保税
28、148、186、188、198、246、
320、328、332
保税区
28、188、198、320、328、332

ま行
窓口一本化（窓口の 1 本化、統一的な
……窓口、窓口をワンストップ化）
28、86、364
モバイル
192、210、212、216、224、226、
254
模倣行為
64、70、220

模倣品（模倣商品、ニセモノ、偽物）
60、64、66、70、138、140、190、
192、228、250、254、256、326
や行
輸出増値税
28、140、326

輸入規制（輸入制限）
30、106、108、114、116、226、
258
ら行
ロイヤルティ（ライセンス料）
28、30、48、216、342
ロボット
26、88、196
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