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ご挨拶
日中両国は、2017 年に国交正常化 45 周年を迎え、また 2018 年には日中平和友好条約締結 40 周年を迎えます。
これまでにいくつかの記念事業が実施され、これからも両国の青少年、文化、観光、スポーツ、経済、地方間など幅
広い分野に亘る交流を促進するための記念事業が企画・実施される予定です。中国日本商会は、この記念すべき両
年に亘る記念事業として第 8 版となる｢中国経済と日本企業 2017 年白書｣を登録いたしました。
本白書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 年から発刊しており、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 8,852 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、53 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、中国全土で長きに亘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。
2017 年 3 月に開催された全国人民代表大会では、第 13 次五カ年規画を踏まえ、｢イノベーション｣による発展
の重要性が一層強調されると共に、｢行政簡素化と権限委譲｣、｢緩和と管理の結合｣などの改革を深化させること
が示されました。2017 年版白書の建議の主要な訴求点である｢公平性の確保｣は、正にイノベーションの土台とな
るものであり、改革の深化によってもたらされるものです。本白書の建議には、中国政府がこれらの改革の深化を
図り、イノベーションの発展を図るにあたり、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。

上田

明裕

中国日本商会会長
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2017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。

3. 対外開放新体制の完備

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.「 投資」

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。外国資本に対する参入条件の一層の緩和などによる内外無差別の
徹底、外国人の就労など労務分野の手続の簡素化、税務分野でのグローバルスタン
ダードのさらなる採用を要望する。

2.「 物流」

サプライチェーンの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
一や事前教示制度の拡充など、予見可能性の向上に資する制度の整備を要望する。

6

中国経済と日本企業 2017 年白書

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、2017 年 3 月に開催された第 12 回全国人民代表
大会第 5 回会議（全人代）の政府活動報告（以下、政府活
動報告）では、2017 年の重点活動任務の筆頭として、
「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）」を深く推し進めるとした。加えて、一部の改革措置・
政策が徹底されておらず、企業からの各種料金などの徴収
が多い問題や、行政の法執行において規範・公正・理性に
欠けるケースの存在などが解決すべき課題として取り上げ
られている。さらに、その認識を踏まえて、改革の深化と政
策の充実化によって、制度に起因する企業の取引コストを
減らし、物流などのコストを引き下げるとしている。
他の重点活動任務では、
「重要な分野とカギとなる部分
の改革を深化させる」とし、資源配分において市場に決定
的な役割を果たさせつつ政府の機能をよりよく発揮するた
めに「行政簡素化と権限委譲」
「緩和と管理の結合」
「サー
ビスの最適化」改革を深化させることも挙げられている。
日系企業は、2017 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、対外開放新体制の完備を
目指し、改革を深化させていくとしているが、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
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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、市場経
済に即したものとするよう要望する。

・投資：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、撤退を含めた事業再編に係る
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。
・税務・会計：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、対応する税務局の 1 つ上級の行政レベルの税
務局に申し立てることになる。しかし、実態上は再
審査体制が十分に機能しているとはいえない面があ
り、一層の体制整備をお願いしたい。国家税務総局
への再審査請求や租税裁判所の創設を要望する。
・労務：中国国内で就労する駐在員等は、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となっ
ており、日系企業にとって大きな負担となっている。
日中社会保障協定の早期の締結により、社会保険料の
二重払い等の問題を解決し、日系企業および駐在員等
の負担が軽減されるよう、日中社会保障協定の協議開
催頻度を高め、交渉が加速されるよう要望する。
・物流：通関や検疫のシステムはアップグレードが進
められているものの、地域通関一体化の拡大に追い
ついていない部分も存在し、地域によりシステムレ
ベルや設定に差異が出ているほか、システム自体の
不具合による手配遅延も多発し、申告手続に支障を
もたらしている。効率性、安定性、汎用性を考慮し
たシステムの整備を要望する。
さらに、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。また、知
的財産権分野の改革を深化させ、司法保護を強化する点
も強調している。また政府活動報告においても、財産権保
護制度の充実化を急ぎ、各種所有経済の組織と公民の財
産権を法に基づいて保障し、人々が起業やイノベーション
によって富を築くよう励まし、企業家精神を喚起・保護し、
企業家が安心して経営・投資に励むことができるようにす
る必要があるとしており、企業の財産権を侵害する行為を
厳しく取り締まるという方針を示している。日系企業から
も知的財産権の問題については、依然改善を望む声も強
いため、模倣行為抑制に向けた諸施策等について適切な
取り組みを要望する。

・知的財産権保護：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、職務発明条例を制定
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。
・知的財産権保護：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、税関、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
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。

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。政府は、2016 年に国務院各部門の行政審査・
認可事項および国務院の指定で地方が実施していた行政
審査・認可事項を新たに 165 項目撤廃したほか、192 の
審査・認可仲介サービス事項を整理・規範化するなどの取
り組みを展開している。
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
あり、いっそう積極的な取り組みの展開を要望する。

・貿易：HS 番号の事前教示制度については、申請先の
税関のみの適用から、全国で統一的に活用できる制度
への改善を要望する。また、同制度を利用した場合の
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。
・技術標準・認証：一部の標準において、現実には実
現し得ない試験条件の設定や目標値、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。
また、標準の統廃合による簡素化を進めるよう要望
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
ンを進める中国の政策の方向性にも合致しない。
・化学品：化学品の危険有害性判定基準は行政部門間
で異なっており、概ね海事局は IMDG、質量検験検疫
局と税関は危険化学品目録に則って判定している。
その結果、海事局と、質量検験検疫局・税関との判
定結果の違いにより通関場所と保管場所が分かれて
しまい、危険有害性を有する化学品を何度も国内移
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動させなければならない場合があり、却ってリスク
の増大を招いている。従って、港湾の化学品を管理
監督する行政部門では、危険貨物の概念に基づく判
定基準を統一採用するよう要望する。
・銀行：外貨転両替、対外送金等の業務に関する規制
に加え、指導、管理も強化されていると認識してい
る。こうした状況が長期化する場合には、顧客の実
需に基づく資金管理に支障が生じる等、マイナス影
響が顕在化する可能性がある。外資系企業の中国へ
の進出の懸念材用となる可能性も高い。これに加え、
為替取引、クロスボーダー取引の自由度、透明性を
高めることは、人民元の国際化を進める上でも必須
である。こうしたことから、本件に関する規制、指導・
管理の緩和、適正化を要望する。

対外開放新体制の完備

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。
政府活動報告においても
「外
商投資産業指導目録」を改定し、製造・サービス業などに
ついて外国資本に対する参入条件をさらに緩和することや、
資格許可、規格制定、政府調達、
「中国製造 2025」政策適
用などの面で国内企業と外資企業への待遇を平等にするこ
とが示されており、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。この面では、
２つの重要な柱がある。
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。

・投資：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、自動車生産企業において、外資企
業は 50％を超える出資ができない。また、50％以内
の出資率でも、出資率変化に対し国家発展改革委員
会、工業情報化部、商務部など関係諸官庁の許可を
得ることが必要である。これにより、合弁企業の実
質的支配権を掌握することができず、50％内での出
資比率の変更についても、関係各当局から条件を付
けられることが多く、個別企業の事業の方向性に国
が影響力を行使できる形となっている。「中国自動
車中長期発展計画」で合弁企業の出資比率制限を段
階的に緩和する方向性が示された。その具体策が明
らかにされることを要望する。
・税務・会計：現在、国際的に、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
点から、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。
・技術標準・認証：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みられるなど、
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。
・情報通信：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。

昨年の建議のうち、改善がみられた主な項目

昨年の建議のうち、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、改善を期待する分野は依然
多く残されており、引き続き、果敢な改革が行われることを
期待する。
1) 外商投資企業の設立と変更手続きの簡素化（2016 年
版白書、ｐ 32、建議①）
商務部が 2016 年 10 月 8 日より施行した「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。
2) 関係当局との相互理解の促進（2016 年版白書、
p132、建議Ⅳ）
日本化学工業協会と国家安全生産監督管理総局および
環境保護部門間の専門家交流を行ったことにより、日
中の化学品法規制に関する相互理解が進んだ。
3) 外商独資旅行社に対する中国公民出境旅行経営の開放
（2016 年版白書、ｐ 258、建議①）
「旅行社条例」の第 23 条において、外資旅行会社は中
国人の出国観光旅行業務および香港、マカオ、台湾へ
の観光旅行業務を扱ってはならないとなっているが、
国務院は 2016 年 7 月、これを自由貿易試験区内では
暫定的に停止して、条件を整えた外資旅行会社に中国
人の出国観光旅行業務（台湾を除く）を認めるとした。

日系企業の中国ビジネスへの取り組み

2016 年における日本の対中投 資は前年比 3.1％減の
31億ドルとなり4年連続減少した（図1）。人件費の上昇や、
労働力の確保の難しさといった中国のビジネス環境の変
化などを背景に、近年の減少基調が表れていると考えら
れる。また、世界からの 2016 年の対中投 資実行額をみ
ると、前 年比 0.2％ 減（ドル ベース）となり、2012 年以
来初めて減少に転じた。業 種 別では、製 造 業 が 10.2％
減と 2 ケタ減となるなか、非 製 造 業はリース・商業サー
ビス、卸売・小売業、情報通信・コンピュータサービスな
どの好調を受けて 4.2％増とプラスの伸びを維持した。
中国に進出している日系企業に対して 2016 年 9 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 40.1％、
「現状維持」と回答した企業の割合が 52.8％
となっている。中国における事業拡大の意向は、2011 年と
比べると、
「拡大」が大きく減少（66.8％→ 40.1％）している
ものの、前年より 2.0 ポイント増加した。
また、全ての業種において、拡大意向が減少しているわ
けではなく、業種などによりばらつきがある。
「拡大」の比
率を業種別に見ると、非製造業が製造業より高い（図３、
12

中国経済と日本企業 2017 年白書

図４）。また、製造業の中でも「食料品（53.6％）」、
「輸送
機械器具
（43.0％）
」、
非製造業では
「卸売・小売業
（54.7％）
」
など内販型産業で、同比率が高い。他方、輸出型の「繊維」
（19.1％）は同比率が 2 割を切った。
このことから、輸出型企業にとっての中国の優位性が低
下していることが伺える。その一方で、内販型企業では中
国を有望な市場と捉えており、中国市場の開拓を強化する
動きが今後も継続するとみられる。
世界からの対中投資は減少となったが、対中投資を増
加させるにあたり、消費分野の開拓を行おうとする日系内
販型企業の投資意向を円滑に実現することが、中国が投
資主導から消費主導の経済への転換を目指す動きとも合
致し有益である。そのためには、投資環境の改善と整備が
不可欠である。13・5 規画では対外開放水準を向上させる
こと、戦略的な相互信頼、投資・経済・貿易協力などを他
国と共同で行うことが強調された。さらに、政府活動報告
においても対外開放を積極的・主導的に拡大するとしてお
り、外国資本に対するさらなる参入条件の緩和や外国人の
就労など労務分野の手続の簡素化、税務分野でのグロー
バルスタンダードの採用などが期待される。このような、よ
り高いレベルでの対外開放の促進は、互いの優位性によ
る相互補完を実現するとともに、対中投資の増加と日系企
業の消費分野開拓の円滑な実現というウィンウィンの関係
を深化させるために不可欠である。
さらに、消費市場の一層の発展のためには、物流コスト
の低減が必要とされる。そのためには、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が

重要になると考える。13・5 規画では企業の物流コストを
引き下げることや、グリーン物流、コールドチェーン物流な
どの発展に力を入れることが強調された。さらに政府活動
報告においても物流コストの低減が課題として挙げられ、
重点活動任務の中に盛り込まれている。物流は多くの産業
分野に関わる根幹的な産業であることから、通関の一体
化や各種手続の簡素化などによるコスト削減の効果が幅
広い分野に波及すると考える。
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 2016 年の中国の
輸出先として国別では第 2 位で、金額は 1,292 億ドルと
なった。輸入でも第 2 位の 1,456 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。
投資については、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）であり、国別
ではトップとなっている。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。

図 1：日本の対中投資

出所：ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

図４： 非製造業における今後の事業展開の方向性と
輸出・内販比率（2016 年度）

出所：商務部、CEIC

図 2：今後１～２年の事業展開の方向性

出所：ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

出所：ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

図３：製造業における今後の事業展開の方向性と
輸出・内販比率（2016 年度）
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第１章
中国経済と日本企業の現状
2016年の中国経済

2016 年の中国経済は、GDP 成長率が政府目標（6.5
～ 7.0％）の範囲内の前年比 6.7％と、「新常態 ( ニュー
ノーマル )」入り後の経済の成長過程に沿った安定成長
が確認された 1 年であったと言えよう。2015 年は株式
市場等の金融市場の動揺に加えて、過剰生産能力を背
景とした製造業・鉱業の停滞といった経済の下押し圧
力が多くみられたが、2016 年は自動車を中心とした安
定した消費の伸びに加え、活況を呈した不動産市場や
公共投資が中国経済を下支えるとともに、過剰生産能
力の解消にも一定の成果がみられた。

表 1：主要経済指標と予測目標値

2016年
目標
実績
GDP成長率(実質)
6.5～7.0％ 6.7％
消費者物価指数(CPI)
3％前後 2.0％
全社会固定資産投資(名目)
10.5％前後 7.9％
社会消費品小売総額(名目)
11％前後 10.4％
M2
13％前後 11.3％
都市登録失業率
4.5％以下 4.02％
都市新規就業者数(万人)
1,000以上 1,314
全国住民一人当たり可処分所得(実質) 6.5～7.0％ 6.3％

2017年
目標
6.5％前後
3％前後
9％前後
10％前後
12％前後
4.5％以下
1,100以上
6.5％前後

出所：「2017年政府活動報告」、国家発展改革委員会「2016年国民経
済・社会発展計画の執行状況と2017年国民経済・社会発展計
画案に関する報告」、CEIC

図 1：実質 GDP 成長率と寄与度

出所：CEIC

安定成長のドライバー

消費は、底堅い所得・雇用環境を背景に、前年比 10.4％
増と引き続き堅調に拡大した。経済成長に占める比率も 6
割以上に達し、消費主導経済への転換を改めて印象付け
た。消費の中でも自動車販売は、減税優遇策も後押しする
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形で 2,803 万台（前年比 13.7％増）と過去最高を記録し、
消費をけん引した。
固定資産投資（農家を除く）をみると、年を通じて地方
政府や PPP 関連のインフラプロジェクトの増加を背景に公
共関連投資の高水準の伸びが続いた。また、活況を呈した
不動産市場を背景に不動産向け投資も回復した。
その結果、
2016 年通年では固定資産投資は前年比 8.1％増と比較的
高い伸びとなり、中国経済の安定成長を支えた。

図 2：固定資産投資（名目、四半期）

出所：CEIC

過剰生産能力の解消

「過剰生産能力の解消」は、中央経済工作会議において
2016 年の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、鉄鋼や石炭等の業種において過剰生産能
力の解消が進められた。
中国政府は、「2016 年、鉄鋼については 6,500 万ト
ン以上、石炭については 2 億 9,000 万トン以上と過剰
生産能力削減の年間目標を達成した」（政府活動報告）
と公表した。足許の PPI（生産者価格指数）をみると、
長らく前年同月比マイナスが続いていたが、2016 年 9
月に 54 カ月振りに前年比プラスに転化し、その後も上
昇基調が続いている。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。2017 年以降も
中国政府、各業界の実行力ある取り組みによって、過
剰生産能力の解消が進むかどうかが注目される。
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図 3：PPI と CPI

接投資を初めて上回った。
「走出去」戦略を背景とした中国
企業の活発な海外展開が改めて浮き彫りとなったものの、
こ
うした動きが資本流出、人民元安の一因ともなった。
中国人民銀行をはじめとした政府当局は、為替市場にお
いて元買い・ドル売り介入で対応し、2014 年には 4 兆ドル
近くあった外貨準備は、足許、3 兆ドル前後にまで減少して
いる。
こうした中、
当局は資本、
為替取引の監督強化によって、
資本流出、人民元安に対応している模様である。

図 5：人民元対ドルレートと外貨準備

出所：CEIC

リスク要因

このように安定成長軌道が確認される一方、幾つかのリ
スク要因が顕在化した。
不動産については、中国経済を下支えしたものの、1 線級
都市をはじめとした一部都市の住宅において、価格、成約
面で過熱感がみられた。価格をみると、1 線級都市では一
時期、前年比 30％を超える水準にまで上昇した。
不動産市場の過熱に対して、中国政府も警戒感を強めて
おり、2016 年末の中央経済工作会議において、
「資産バブ
ル防止への注力」が打ち出された。実際、不動産市場に過
熱がみられた一部都市において、国慶節前後に地方政府
から購入抑制策が打ち出されるなど、不動産市場の鎮静
化を図る動きがみられ、足許、価格、成約面での落ち着き
がみられはじめている。

図 4：70 都市新築住宅価格指数

出所：CEIC、Wind

2017年の展望
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、2017 年の経済成長率の予想目標値を前年比 6.5％
前後（2016 年目標：同 6.5 ～ 7.0％、実績：同 6.7％）に引
き下げた。新常態（ニューノーマル）下での中国経済の実
勢を踏まえつつ、共産党が掲げる 2020 年の小康社会確
立に沿った目標設定と言えよう。
政策運営方針については、財政政策は「さらに積極的
で効果的なものにする」とし、減税により企業負担を軽減
するなどして経済を下支えする方針を表明。一方、金融政
策は「穏健かつ中立」の方針を示しており、これまでの緩
和気味の金融政策の副作用としての不動産価格の高騰と
いったリスク要因を念頭に置いて、2016 年末以来のやや
引き締め気味の金融政策運営を採るとみられる。

出所：Wind

2016 年も人民元対ドルレートの下落が続いた。
米国 FRB の利上げ観測（実際、2016 年 12 月に利上げ
実施）の強まりのほか、11 月の米国大統領選におけるト
ランプ候補の当選といった要因から、為替市場においては
ドルが他通貨に対して上昇する展開となり、人民元対ドル
レートの下落に繋がった。
また、
中国企業の対外直接投資
（商務部公表、
金融を除く）
は 1,701 億ドル（前年比 44.1％増）と大きく増加し、対内直
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足許の景況感に目を向けると、2016 年後半より堅調な消
費、インフラ投資が続いている。また、製造業 PMI（ 購買担
当者景気指数）も 2016 年 10 月以来、51( 好・不況の節目
は 50）を上回って推移するなど、堅調な景況感が窺われる。
こうした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、2017 年も安定成長の持続がメインシ
ナリオと言えよう。政府活動報告において、安定を優先する
姿勢を強調しつつ、積極的かつ臨機応変なマクロ・コント
ロールで中国経済を合理的な範囲に保つと表明している点
からは、秋に開催される5年に1度の共産党大会という大型
政治イベントを控えた中での安定重視姿勢が窺われる。
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このように安定した経済成長が続くとみられるが、リスク
要因としては、①引き締め気味の金融政策や不動産購入抑
制策の効き過ぎ、インフラ投資の増勢鈍化等による景気下
振れのほか、②人民元安や資本規制の動向については、企
業経営を取り巻くリスク要因として留意を要するであろう。

在中国日系企業の経営状況
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
（2016 年度の有 効回答企 業数：604 社、有 効回答 率：
43.8％）、2016 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 4.0 ポイント
増の 64.4％となり 4 年連続で 6 割を超えた（図 6）。

図 6：中国における営業利益（見込み）の推移

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 77.8％と
突出しており、問題の大きさがわかる（表 2）。以下、
「限
界に近づきつつあるコスト削減」
（48.2％）、
「品質管理
の難しさ」
（45.0％）、
「競合相手の台頭 (コスト面で競合 )」
（44.4％）、
「従業員の質」（42.4％）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（「限界に近づきつつある
コスト削減」、
「競合相手の台頭（コスト面で競合）」、
「主
要取引先からの値下げ要請」）に直面している。また、労
務面（「従業員の質」）でも問題を抱えていることがうか
がえる。ちなみに、
「現地通貨の対円為替レートの変動」
が上位 10 項目の中で唯一回答率が上昇した。
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表 2：在中国日系企業の経営上の問題点
回答項目
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

従業員の賃金上昇
限界に近づきつつあるコスト削減
品質管理の難しさ
競合相手の台頭(コスト面で競合)
従業員の質
新規顧客の開拓が進まない
現地通貨の対円為替レートの変動
主要取引先からの値下げ要請
通関等諸手続が煩雑
取引先からの発注量の減少

回答率(％)
増減2016 2015 (ポイント)
年度 年度
77.8
48.2
45.0
44.4
42.4
40.9
36.8
36.6
34.2
32.2

84.3
54.2
61.4
50.7
55.5
44.7
34.5
44.7
39.1
36.0

▲ 6.5
▲ 6.0
▲ 16.4
▲ 6.3
▲ 13.1
▲ 3.8
2.3
▲ 8.1
▲ 4.9
▲ 3.8

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）
」

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（インドネシアは第 3 位
へ後退）。有望理由の第 1 位は「現地マーケットの今後の
成長性」
（67.0％）、第 2 位は「現地マーケットの現状規模」
（62.4％）であった。他方、課題については、
「労働コスト
の上昇」が 66.3％と最も多く、以下、
「他社との厳しい競争」
（55.1％）、
「法制の運用が不透明」
（50.8％）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

2016 年の中国の貿易総額は前年比 6.8％減の3 兆 6,849
億ドル、輸出は 2 兆 974 億ドル（前年比 7.7％減）、輸入は
1 兆 5,875 億ドル（5.5％減）となり、いずれも 2 年連続の
マイナスとなった。海関総署は 2016 年の貿易について、四
半期ごとに回復傾向がみられたことを好材料とする一方、
国内外の経済に不確定要素が多く存在するとして、回復に
向かう基礎は十分でないと評価した。政府は、2017 年 3
月の政府活動報告において、対外貿易の継続的な安定・好
転を促すとしており、貿易窓口の一本化を普及させること、
通関の全国一体化を実現することを掲げており、これらの
進捗が注目される。
JETRO が財務省貿易統計と中国海関統計を基に、2016
年の日中貿易を双方輸入ベースでみたところ、総額は前年
比 0.6％減の 3,016 億 491 万ドルで、
2 年連続の減少となっ
た
（注 1）
。
日本から輸出
（中国の対日輸入、以下同じ）
は 1.6％
増の 1,449 億 9,645 万ドルと 2015 年の 12.2％減から増
加に転じた。輸出額の構成比で 27.9％を占める電気機器
（HS コード第 85 類）が前年比 4.3％増となり、中でもス
マートフォン向けの記憶素子などに使われる集積回路が大
きく伸びたこと、構成比で 9.6％を占める車両（第 87 類）
が 11.9％増となったことが押し上げに寄与した。
一方で輸入は 2.5％減の 1,566 億 846 万ドルと 2015
年の 11.3％減からマイナス幅が 8.8 ポイント縮小したが、
衣類および衣類附属品（第 61 類）などの主要品目はほぼ
全てで減少傾向が続いている。ちなみに、日本側の貿易赤
字は前年比 35.3％減の 116 億 1,201 万ドルとなり、2012
年以降 5 年連続の赤字となった。
日中貿易額はドルベースで微減となったものの、日本の
貿易総 額に占める中国の構成 比は 21.6％と 2015 年比
0.4 ポイント上昇しており、2 位の米国を 5.8 ポイント引
き離している。
中国の統計（注 2）では、12 年末の在中国日系企業数は
2 万 3,094 社と 2 万社を超えている。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 2016 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
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査（注 3）でも、回答した企 業（604 社）の 34.2％が「通
関等 諸 手 続が 煩 雑 」を経営上の問題 点として挙げてい
る。回 答 は 前 年 度 調 査より 4.9 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：ただし、円換算では総額が29兆3,783億円（10.0％減）、輸出が6.5％減の12兆3,619億円、輸入12.4％減の17兆164億円となった。
注2：「中国貿易外経統計年鑑2013」
注3：「アジア・オセアニア進出日系企業活動実態調査（2016年度調
査）」。調査時期は2016年9月1日～25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。
また、HS 番号の事前教示制度について、申請先の税関
のみの適用から、全国で統一的に活用できる制度への改
善をお願いしたい。また、同制度を利用した場合の海関か

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な制度への改善を要望
する。併せて HS 番号の対象品目を詳細に解釈した資料を
公開することで、企業の利便性が高まると共に、政府担当
者の負担軽減にも繋がると考えられる。
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、危
険品に対して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。
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。国務院が 2015 年 7 月に「輸出入安定成長の促

進に関する若干の意見」を公布し、さらに貿易の利便性を
高めることなどを示し、関連部署がその実現に向けて取り
組んでいることは歓迎できる。
しかしながら、生産機械の中古品の輸入にあたり、
「輸
入中古機電製品検験監督管理弁法」に基づき積載前の事
前検査（該当した場合）、貨物到着検査を受けるが、輸入
手続が煩雑で時間がかかるとの声や、通関、商品検査にか
かわる窓口の一本化や手続の簡素化を望む声が寄せられ
ている。引き続き、申請窓口の 1 本化、優良企業に対する
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したい。

第２部
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そういう意味で 2016 年 6 月より上海市で全国通関一体
化の改革措置を試験的に開始し、同改革措置を全国に普及
させる方針が発表されたことは歓迎できる。この制度の施
行のプロセスにおいても関係当局および日系企業に対して
の制度の情報提供を一層充実させるとともに、各地域に展
開する段階において統一的な運用の徹底を要望する。これ
らにより、企業の利便性を引き続き高めていただきたい。
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。
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＜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。トレー
ニング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 HS 番号の事前教示制度については、申請先の
税関のみの適用から、全国で統一的に活用でき
る制度への改善を要望する。また、同制度を利
用した場合の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。
④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。実際の運用にあたり、各
地の税関、CIQ が対応に苦慮している。運用の
明確化・手続の簡素化を要望する。また、天津
の爆発事故以降、危険品に対して規制運用の
強化がみられるが、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。
⑤税関のシステムトラブルやソフトウェアアップグ
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。
⑥福島第一原子力発電所の事故に起因する輸入
規制について、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。
⑦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。現
在推進中の「3 つの一」
（一括申請、一括審査、
一括認可）の全国での早期実施を要望する。
⑧生産機械の中古品の輸入にあたり、
「輸入中古
機電製品検験監督管理弁法」に基づき積載前
の事前検査（該当した場合）、貨物到着検査を
受けるが、輸入手続が煩雑で時間がかかるとの
声が寄せられており、簡素化、リードタイムの短

縮を要望する。
⑨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。
⑩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。
⑪中国の子会社が日本の親会社から輸入する部
材価格に、親会社に支払っている製 造技術ラ
イセンスのロイヤルティを加算するケースがあ
る。製造技術ライセンス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。
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⑫ 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。
⑬全 国 通 関 一 体化の改 革措 置 が 開 始され、同
改革措置を全国に普及させる方針が発表され
ている。この制度の施行のプロセスにおいて
も関 係 当 局および日系 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、各地
域に展 開する段 階において 統 一 的 な 運 用の
徹 底を要望する。
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（F TA）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
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国）の HS コードを 記 載 する様、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、
F TA が利用できない、或いは商検局との交渉
に時間を要し、F TA の利用に遅れが生じる場
合がある。
⑯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。

第２章
投資

第２部
共通課題・建議

商務部の発表によると、2016 年の対中直接投資（銀行・
証券・保険分野を含まず）は、契約件数が前年比 5.0％増
の 2 万 7,900 件となり、3 年連続での増加となった。実行
ベースの投資額は0.2％減の 1,260 億ドルとなり 2012 年
以来初めて減少に転じた。2015 年までは 3 年連続で過
去最高を更新していた（人民元ベースでは 2016 年は前
年 比 4.1 ％ 増 の 8,132 億 2,000 万 元。2015 年より伸び
率が人民元建てしか公表されなくなったことから、
ドル建
ての伸び率は算出したものである）。ちなみに、2016 年は
政府の目標値である 1,280 億ドルを僅かに下回った形だ。
2016 年の対中直接投資を業種別にみると、製造業が前
年比 10.2％減の 354 億 9,200 万ドルと 2 ケタの減少となっ
た
（寄与度マイナス 3.2 ポイント）
のに対し、
非製造業は4.2％
増の 885 億 1,500 万ドルと増加した（同 2.8 ポイント）。非
製造業は、2015 年に引き続き不動産が最大の投資分野と
なったが、前年比 32.2％減で寄与度はマイナス 7.4 ポイント
となった。その一方で、リース・商業サービスが 60.5％増、
卸・小売りが 32.0％増、情報通信・コンピュータサービスが
120.1％増となり、非製造業の増加に寄与した。
国・地域別にみると、
1 位は依然として香港となっているが、
前年比 5.9％減の 871 億 8,000 万ドルで、構成比は 7 割
を切った
（2015 年は 73.4％）。対中投資の伸びの大きな鈍
化要因の 1 つとなった。
日本は 3.1％減（人民元ベースでは
1.7％増）の 31 億 1,000 万ドルと微減となり、順位も 2014
年の 4 位、2015 年の 5 位からさらに低下して 7 位となった。
なお、商務部によると、2015 年末現在、中国に会社を設
立した日系企業は累計で 5 万社近くに達し、投資総額は
1,018 億 2,000 万ドルと 1,000 億ドルを超えており、中国に
対する投資国・地域としては 3 位になっている。
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、今後の中国事業の方向性について、
「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％となった。また、
「縮小」も
しくは「第三国（地域）へ移転・撤退」と回答した企業の
割合は合計 7.1％と前年比 3.4 ポイント低下した。
そして、
業種別、
地域別にみると格差が大きい状況が続く。
「拡大」

の比率を業種別に見ると、非製造業が製造業より高い。
また、製造業の中でも「食料品」
（53.6％）、
「化学・医薬」
（43.4％）、
「輸送機 械 器 具」
（43.0％）といった内販 型
産業で、同比率が相対的に高い。他方、輸出型の「繊維」
（19.1%）は同比率が 2 割を切っている。地域別に見ても、
「湖北省」
（50.0％）「
、北京市」
（46.7％）「
、上海市」
（45.9％）
といった内販比率が高い地域で同比率が相対的に高い。
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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・業種では拡大する中国市場の
開拓を強化する動きが今後も継続するとみられる。
こうした中、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」を公布し、対外開放のさら
なる拡大、さらなる公平な競争環 境の整 備、外資導入の
さらなる強化の 3方面から、20の措置を展開するとした。
2017 年 3 月の 全 国 人 民 代 表 大 会における政 府活 動 報
告でも、外商投資環境の最適化に力を入れると強調して
おり、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

3 月の政府活動報告では、政府の機能転換を不断に推進
し、公平の策を施し、利便の門を開くとし、また、資格許可、
規格制定、政府調達、
「中国製造 2025」政策適用などの面で
国内企業と外資企業への待遇を平等にすると提起している。
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望まれている。

行政管理体制改革の深化

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」改革を深化させ
なければならないとし、これは政府自体の徹底的な革命で
あるとしている。そして、リスト方式管理制度を全面的に実
施し、国務院各部門の権限・責任リストを策定するほか、
事中・事後監督管理制度を充実させるなどとしている。
こうした方針に基づき、商務部が「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」などを公
布し、外商投資企業の設立と変更は、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
なったことを歓迎したい。今後の実務において、全国で統一

的な運用がなされるよう要望する。また、外貨建て資本金を
人民元転しての再投資につき、投資を主要業務としない外
商投資企業に対しても開放するなど再投資の実現性を高め
るよう要望する。

対外開放新体制の完備

3 月の政府活動報告では、
「外商投資産業指導目録」を
改訂し、サービス業・製造業・採鉱業の外国資本に対する参
入条件をさらに緩和するとしており、また、開放の扉がます
ます大きく開かれる中国は、必ずや外国資本にとって最も魅
力的な投資先であり続けるであろうと、今後の開放拡大とそ
の投資先としての魅力を強調している。

第２部
共通課題・建議

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望ましい。
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。また、市場経済化が進展する
中で、企業が事業再編を行うことは自然な流れであり、こう
した企業が円滑に事業再編手続を行えるよう税務登記抹
消にかかる時間短縮などの措置を要望する。さらに、ネット
社会が進展するなかで、政府機関のウェブサイトの十分な
整備と、新規政策の即時の公開を要望する。

＜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。
② 2014 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。
③企業に対する商業賄賂案件をはじめとした調
査手続の中で、依然として、担当官の私用メー
ルアドレスを使用して情報のやりとりを行うこ
とが見受けられる。秘密保持やセキュリティ確
保の観 点から重大な問題があり、直ちに中止
することを要望する。
④商務部が 2016 年 10 月 8 日より施行した「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。
今後の実務において、全国で統一的な運用が
なされるよう要望する。
⑤ 2015 年 4 月 10 日から施行された「外商投資
産業指導目録」の改訂版は、2011 年版目録と
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比較して制限類が42 項目、禁止類が 3 項目減
少したことは評価できる。同目録草案の意見募
集が実施されたところであるが、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。
⑥外商投資企業の再投資に関して、2006 年 5 月
26 日に国家工商行政管理局により「『外商投
資企業の審査認可、登記管理にかかる法律適
用の若干問題に関する執行意見』の実施に関
する通知」が公布され、対外貿易経済合作部と
国家 工商行政 管理 局が 2000 年 7 月 25 日に
公布した「外商投資企業による国内投資に関す
る暫定規定」の第 5 条、第 6 条を執行しないこ
とを明確にした。その後、商務部が 2015 年 10
月 28 日に「一部の規則および規範性文書の改
定に関する決定」を公布し、第 5 条第 1 項、第
6 条を削除している。しかし、その際に第 5 条
第 2 項、第 3 項が削除されなかったためか、地
方の商務部門の中には依然として既に利益を
得ていることを資格要件として求めるケースが
報告されており、国家工商行政管理局の通知と
統一し、
再投資の実現性を高めるよう要望する。
⑦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、国家外貨 管 理
局が 公布した「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）により、2015 年 6 月から規 制
が緩和され、投資を主要業務とする外商投資
企業は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、投 資を主要 業 務と
しない外商投資企業はこれが認められていな
いため、さらなる規制緩和を要望する。
⑧「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。
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、
外資企業に対して設計資質取得規制
（中
国設計院との合弁、常駐外国人設計士の人数
等）が存在している。また、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の事 業
ライセンス取得が認められていない、30 を超
える支 店を設 立するなどのガソリンスタンド
チェーン店は、
中国側の持分支配とするといっ
た規制がある。
⑩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。

第２部
共通課題・建議

⑪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 退を 含めた事 業
再編にかかわる時間的、費用的負担を軽減す
る制度設備を要望する。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。
⑫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。
⑬法律法規および政策の調整時において、外資
企業が関連の情報を入手するルートは比較的
限られている。なおかつ、政府機関のウェブサ
イトが十分に整備されていないなどのために、
企 業が必要な法律、法 規、政 策等に関する正
確な情報をいち早く入手することが困難となっ
ている。各政府機関がウェブサイト上の情報公
開政 策を改善され、関連情報が複数のルート
を通じて適時に公布されるよう、また外国語版
文書の増加を考慮されるよう要望する。
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第３章
競争法

第２部
共通課題・建議

2016 年は競争審査制度が確立され、また、独占禁止法
の具体的な運用を規定するガイドラインの意見募集稿が
次々と公布されたほか、前年に続き外資系企業に対しても
独占禁止法および不正競争防止法に基づく執行がなされ
た。まず、独占協定に関しては、医薬業界および医療機器
業界等でのカルテルおよび再販価格の拘束に関する処罰
案件があり、また、取引の限定および抱き合わせに関連し
て、市場支配的地位の濫用であるとして処罰された案件
があった。また、M&A および JV 設立等の際に必 要とな
る、商務部に対する事業者結合の届出については、2014
年に導入された簡易手続の影響等により届出件数が全体
として増加し、未申告により処罰された日系企業に関係す
る案件も見られた。さらに、商業賄賂については法律改正
のほか、上海を中心として地方の工商行政管理局による
執行が引き続きなされている。

競争審査制度の導入および
ガイドライン制定の加速
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」では、
国の公平な競争審査制度の基準が示されたところ、今後
注目するべきは中央および各地方の政府部門による当該
制度の実施細則である。2016 年には国家発展改革委員会
（NDRC）がリーニエンシー制度の適用および承諾による
調査中止（2 月）、自動車産業の独禁法運用（3 月）、独占
協定の適用除外（5 月）、違法所得と制裁金の確定（6 月）
に関するガイドラインの意見募集稿を次々に公布した。ま
た、工商行政管理総局（SAIC）も、知的財産権の行使に関
するガイドラインの案を公表した。

カルテル・再販価格拘束に関する事案
中国では価格に関する独禁法違反行為については NDRC
が、非価格関連行為については SAIC が法の執行に責任を
負っている。2016 年には、NDRC が中国系アロプリノール
錠の製造会社 5 社の価格・販売市場分割カルテル行為に
対して合計 6,568 万円の制裁金を課し
（1月）
、中国系エスタ
ゾラム原料の製造会社 3 社の価格カルテル、共同ボイコッ
ト行為に対して合計 4,274 万円の制裁金を課した (7 月 )。
また、
再販価格拘束に関しても、外資系医療機器企業に対
して約 19.46 億円の制裁金を課した（12 月）。一方、SAIC は、
保険会社および会計士事務所等のカルテルに対する処罰の
ほかに、市場支配的地位の濫用について、テトラパックに対
し約 105 億円の制裁金を課しており、また、地方の工商行
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政管理局も、公益事業の業者による市場支配的地位の濫用
に対する処罰を行った。さらに、企業が処罰決定を不服とし
て行政訴訟を提起した事案も見られた。

事業者結合案件の推移
企業の買収・出資や JV の設立を行った場合、関連当事
者に一定の中国・世界における売上高がある場合、中国で
の商務部に対する事業者結合の届出が必要になることが
ある。届出は結合の前の事前届出制であり、また独占禁止
法上の問題がある場合には、禁止決定、条件付き承認決
定が下されることがある。
2016年には 395 件の審査決定が出され、2015 年の 312
件に比して大幅に増加した。2016年の案件のうち、約 12％
程度が日系企業に関係する案件であったと思われるが、中国
系企業間の結合案件での届出が大幅に増加したこと等によ
り日系企業に関する案件の比率が前年
（約25％）に比べて減

少した。また、事業者結合の審査に要する時間については、
全般的に引き続き長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少ない類型
の結合案件（例：中国国外での JV 設立案件で中国に対する
輸出等を行わない案件、
中国でのシェアが著しく低い案件等）
については、審査期間の延長が原則として行われないなど、
安定的な運用が行われている。2016 年には事前届出を実施
しなかった日系企業に対する処罰事案も見られた。

商業賄賂案件に対する執行
民間企 業同士の取引における買主の購買決定権 者個
人に対するキックバックの授受などが商業賄賂として挙
げられるが、法律上の定義はこれよりも広く、およそ商品・
サービスの対価以外の物品又は金銭の授受は、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
原則として不正競争防止法の網にかかる可能性がある。
2016 年には特に上海において、日系企業を含む外資系
タイヤ企業が販売業者への現金・買い物カード・給油カー
ドの提供などで処罰された案件も多く見られた。
「不正
競争防止法（改 正案）」には商業賄賂に関する規定があ
る程度整備されたが、原則的な内容が多いと評価される。

＜建議＞
＜独占的協定と市場支配的地位の濫用＞
① 2016 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と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。

第２部
共通課題・建議

②独占禁止法第 17 条（市場支配的地位の濫用）
の規制におけ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。また、2016 年 2 月
25 日に公布された
「不正競争防止法
（改正案）
」
には、相対的優越的地位の濫用禁止の制度が
導入されたが、市場支配的地位との区別が明
確ではなく、法令改正においてそれをより明確
化することを要望する。
③ 2015 年12月31日に国家発展改革委員会が「知
的財産権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総局もその案を公布した。
これらは知財の権利行使と独占禁止法への抵
触を検討する際の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り、
縦 割りではなく、司法機関を含む各機関間で
統一的で明確な基準の作成を要望する。また、
特許権はそもそも独占的、排他的権利であるた
め、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
する懸念もあり、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。
④ 2016 年 2 月 2 日に国家発展改革委員会が「水
平的独占的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
象当事者からの調査協力において、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
に躊躇することがある。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
機会が実質的にも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」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
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出なければならないなど、機会付与の期間が非
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
る必要があり、対応は著しく困難である。
⑥ 2016 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と
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、違法所得の認定と罰金の
確定方法をある程度明確にしたが、違法所得
の没収と罰金の併科および中国以外海外本社
の売上額も罰金の算定ベースとして計上でき
るものもあり、その内容が曖昧で執行機構に
は大きな裁量権を有するので、過剰規制をす
る懸念があり、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。制裁金な
どの処罰が課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。
＜事業者結合＞
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、外国での外国企業同士
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 定を設けるなど、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。
③ 企 業 が届出 基 準に達 するか 否かを判断する
際に、届出が必要な場 合は網羅的に広く記載
されているが、一方で届出が不 要な場 合の基
準は触れられていないため、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。確かに簡易届出制度の実施
と事例の蓄積により若干 迅 速化してはいるも
のの、同一案件での世界 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。

第２部
共通課題・建議

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 定や市場の範囲の取り方等
その判断基 準が不透明であるとともに、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、
企 業 結 合 審 査 の 透 明 性 向 上の 観 点 から、独
占禁止法上の適応の考え方について公表する
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、かつ審査期限も引き続き明確
ではない。対象業種や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＞
① 2016 年 2 月 25 日に発 表した「不正 競 争 防
止法」（改 正 案）は、現行の商 業 賄 賂 防止 制
度をある程度整備し、商業賄賂の定義および
類 型を規 定したが、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「契約書および会計
証 憑の中でありのままに記 載 」の 基 準、
「取
引に影響を及ぼす第三者」の範囲については、
明確化されていない。企 業としての販 売 促 進
行為の中で過 度の景品 等の 付帯 的 贈与は一
定程度規律されるべきであることは理解する
が、どこまでであれば合 法とされるのか明確
ではなく、当局の裁 量により処罰が 行われう
る仕 組みとなっているため、今回の法 令 改 正
において改善を要望する。
②現行の
「商業賄賂行為禁止に関する暫定規定」
ないし「不正競争防止法」
（改 正案）は、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り、また取り締
まり実務においても担当官からそのような発
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言がなされる場 合がある。企業の経済活動を
過度に萎縮させないため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、今回
の法令改正において改善、またはガイドライン
等により取り締まり当局の運用を可及的速や
かに明確化することを要望する。
③「不正競争防止法（改正案）は、商業賄賂と認
定された場 合に課される「違法売上額の 10%
以上、30% 以下の罰金」を規定した。しかしな
がら違法売上額の認定は、商業賄賂事案では
販売行為自体は適法であることを踏まえて行
われるべきであり、商業賄賂行為によって増加
した売上が何であるかを画することについて、
今回の法令改正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、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、企業による商業賄賂防止体制の徹底
化または従業員個人の賄賂事実を自白した場
合の責任低減・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
共通課題・建議

2016 年における税収は前年に引き続き 11 兆元を超え
たものの、伸び率は前年比 4.8％増にとどまった。景気悪
化の影響および増値税改革による税収減少を受けて、ここ
数年伸び率が徐々に落ち込んでいる。一方で徴税強化の
動きは強まっており、また増値税および所得税のデータを
横断的に統一管理する新・金税システムの稼働も追い風と
なって、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。

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、突発的に公布若しくは改定されることか
ら対応への準備期間が極めて短いケースも少なからず存
在する。納税者の利便性を高めるために、税務問題につい
て全国の税務当局が共通した見解を持った上で統一性の
ある運用を行い、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を意識するなど、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
が得られないとともに、実際に外資系企業が中国人民法
院に不服申立を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。また、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、日本の国税庁と中
国の国家税務総局間の相互協議は開催数が減っており、
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。
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、中国での徴税強化の動きが強まる中、中国で事業
運営を行う上での税務コストが上昇している。例えば、外国
企業の中国代表処に対する企業所得税、増値税および個
人所得税の賦課は、企業負担も重く、外資の誘致拡大の観
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点から税負担の軽減を求める声が聞かれる。外国企業の税
務負担をさらに上昇させるような制度変更も見受けられた。
一例として、障害者雇用保障金の支払いに関して、北京市で
は今年 7 月から保障金の算定方法が大幅に変更され、出向
者が在籍する外資企業にとっては大幅なコストアップとなっ
た点が挙げられる。このような重要法令の導入に際しては、
外資企業に対する影響を充分に考慮して頂くとともに、納
税者と税務当局との意思疎通の機会をさらに多く設定する
ことが望まれる。さらに、納税制度としては、連結納税制度
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）

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
効率向上などを評価する声がある一方、対象取引範囲の解
釈等で統一的な運用がなされていない、また実務上も専用
発票の発行や複数税率への対応が追い付いていないケー
スが見られるとの声が日系企業から聞かれる。また、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
税務関連のシステム上の問題もあるとみられ、税関から税
務システムへの輸出通関情報転送の不安定が原因で、輸出
還付税および当期免税・控除・還付税額の未払税額にずれ
が生じる場合があるとの指摘もある。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、規定通りの手続を行えば増値税の還付に
滞りが生じることが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（若しくは赤字）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。
一方、国際税務の分野においては、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一部改
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。

第２部

関税

共通課題・建議

2016 年、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、税関
システムの遅滞、または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。また、証憑の遅滞により売上計上に影響を及ぼす
ケースもあったことから、法改正に伴うシステムの変更に際
しては実務に影響が出ないようシステム停止時間を最短に
するような配慮が望まれる。
次に、課税価格の算定についての問題がある。特定の業
種で税関価格の算定について、ロイヤルティまたはワラン

ティ費用などを輸入貨物に含めるべきとの税関からの指摘
を受けたケースが見られた。企業側からはこうしたアレンジ
メントは現地での販売策であり、またロイヤルティと物品の
輸入は別の取引であることから、課税価格に含めるべきで
はないとの声が聞かれるものの、当局の見解および実際の
執行状況は企業側の認識と乖離しているように見受けられ
る。今後、より実務の視点に立った運用と対応が望まれる。

恒久的施設（PE）課税

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。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
た上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 年に税務局および国家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。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で
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きるよう、税務当局の画一的な対応が望まれる。

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持っ
て IFRS への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。最近
の動きとしては、2016 年 8 月に中国財政部は「中国新企業
会計準則第 16 号―政府補助金（改訂）」、
「中国新企業会
計準則第 X 号―売却予定の非流動資産、除却ユニットおよ
び経営中止 ( 意見募集稿 )」、
「中国新企業会計準則第 22
号―金融資産の確認および測定（改訂）」を公表し、第 16
号および第 X 号は 2016 年 9 月、第 22 号は 2016 年 10 月
までに社会一般からの意見を公募終了し、現在作成中であ
る。なお、2015 年 12 月に公表された「企業会計準則第 14
号―収入 ( 改訂 )」( 意見募集稿 ) および 2016 年 2 月に公
表された「中国新企業会計準則―基本準則 改訂」につい
ても意見の公募は終了しているが、2017 年 2 月末時点では
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。
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

第２部
共通課題・建議

系中の、
「企業会計制度」は残存）。そのため、旧来から旧
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、次の点が上
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。

＜建議＞
＜税務＞
①税収徴収管理において、納税者の適切な納税
活動を支援する体制を確保し、地域差をなく
し、法規の解釈にて混乱が生じない対応を要
望する。
②法制度の突発的な改定により、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中国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、対応する税務局の 1 つ上級の行政
レベルの税務局に申し立てることになる。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。国家税務総局への再審査請求
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や租税裁判所の創設を要望する。
④二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。
⑤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
度記載すべきか具体的に示されていないため、
さらに明確な要件を規定することを税務当局に
要望する。
⑥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。一方で、対象取引
範囲の解釈および運用が税務当局によって異な
る現状があり、また実務上も専用発票の発行や
複数税率への対応が追い付いていないケース
がある。今後、運用上の解釈の統一化を進める
とともに、実務上の手続の簡素化および対応の
迅速化をさらに促進するよう要望する。
⑦通関制度の改正が進む中、企業の税関対応に
かかる負担が重くなっている。税関システムの
遅滞、または税関申告書の記載に関する税関と
の見解の相違により、税関対応に苦慮する企業
が見られる。今後、より実務の視点に立った運
用と対応を要望する。
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。
＜会計＞
⑨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
応の観点から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。
⑩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全国一律の対応を要望す
る。また、当該準則は 2012 年 4 月に欧州委員
会により IFRS と同等と認められたがまだ差異
があり、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
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近年、中国経済の発展鈍化や最低賃金基準の引き上げ、
労働者が職業を選り好みする傾向の強まりといった要素の
影響を受け、企業の人件費コスト上昇が続き企業の発展が
制限されている。困難な状況を克服するために、多くの企
業では人員削減、規模縮小を迫られており、場合によって
は中国事業の一部を終了させる事態も発生し、中国全体で
労働力需要の伸びが減速し、労働者の就業問題が日増し
に深刻化する事態を招いている。

共通課題・建議

中国政府は就職状況の安定のため、
「段階的な社会保
険料率の引き下げ」、
「職位安定補助」、
「最低賃金基準上
昇率の合理的な確定」等、企業のために一連の「負担軽減」
措置をとり、企業が受ける圧力を緩和すると同時に労働者
の利益を保障し、労働者の就業の問題を解決しようとして
いる。企業の発展と労働者の利益保障のバランス関係を
いかにして維持するかは、2017 年に政府と企業でともに
立ち向かうべき重要課題となっている。
また、中国政府が外国人の就労許可に関する新制度を
打ち出したが、就労のために訪中する外国人に対して A、B、
C 類への分類管理が実施されるようになったため、今後の
外資企業駐在員の人事任命および現地就労に重大な影響
が出ることとなる。

2016年に公布、施行された主な政策
および行政措置について
人力資源社会保障部の
「企業労働保障法令遵守信用等級評価弁法」公布

人力資源社会保障部より 2016 年 7 月 25 日に公布され
た「企業労働保障法令遵守信用等級評価弁法」
（以下「評
価弁法」という）により、労働行政機関では、企業の労働
保障法律、法規および規則の遵守状況により、企業の労
働保障に関する法令遵守・信義誠実の等級を A、B、C の
3 段階に分け、C 級と判定された企業を労働保障監察の重
点対象として記録し労働保障監察の日常的な巡回検査を
強化することが規定された。このほか、
「評価弁法」では、
労働行政機関はさらに工商、金融、住宅都市・農村建設、
税務等の機関や労働組合とともに信用情報の交換を行う
共有メカニズムを立ち上げ、企業に対して信用を守った場
合は合同奨励、信用が失墜した場合には合同懲戒を与え、
労働保障法令遵守信用状況に対して与える影響力をさら
に拡大した。労働行政機関では企業労働保障法令遵守状
況に対する監査が今後強化されるため、企業ではより積
極的に労働保障面の自主調査を行い、内部の労働保障規
則制度および従業員使用の行為を規範化し、企業の信用
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状況に影響が出るのを防ぐようにする必要がある。

「重大な労働保障違反行為社会公開弁法」
（人社部令[2016]29号）の公布

2016 年 9 月 1 日に人力資源社会保障部が公布した「重
大労働保障違反行為社会公開弁法」により、次に掲げる 7
類の重大な労働保障にかかる違法行為について、2017 年
1 月 1 日より労働行政機関が一般社会への公開を行うこ
とが明確に示された。①労働者の労働報酬の上前をはね
る、理由なく支払いを遅延する、②法の定める通りに社会
保険を付保しないか、社会保険料を納付しない、③勤務時
間、休暇・休憩の規定に違反する、④女性従業員および未
成年の従業員のための特殊労働保護規定に違反する、⑤
児童労働の使用禁止規定に違反する、⑥労働保障違法行
為のために社会に対する重大な悪影響をもたらす、⑦その
他の重大な労働保障違法行為等。企業の重大な労働保障
違法行為および社会への公開状況に関する情報は企業の
労働保障法令遵守信用档案に記載され、人力資源社会保
障社会信用システムに取り込まれる。企業は当該「弁法」
に十分注意を払い、今後法令の遵守をいっそう強化して従
業員使用行為を規範化していく必要がある。

外国人の就労および永住に関する制度の重大変革

2016 年、中国政府は外国人の訪中就労にかかる許可制
度および永住に関する制度について重大な改革を行い、外
国人就労許可分類管理制度、外国人訪中就労許可申請手
続の簡素化、永住管理体制のメカニズム最適化等の試験運
用を開始し、外国人の就労および永住に関する制度がより
いっそう整備された。

「外国人訪中就労許可制度試験実施案の印刷発行
に関する国家外国専門家局の通知」の公布

国家外国専門家局は 2016 年 11 月 8 日に「外国人訪中
就労許可制度試験実施案の印刷発行に関する国家外国専
門家局の通知」を公布し、2016 年 10 月より 2017 年 3 月
までの期間において北京市、山東省等の地方で、外国人訪
中就労許可の新制度にかかる試験運用の取り組みを行う
ことを決定した。
今回の制度改革は、主に次に掲げる 5 方面において実施
されるものとなっている。①将来的に就労のため訪中する
外国人を A、B、C の 3 類に分け、基準に基づく分類管理を
行う。②申請書類および申請の手順を統一・規範化し、申
請書類を簡素化、統合する。③「2 つの証書の一本化」を実

行し、証書を統一管理する。④「インターネット＋政府サー
ビス」を採用した政府業務のイノベーションモデルを導入し、
オンラインシステムサービスのプラットフォームと実体サー

ビスの窓口の融合発展を実現させる。⑤外国のハイレベル
人材には「緑色通路」
（行政手続における優先対応）の便
宜を与え、一部の申請書類について誓約制を採用し、審査
認可の所要時間を短縮する。試験運用の終了後、2017 年 4
月より全国範囲で外国人訪中就労許可の新制度が実行され
る。新制度が実施されると、駐在員の選任方法や就労許可
の申請方法に直接の影響を与えることになる。

外国人の永住権（「グリーンカード」）
申請に対する制限条件の緩和

第２部
共通課題・建議

2016 年に中国共産党中央弁公庁、
国務院弁公庁より
「外
国人永住サービスおよび管理に関する意見」が公布された
ことに伴い、2015 年 7 月から 2016 年 8 月に上海市、北
京市、福建自由貿易試験区および広東自由貿易試験区等
の地域で「グリーンカード」の発給条件を緩和する新政策
が相次いで公布された。さらに、公安部からは 2016 年 6
月 7 日、
「中華人民共和国外国人永住管理条例（草案）」
についての一般社会からの意見聴取が行われた。当該草
案では、永住管理体制のメカニズムを改善し、フレキシブ
ルで実用的な永住申請条件を設け、永住の審査認可受理
のプロセスを規範化・最適化するとともに永住資格待遇に
ついて明確化し、後続管理等を強化することが明確に示さ
れている。当該草案が正式に施行されることになれば審査
認可手続の簡素化につながり、外国人の永住申請の制限
条件がさらに緩和されることになる。

社会保険制度にも大きな改革が

2015 年、第 13 次五カ年規画の中でより公平かつ持続可
能な社会保障制度の構築が謳われたことを受け、
2016 年、
関係政府機関より相次いで文書が公布され、社会保険制度
改革がより確実に実施されるようになった。

国務院による「出産保険および従業員の基本医療
保険の統合にかかる試験実施案」の印刷発行

保険基金の共済能力を強化し、管理運営コストを引き下
げるため、2017 年 2 月 4 日、国務院弁公庁より「出産保険
および従業員の基本医療保険の統合にかかる試験実施案」
が印刷発行され、河北省の邯鄲市、重慶市等の地域で期間
を 1 年前後とする出産保険および従業員基本医療保険の 2
保険統合の試験運用が 2017 年 6 月末までに開始される。
今回の統合の試験運用により出産保険待遇の政策調整が
行われることはなく、管理運営レベルでの統合実施となり、
これにより雇用者が納付する際の新たに適用される従業員
基本医療保険料率は、出産保険および従業員の基本医療
保険の各納付料率の和となる。

人力資源社会保障部、財政部の「社会保険料率の
段階的引き下げに関する通知」の公布

2015 年、中央経済工作会議では社会保険料の引き下げ
と「五険一金」制度についての検討を進め、精度を高めて簡
素化することが提議された。この要求に応えるため、2016
年 4 月 14 日、人力資源社会保障部、財政部は「社会保険
料率の段階的引き下げに関する通知」を公布し、2016 年
5 月 1 日より、企業従業員基本養老保険の雇用者の負担比
率が 20% を超えている省（区、市）において納付負担率を
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20% まで引き下げることが要求された。また、雇用者の納
付負担率が 20% で、なおかつ 2015 年末における企業従業
員基本養老保険基金の累計残高が 9 カ月分以上の支払い
金額を賄える額に達している省（区、市）においては、雇用
者の納付負担比率を段階的に 19% まで引き下げ、引き下げ
実行の期限は暫定 2 年とすることも要求された。本政策を
実施することで、企業コストが一定程度低下され、企業の負
担軽減につながる。

2017年の展望
外国人就労許可の新制度の執行方法の
さらなる細分化

新制度の試験運用期間において、新制度の実施方法に対
する理解が地方政府によって異なったり、状況によって申請
書類の作成方法が明確に規定されていない部分もあり、企
業や駐在員は困惑させられている。中央政府および地方政
府から、より詳細で目的適合的な実施細則が 2017 年中に
公布されるかどうか、注意深く見守る必要がある。

「中華人民共和国外国人永住管理条例」の正式公布

「中華人民共和国外国人永住管理条例」
（以下「条例」
という）が外国人の訪中就労、滞在に及ぼす重要な作用に
鑑み、近年来の永住制度に関する一連の改革の実践による
経験が「条例」に活かされてさらに改善され、2017 年の早
い時期に正式に公布されるよう要望する。

最低賃金引き上げのメカニズムにさらなる改善を

第 13 次五カ年規画では「最低賃金引き上げメカニズム
の改善」が提議されたことを受け、人力資源社会保障部が
2016 年 7 月 6 日に公布した「人力資源社会保障事業発展
にかかる『第 13 次五カ年規画』規則要綱」でも、
「最低賃
金基準賃金の引き上げメカニズムを改善し、最低賃金基準
評価メカニズムを確立する」ことが提議された。2016 年の
全国複数の地域での最低賃金基準引き上げの状況からする
と、省市における最低賃金の平均上昇率は、過去のどの年
よりも低下している。2017 年には最低賃金引き上げのメカ
ニズムがいっそう改善され、最低賃金調整の度合が合理的
に確定され、労働者の利益と企業の受け入れ能力がともに
考慮されることを要望する。

段階的な定年退職年齢の引き上げ案が近く公布

2016 年 2 月 29 日の発表によると、人力資源社会保障
部ではすでに段階的な定年退職年齢の引き上げ案が作成
されており、所定のプロセスに則って承認のための報告が済
めば、一般社会への意見聴取が行われることとなる。広く注
目されている当該案は、現在の進捗状況からすると 2017 年
内に公布される見込みである。
定年退職年齢の引き上げは、
企業および従業員個人の利益にかかわるため、企業は特に
注意深く見守る必要がある。

＜建議＞
①労働環境

第２部

・近年の中国経済の成長率鈍化に伴って日系企業
では、対応のために経営モデルを調整したり、製
造製品の変更、社内制度の見直し、M&A 等を行
う状況が少なからずある。企業自身で調整が行
われる傍ら、従業員の配置転換や、人員削減を
行う状況も不可避的に発生している。労働環境
を安定させ、コンプライアンス上問題のない人事
調整とするために、関連する法律法規がいっそ
う整備され、
「企業の人員削減規定」
（意見聴
取稿）等が早期に制定されることで、人員削減
を余儀なくされている企業において適切に削減
が実現されるようになることを要望する。

共通課題・建議

・人員削減を実施しない、あるいは削減する従業
員が少数であり、法に従い失業保険料を正しく
納めている日系企業に対し、安定雇用手当の水
準引き上げと申請要件の引き下げによる安定
雇用手当政策の適用範囲を拡大するとともに、
2020 年以降の安定雇用手当政策の継続実施
についても早期に検討を行っていただくよう要
望する。
②社会保障
・2016 年 4 月 14 日、人力資源社会保障部、財
政部より「社会保険料率の段階的引き下げに関
する通知」が公布され、社会保険料率の段階的
引き下げに関する事項について明確に定められ
た。これに伴い、全国で養老保険、失業保険等
の社会保険料率について、企業のコストに一定
程度の低減がもたらされたことは歓迎される。
しかしながら、日増しに増加する人件費コスト
が企業の経営活動に深刻な影響を与えている
こともあり企業の負担は依然として大変重く、
さらなる社会保険料率の引き下げによって企業
負担が軽減され、企業の活力増強に繋げてい
ただくことを要望する。
・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。日中社会
保障協定の締結により、社会保険料の二重払
い等の問題を解決し、日系企業および駐在員
等の負担が軽減されるよう、日中社会保障 協
定の協議開催頻度を高め、交渉が加速される
よう要望する。
・現在、在職中の従業員の利益と密接にかかわる
医療保険と労災保険はいずれも地域を跨いだ
適用ができないという問題が依然存在し、従業
員は保険加入地に戻り労災認定を受けなけれ
ばならない等といった状況がしばしば発生し、
企業や保険加入地外で勤務する従業員は多く
の不便を強いられている。医療 保険や労災保
険を含む社会保険の地域を跨ぐ適用・使用の
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制度が整備されるとともに、受給手続が簡素化
されることを要望する。
③法律の運用
・労働関係領域において、現行の法律法規の新
法と旧法、または各政府機関の定める規則の間
で条項が相互に矛盾することがあるため、実務
において各地の執行状況が統一されておらず、
企業としては対処に困っている。適用しなくな
る法律法規や政府機関の規則については、所
管機関が適時に整理するか、新旧規定に相互
に矛盾する点がある場合は適用上の原則を明
確にするよう要望する。
・現在中国では多くの法律法規に対する理解と
適用が明確になっておらず、労働争議解決機関
が労働争議を処理するにあたり、従業員に有利
な解釈が採用されがちとなっている。この問題
が改善され、明らかに労働者側に起因する「不
当な長期病気休暇」、
「職務怠慢」、
「サボター
ジュ」等の状況について、関係機関による公正
な処理が行われるよう要望する。
④出入国関連
・2016 年 9 月 27 日、国家外国専門家局より「外
国人訪中就労許可制度試験実施案の印刷発行
に関する通知」が公布された。その中で、「2
つの証明書の一本化」、「インターネット＋
行政サービス」の政府業務のイノベーション
モデルを含む一連の試行計画が示され、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。2017 年は、当
該新制度が全国範囲に普及し、申請書類の簡
素化がさらに進むよう要望する。取得に多大
な時間と手間を費やすことになる日本国内の
無犯罪記録証明について、A 類のハイレベル
人材については現在の政策で誓約制が適用さ
れているが、それ以外の対象にも誓約制を適
用することを検討いただきたい。また、書類
がうまくアップロードできないために事務手
続の所要時間が長引くという問題は、使用シ
ステムを最適化することにより回避できると
思われることから、改善を要望する。
・就労類居留許可証についての申請、更新、抹消
手続等の際に、日本人従業員の出張等に支障
が出ることのないよう、政府機関に旅券原本を
預ける期間を短縮いただきたい。また、人材類
型に従って居留許可証の有効期限を区分するよ
うにし、ハイレベル人材に対しては、居留許可
証の有効期限をより長期間設定いただくよう要
望する。
・日本人のベテラン技術人員の中国での就業を
実現し、豊かな経験をもつ技術人員がより中国
の技術発展に貢献できるようにするために、経
験豊富で専門的技術をもつ人員や 60 歳以上

の技術人員に対して、査証や就労許可証の取得
に関する制限が緩和されるよう要望する。

第２部
共通課題・建議

・「外国人短期業務遂行のための入国に関する処
理手続（試行）」
（以下「本手続」という）にお
いて「短期業務遂行」に該当すると規定されて
いる 5 通りの主要な状況には、実務上起こりう
る各種の入国理由をカバーできず、日系企業お
よび日本籍の人員は「短期業務遂行」としてビ
ザ申請をするべきかどうかの判断に困っている。
例えば、日本籍の人員が業務委託関係により 1
年間に複数回入国して講演を行い、そのために
一定の収益を稼得するような場合が「短期業務
遂行」にあたるかどうかの判断は非常に難しい
ものとなる。
「短期業務遂行」の状況を細分化
するために本手続の実施細則を制定すること
により、実際に起こりうる各種入国事由に適応
できるようにしていただきたい。また、招聘状や
招聘確認状の提出を免除する等、短期就労ビ
ザの関連手続のさらなる簡素化が図られるよう
要望する。
⑤労務派遣
・労務派遣従業員の割合が 10% を超えてはなら
ないとの制限を早期に廃止するか緩和し、企業
が業界事情や必要性に応じた実状に基づいて自
ら調整することを許可いただけるよう要望する。
・外国企業が中国に設立した代表機関において、
人材派遣会社等の仲介機関を通じないと従業
員を雇用できないとする強行規定を廃止し、代
表機関が自らの状況に基づき直接雇用を選択
することを許可いただくよう要望する。
⑥工会
・工会より上部組織に納める費用の使途が不透
明であるため、各上部組織が費用の収入および
支出の状況を明らかにし、工会上部組織への
上納比率を低減することを要望する。
・近年、工会上部組織が「集団協議」および労働
紛争に介入する状況が増え、労働者の合法権益
と、企業発展のバランス維持に一定の効果をも
たらしていることは歓迎される。引き続き、集団
協議等において工会が積極的指導作用を発揮
することを期待する。
⑦その他
・現在の障害者保障金の年間納付金額の計算方
法において、在職中の全従業員人数、障害者の
従業員数および在職中の従業員の年間の平均
賃金が、年間納付金額の基数とされている。し
かしながら、外国人駐在員を含む全従業員の
平均賃金が基数となったことで、納付金額が数
十倍に急増した日系企業が見受けられる。障害
者雇用の観点から考えると、その地域の給与水
準で納付金を支払うことが適切と考えることか
ら、所在地域の平均年収を算定基数とするよう
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要望する。また、障害者の人材市場が確立され、
障害者人材に特化した紹介センターを立ち上げ
ることで、障害者と雇用者の間で双方向の選択
が可能な環境が実現することを要望する。
・日系企業が職業技術学校の優秀な実習生を受
け入れることは、職業学校の学生の素養と実践
力を向上するのに効果的であり、外資企業の企
業文化と魅力を体感する機会にもなる。2016
年 4 月 11 日に公布された「職業学校学生実習
管理規定の通知」
（教職成 [2016]3 号）では実
習生の実習期間や残業についての制限がより厳
しく規定されるようになったため、実習生受け
入れの意向があった日系企業が受け入れを断
念し、受け入れの意向を示す日系企業も次第に
減少傾向にある。実習生受け入れ企業の業種や
業務上のニーズに応じて、実習期間や残業等に
関する事項がより合理的に規定されることを要
望する。
・法律法規の政策に変化が生じた場合、地域に
よっては政府機関のウェブサイトの対応にタイ
ムラグがあり、企業が最新の政策情報を適時に
取得できないことがある。企業が情報を入手で
きるルートを拡大するとともに、問い合わせ窓
口を設けて担当職員の応対や業務レベルをさ
らに改善していただくよう要望する。

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。2016 年の専利出願
は前年よりも増加し、特許は約 134 万件（前年比 22％増）、
意匠は約 65 万件（前年比 14％増）、実用新案は約 148 万
件（前年比 31％増）となった。他方、2016 年の商標出願は
約 369 万件（前年比 28％増）である。このような状況の中、
日本企業による専利・商標出願は、外国企業の中でいずれ
も上位（2015 年は特許および実用新案が第一位、意匠が
第二位、商標が第三位）であり、依然として中国が事業展開
先として有望視されていることが伺える。また、知的財産
権関連の民事訴訟の提訴件数は、2015 年の第一審の受理
件数が、専利が約 1.2 万件（前年比 20％増）、商標が約 2.4
万件
（前年比 13％増）
となり、
すでに訴訟大国になっている。
さらに、北京知的財産権法院は、2017 年 3 月に、専利案件
における平均損害賠償額が 2015 年の 45 万元から 2016
年の 138 万元に増加したことを発表している。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）。また、2017 年 2
月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、南京市、蘇州市、成都市、武漢市に設置された。さ
らに、高級知的財産権裁判所の設置が検討され始める等、
司法体制の整備が進められている。
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、
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
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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。
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、2014 年から 2017 年 3 月にか
けても、専利法、反不公正競争法、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・制定に向けた公開意見募集が行われた。これらに
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
実用新案・意匠審査

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

第２部
共通課題・建議

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。

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、中国が初出願で外国出願予
60

中国経済と日本企業 2017 年白書

定の発明等に対象が限定されており、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

特許請求の範囲および明細書の記載要件は、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。SIPO は、2017 年 4 月 1 日に施行する特許
審査指南を 2017 年 2 月 28 日に公布した。その中で、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。

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。

不法経営額の算定

模倣品の摘発については、不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、インターネットサービスプロバイダ
(ISP) 保有の販売記録を不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。

第２部

違法看板

共通課題・建議

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又は授権関係
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。
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。

インターネットを介した模倣品販売
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
数千にのぼる出品のうち約半数は模倣品ともいわれている。
各 ISP 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、現実取引よりも模倣
品業者の特定が困難である。さらに、インターネットは海外
からもアクセス容易で、小口郵便ルートを介して海外への模
倣品流出が広がる可能性が高い。

外国企業名の使用

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おり、
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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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）」、国
家知識産権局
「専利行政法執行操作指南」
（ 意見募集稿）
、
および「専利権侵害行為認定指南（試 行段階）」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、専利権の侵害判断については、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
経て慎重に判断されるべきである。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。

知的財産権の濫用となる場合の基準明確化

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）」、国家発展改革委員会｢知的財産
権濫用に関する独占禁止指南（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。
また、独占禁止法（55 条）の知的財産の濫用に関しては、
上述の
「知財濫用に関する独占禁止法執行指南
（第 7 稿）
」
、
｢知的財産権濫用に関する独占禁止指南（意見募集稿）」
の他、国家工商総局「知的財産権を濫用し競争を排除・制
限する行為の禁止に関する規定」など、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
ており、却って混乱を招くことが懸念される。また、各ガイ
ドラインにおいて、知的財産権を濫用した独占的行為に関
する判断基準が列挙されているものの、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。

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。

での公開がなされることが必要である。

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

技術ライセンス関連制度

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
第２部
共通課題・建議

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

専利復審委員会および商標評審委員会による審決や、
人民法院による判決の全件は公開されていない。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、予見可能性を高め公平性を
担保するためにも、各案件について迅速かつ適切な範囲
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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
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

第２部

優先審査制度の対象を「中国に初出願し外国
出願予定のもの」以外の出願まで拡大していた
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。

共通課題・建議

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
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。
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。
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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。
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
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
インターネットサービスプロバイダ（ISP）によ
る知的財産保護プログラムの整備をさらに強
化し、迅 速な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。さらに、中国
の ISP に対して中国外の ISP との連携を強化
し、インターネットを介したボーダレスな模倣
品取引を抑止する仕組みづくりを構築するよう
に指導いただくことを要望する。
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
専利法改 正草案等において、行政 機関（専利
事務管理部門）の専利権侵害行為に対する権
限強化が検討されているが、専利権の有効性
や侵害判断について当事者間に争いがある場
合は、行政機関が職権等に基づいて早急に対
応（侵害判断、執行などの取り締まり）を行う
ことは避け、行政 機関は法院との連 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、上記の行政機関の対応
については、侵害被疑者側の対抗措置や救済
措置も含め専利法改正過程で確り議論を尽く
した後に下位の指南などにおいて基準を明確
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
つき、濫 用となる基 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
係機関から案が示されている知的財産権の濫
用に関する基 準（ガイドライン）につき、上記
要 望を反 映した形で複 数の政 府 関 係 機 関に
亘る統一的基準（ガイドライン）を作成してい
ただくよう要望する。
(3) 知的財産権侵害対応における行政機関間の
連携強化

第２部
共通課題・建議

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。
(4) 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。
(5) 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。
(6) 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。
(7) 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且つ速やか
に促 進していただくよう要望する。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。
(8) 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。
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第７章
省エネ・環境
第 13 次五カ年規画期におけるさまざまな環境関連の政
策が策定されており、2018 年 1 月 1 日から環境保護税法が
施行される。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。

第２部
共通課題・建議

また、第 13 次五カ年規画には省エネ・環境分野の発展
計画が盛り込まれていることに加え、2016 年 5 月には土
壌汚染防治行動計画が発表されており、土壌分野におい
ても今後調査および対策の強化が進められる。環境対策
において、豊富な経験、技術・ノウハウを有する日本企業が
貢献できる領域は広範に存在することから、環境関連プロ
ジェクトに日本企業による関与が拡大できるよう政府の取
り組みに期待する。

環境汚染問題の現状
2017年政府活動報告

2017年 3月に開 催された第12 期 全 国 人 民 代 表 大 会
第 5 回会議の「政府活動報告」にて、環境汚染が依然と
して厳しい情 勢にあるとの認 識を示している。2016 年
の活動の回顧では「生態文明建設を強化し、グリーン発
展に新たな進 展をもたらした」とした上で、主に大 気汚
染対策を強化、二酸化硫黄と窒素酸化物（NOx）の排出
量をそれぞれ 5.6%、
4% 減らし、
微小粒子状物質
（PM2.5）
については 74の重 点都 市で濃 度を年平均 9.1% 低下さ
せたとした。加えて、水質汚 濁 対 策を推 進し、土壌 汚 染
防治行動計画を打ち出したことにも言及した。また、中央
環 境保 護 監 察を行い、環 境関連の多くの法律違 反 案件
を厳しく調 査・処 理し、環 境保 護 のよりいっそうの展 開
を促した、といった成 果を挙げた。その上で、2017 年の
全 般 的 計画は、
「単位 GDP 当たりのエネルギー消費 量
を 3.4% 以上削減し、主要汚染物質の排出量を引き続き
減 少させる」こととしている。そして、2017 年 の重 点活
動任務においては、
「生 態環 境保護・対 策にさらに力を
入れる」と強調した上で、大気汚染対 策として二酸化硫
黄と NOx の 排出量をそれぞれ 3% 減らし、重 点地区の
PM2.5 については濃 度をはっきりと低下させるとし、具
体的な方法として以下の 5 項目を挙げている。①石炭燃
焼による汚 染問題の解 決を急ぐ。② 汚 染 源 対 策を全面
的に推進する。③自動車排ガス対策を強化する。④重度
汚 染 天 気に効果 的に対処する。⑤ 環 境面での法 執行と
監督・検査・問責を厳格 化する。また、水質・土壌汚染対
策を強化するとしており、
水質汚染対策は、
化学的酸素要
求量（COD）とアンモニア性 窒 素 排出量をそれぞれ 2%
70

中国経済と日本企業 2017 年白書

減らすこととし、土壌汚 染対 策は、土壌汚 染状 況を詳し
く調査し、
類 別に対策措置を決めて実施するとしている。

依然深刻な大気汚染の現状

上述の通り、2016 年の活動の回顧において大気汚染は
改善されていると発表されているものの、2016 年の北京市
では 12 月 16 日から 12 月 21 日に大気汚染による赤色警
報が出され、12 月 30 日から 2017 年 1 月 7 日までは過去
最長のオレンジ警報が出された。これらにより工場操業の
停止、車両ナンバー規制、学校の休校等の措置が取られ、
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 年の重点活動任務では、すべての重点工業汚染源
に対して 24 時間オンライン監視を行い、排出基準を達成し
ていない企業の最終的な達成期限を明確にし、期限内に達
成できなかった場合には法に基づいて断固操業停止処分に
するといった具体的な対策方法も盛り込まれており、大気
汚染対策をより一層強化・実行することが見受けられる。

環境関連制度の状況と政策動向
「土壌汚染防治行動計画」の発行

2016 年 5 月 31 日に中国国務院は「土壌汚染防治行動
計画」
（土十条）を公布、全10 条35項目から成っており、
「大
気汚染防治行動計画」
（2013 年 9 月発布）、
「水汚染防
治行動計画」
（2015 年 4 月）とは異なり、汚染防止のため
の具体的な措置ではなく、汚染状況についての具体的な
調査、関係法令の整備を重視しているという特徴がある。
全体の数値指標として、2020 年までに汚染された耕地の
安全利用率を 90% 程度、汚染された土地の安全利用率
を 90% 以上とし、2030 年までに汚染された耕地の安全
利用率を 95% 以上、汚染された土地の安全利用率を同じ
く 95% 以上とすることが定められている。
土壌汚染対策、土壌汚染改善のため、①土壌汚染状況の
調査を実施し、土壌環境品質状況を把握する、②土壌汚染
防治法の立法を推進し、法規と標準体形を確立する、③農
用地の分類管理を行い、農業生産環境の安全を保証する、
④建設用地に対する管理の実施を行い、住居環境リスクを
防止する、⑤非汚染土壌の保護を強化し、新たな土壌汚染
を予め防止する、⑥汚染源に対する管理監督を強化し、土
壌汚染を予め防止する、⑦汚染処理および修復を推進し、
区域の土壌環境質量を改善する、⑧科学技術研究開発を強
化し、環境保護産業の発展を促す、⑨政府主導により、土
壌環境改修システムを構築する、⑩目標に対する審査を強
化し、責任追及の厳格化をすることを打ち出している。土十
条の第 23 項では、
「処理および修復の工程については、原

則元の場所で行わなければならない」とし、原位置浄化が
求められている。また、第 27 項では土壌における環境観
測監督市場を自由化し、民間企業の参入についても認めら
れている。土壌汚染処理技術において豊富な経験、技術・
ノウハウを有する日本企業が貢献できる分野であることか
ら、日本企業の技術が公平に扱われ、ビジネス進出の門戸
が均等に開かれることを要望する。

「環境保護税法」の公布

第２部
共通課題・建議

2016 年 12 月 25 日に「 環 境保 護 税 法」が 公布され、
2018 年 1 月 1 日より施行される予定となっている。1979
年に中国で「環境保護法（試行）」が公布され、汚染物排出
における汚染物排出費納付制度が正式に設けられ、また、
2003 年 7 月1日に
「汚染物排出徴収費徴収使用管理条例」
が公布されたことにより、汚染物排出の種類および数量の
査定、汚染物排出費の徴収および使用等についてより詳細
に規定され、今日まで実施されている。本法の制定および
実施は、
環境保護制度の整備をさらに強化するものであり、
環境保護費を租税に変更する制度改革でもある。
環境保護税法における課税対象は、大気汚染物、水質

汚染物、固体廃棄物、および騒音であり、納税義務者は、
環境に対して課税対象汚染物を直接排出する企業・公共
機関およびその他の生産販売者と定められている。納税
義務の発生日は、納税者が課税対象汚染物を排出した当
日となり、環境保護税下における課税額は、それぞれの課
税対象ごとに計算根拠が定められることにより、課税額が
明確に定められることとなる。また、本法では徴収主体が
変更されており、これまでの汚染物排出費では環境保護主
管部門が徴収主体であったが、環境保護税は税務機関が
徴収・管理するとしている。
2017 年中に本法にかかわる実施細則、具体的な政策、
徴収・管理措置が制定される見込みである。本法は費用か
ら租税への変更という大きな制度変更でもあるため、この
環境保護税法度導入にあたっては、事前に情報周知が徹
底されることを強く要望する。

第13次五カ年規画期における政策

2016 年以降、第 13 次五カ年規画期における環境・省
エネ分野のさまざまな政 策が公布されている。2016 年
10 月には国務院より「“ 十三五 ” 生 態環 境保護規画」が
発表され、前 2 期の生態環境保護規画よりも構成および
内容が大幅に増加している。また、省エネ・排出削減につ
いても 2017 年 1 月に「“ 十三 五 ” 節 能 減 排 総 合工作 方
案」が発 布され、第 13 次 五カ年規画期における中国全
土および各地域におけるエネルギー消費の節約と環境汚
染物質排出の規制目標などが盛り込まれており、各地域
の COD、アンモニア性窒素、二酸化硫黄、窒素酸化物等
の排出総量抑制量の目標値を明記することで、各地域、
各部門への目標に対する責任を明確にし、厳格な審査お
よび確実な目標達成について要求している。
また、
「固体廃物汚染環境防治法」については 2004 年
12 月に改正法が公布された後、2013 年、2015 年に修正を
され、2016 年 11 月にも全国人民代表大会常務委員会にて
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修正された。罰則規定についての修正は行われていないが、
危険廃棄物の省内での移動審査が削除され、
手続が簡素化
し、危険廃棄物処理にかかわる時間を短縮することを促進
している。日系企業からは、危険廃棄物は資格ある処理業
者への委託処理が必要であるにもかかわらず、処理業者の
絶対数が少ないことに加え、
処置能力が不足しているため、
企業活動に影響を与えているという声が少なくない。そのた
め、処理能力強化のためのさらなる法整備と共に、ハード面
においても早期の処理能力増強を要望する。

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）によって改正され、2016 年 7 月 1 日から施行され
ており、規制の対象は旧中国版 RoHS の電子情報製品か
ら、白物家電製品、照明機器、電動工具等を含む電器電
子製品に拡大されている。
（1）旧中国版RoHS（2006年2月公布、2007年3月施行）
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］
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：
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他
に、企業の自己適合宣言も認められる制度に変更。
旧中国版 RoHS では、第 2 ステップの制度の準備が整
わず、結果として第 1 ステップだけが実施されていた。

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、
対象品目、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。

第２部
共通課題・建議

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、2017 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＞
①大都市および周辺地域の大気汚染は、PM2.5
については改善されているものの、依然として
深刻な状況が続いており、健康的な事業活動
が行えないほどの重度汚染が多くみられる。
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。PM2.5 の成
分分析を含む汚染データの測定・公表による
情報開示を進めて、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
要 望する。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。また、
同じ施設内にある寮や厚生施設等、非製造施設
は、汚染物質の由来、構成、処理方法が異なるこ
とから、非製造施設から排出する汚染物が工業
汚染物から除外されることを要望する。
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
いつつ進めてもらいたい。手続等については透
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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。
また、実施細則の整備や解釈の明確化、規制
に関する問い合わせ窓口の明確化が引続き必
要である。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
や取り締まりなどの 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。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 慮を要
望する。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するよう要望する。
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。例えば、温室効果ガス等の汚
染物質排出総量規制により増産投資が困難な
例も出ているため、総量規制ではなく、原単位
規制にする等、必要な投資の活性化にマイナス
とならないような措置についての検討を要望す
る。また、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、所属地域政府からの補助は、手続が相対
的に簡単で承認が早いが、市、省、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、審査の加速を要望する。
⑤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、企業がその対応

に要する時間を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。

第２部

⑥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 物の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。
⑦電器電子製品有害物質使用制限管理弁法（中
国版 RoHS）

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 象品目の制定や追 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。
⑧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
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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。

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・認証にかかわる動向

第２部

第 13 次五カ年規画の初年度にあたる 2016 年に中国
で発表された国家標準規格は 1,763 件（前年比 9％減）
であり、
そのうち、強制的標準は23 件、推奨型標準は1,712
件、技術指導型文書は 28 件であった。2015 年末現在、
中国の国家標準規格、業界標準規格および地方標準規格
の合計件数は 11 万 6,000 件となっている。

共通課題・建議

標準化法の改定動向
現行の「標準化法」は 1989 年に公布、施行され、現在
既に 27 年以上が経つ。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、2015 年末に「標
準化法」改正案を国務院での審査に送っている。国務院
では 2016 年 3 月 22 日から 4 月 21 日にかけて改正標
準化法案のパブリックコメントを実施した。2017 年 2 月
22 日に、国務院常務会議での審議を通過し、全人代常務
委員会での審議に付された。

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」
（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ほか、①強制的標準規格の統合と簡
素化、②推奨標準規格の改善と整備、③標準化団体の標
準規格のテコ入れ、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の 5 つのポイントでまと
められており、これらを以下のとおり紹介する。

強制標準規格の統合と簡素化

従来、中国の強制標準は、国、業界、地方のそれぞれが
制定しており、3 つの階層が存 在した。しかし、既に多く
の業界強制標準や地方強制標準があるが、これらと国の
標準の間には矛盾や重複が見られる。行動計画の通知に
よれば、今後の改革の方向性は、強制標準は国家標準に
一本化し、また、強制標準の範囲を人の健康や生命、財
産の安全、国家の安全、生態環境の安全などに限定する
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としており、業界強制標準や地方強制標準は段階的に廃
止するとしている。
化学工業分野では、国家標準化管理委員会、工業情報
化部、農業部が強制標準規格の統合・簡素化にかかる試
行事業を展開し、国土資源部、環境保護部などの部門や
浙江省、重慶市などの地方機関での強制標準規格の整理
と評価がおこなわれた。これらを経て、2015 年末に強制
標準規格の統合・簡素化試行業務の知見がまとめられ、
2016 年 2 月に「強制標準規格の統合・簡素化にかかる
作業プラン」が国務院から公布されている。

推奨標準規格の改善と整備

行動計画の通知によれば、現有の推奨標準規格の数量
や規模を段階的に縮小するものとし、各階層、各分野の推
奨標準規格の対象を適正に境界分けするとしている。ま
た、現行の国家、業界、地方標準規格については集中的に
再検討を行い、運用に適しないものは廃止し、階層間で矛
盾や重複がある場合は統合と改正を行い、国際標準規格
との差が大きいものや、産業・技術の発展状況に見合わな
くなっているものは順次改正するものとしている。また、推
奨標準規格の制定・改正手順を最適化、簡素化し、制定・
改正のサイクルを短縮し、標準規格の質的向上や制定・改
正の効率化を図るとしている。

標準化団体の標準規格のテコ入れ

中国では現行の標準規格 体系に標準化団体の標準規
格という位置付けはなく、そのテコ入れは中国の今回の標
準化改革における重要な措置となる。中国は今後、能力の
ある学会、協会、商会、連合会といった民間の組織や産業
技術アライアンスに対し、関係する市場参加者との調整を
行って共同で標準規格を制定するよう奨励し、標準規格の
拡充を図ろうとしている。中国は、標準化団体の標準規格
を行政許可の対象とせず、民間の組織や産業技術アライ
アンスが自主的に制定かつ発表するものとし、政府機関は
標準化団体の標準規格について必要な規範化、誘導、監
督を行うとしている。

企業標準規格の規制緩和と活性化

これまで企業標準を定める場合には、企業は所管の監督
部門への届出が必要であったが、今回の標準化改革の重点
として政府がこれまで企業標準規格に適用してきた届け出
方式を段階的に撤廃し、企業標準規格の自己発表・公開と
これに対する監督の制度に切り替えようとしている。2015
年に国家標準化管理委員会は企業標準規格の情報公共
サービスプラットフォームを立ち上げ、上海市、福建省、山
東省など 7 つの省・市で石材、合成パネル、医療品、家電な

ど 13 分野を対象に試行事業を行っている。2015 年の試
行事業を土台に、2016 年も引き続き試行事業の拡大と深
化が進められ、2017 年には企業標準規格の自己発表公
開制度が全面的に実施されるとしている。

標準規格の国際化レベル向上

第２部

中国は、第 12 次五カ年規画において積極的に国際標準
化を推進することとし、国内標準の国際標準との整合化等
の作業が進展している。2015 年末現在、中国は既に国際標
準化機構（ISO）の常任理事国、国際電気標準会議（IEC）
の常任理事国、ISO 技術管理評議会の常任メンバーとなっ
ており、中国人の専門家が ISO 議長、IEC 副議長、ITU 事務
局長に就任している。第 12 次五カ年規画の期間中、中国の
技術または標準規格を基に中国から提出または立案された
国際標準規格の提案は 102 件に上り、中国の主導により制
定・公布された国際標準規格は 86 件である。2015 年、中
国の専門家が国際標準化機関（ISO）の中国人としては初の
ISO 会長となった（任期は 2015 ～ 2017 年）。

共通課題・建議

2014 年末時点の標準の国際規格の採用は、国家標準総
数 3 万 680 件のうち約 40% となった。中国は引き続き国
際標準化のレベル向上や拡大を図ろうとしている。中国の
標準規格の国際化を推進し、国際的な標準化事業への参
画能力をさらに増強し、国際標準化を担う技術機関の数を
引き続き増やし、2020 年までに中国が制定に参画、または
制定を主導する国際標準規格の数を同年度に制定・改正さ
れる国際標準規格総数の 50% に引き上げ、主要消費財分
野においては、国際標準規格との一致性を現在の 90% か
ら 2020 年には 95% 以上へ引き上げる目標である。

国家標準に関わる特許の管理規定
国家標準化管理委員会と国家知識産権局は、2013 年 12
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であり、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。

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
IT 製品に対する情報セキュリティ審査制度は、2010 年
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５月に中国強制認証制度（CCC）に IT 製品が追加され、
認証の過程でソースコードの開示という問題があるもの
の、この対象は政府調達に限定して適用されているものと
して実施された。しかし、2007 年６月に公布された情報
セキュリティ等級保護管理弁法（Multi-Level Protection
Scheme：MLPS）の運用において、その強化により、政府
調達以外のものでも、セキュリティ上の要件を厳しく課す
こととされるレベルの対象システムについては、CCC 同様
の審査制度が課される可能性が懸念されていた。また、
2014 年 8 月には電気通信およびインターネット業につい
て、
同年 9 月には銀行業について、
ネットワークセキュリティ
の強化に関する指導的意見が、さらに、2015 年 10 月には
保険業に対して保険機構情報化監督管理規定の案が公表
されるなど、いずれも、情報セキュリティ技術やシステムに
対して審査や規制・制限の強化を図る狙いのものである。
こうした中で、情報セキュリティの基本法として、2016 年
11 月に「中国サイバーセキュリティ法」が公布され、2017
年 6 月から施行されることとなっている。同法では、サイ

バーセキュリティのレベル別保護制度の実施、関連する
国家規格への適合、システムのサプライヤーに対するサー
ビス継続義務などが規定されており、また、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
インフラに対しては、重点保護の実施や運営者に対する
データの中国国外への提供制限などが規定されている。
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、これらの制度設計において、情
報技術製品・サービスおよびその提供者に対し、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
1999 年に導入された規制であり、海外で生産された暗
号化製品の中国への持ち込みおよび使用について申請・
許可が必要となるものである。現在の対象製品は暗号化、
解読化の操作を中心とする機能の専用機器およびソフト
にのみ限られている。なお、国家暗号管理局は商用暗号管
理条例を 2011 年に改正することについて声明を発出した
が、現時点でも条例改正は行われていない。

＜建議＞
標準化法改正の検討において、強制標準の一
本化、各種標準間の整理、業界基準の制定と
いった制度改善に向けた進展は評価できる。
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。
＜制度設計プロセスにおける透明性の向上、
公平性の確保＞
①標準化法や標準化制度の改定プロセスや内容

は全産業に影響のある大きな関心事であり、そ
の透明性の向上を要望する。
②国家 標 準の解 釈や 制度 運 用による混乱を防
ぎ、認証、試 験 等にかかわる手続の透明化と
合理化を図ることを要望する。

第２部

③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 然みられ
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。

共通課題・建議

④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。
⑤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
よう要望する。
＜イノベーションの基盤としての標準内容の改善＞
⑥一部の標準において、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。また、標 準 の 統 廃 合による簡素
化を進めるよう要望する。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
中国の政策の方向性にも合致しない。
＜情報セキュリティ認証制度＞
⑦ 2016 年 11 月 7 日に公布され 2017 年 6 月 1
日から施行される中国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
準等を別途制定すること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、これらの制定プロセスにおいて、外資系
企業を含む関係者が意見を述べる機会をつく
るとともに、外資企業を差別的に取り扱うこと
のないよう制度・運用面での配慮を要望する。
⑧また、上 記制度との関 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
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（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。
⑨サイバーセキュリティ規制制度において、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。
⑩商用暗号管理条例については、その運用に際
し 2000 年の中国政府からの説明を尊重する
とともに、 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

中国経済は「失速」、
「低迷」と評される状態が継続し、
2016 年の実質 GDP は前年比で 6.7％増となり、6 年連続
で伸び率が鈍化する結果となった。新常態（ニューノーマ
ル）という旗印を掲げて安定成長への軟着陸を探る政府は
目標を 6.5 ～ 7.0％と設定していたが、実績はちょうどその
間に落ち着いている。この結果を受けて一連の政策に一定
の効果を認める見解も出ているが、民間投資が低迷し公共
投資が下支えするというバランスを欠く構図には先行きの
不透明さも指摘されている。成長エンジンとなるべき消費
は数字で見る限り堅調さを維持し、GDP への貢献度も低く
はないが、15 年に比べて伸びの勢いには陰りも見られ、底
上げはまだ思うように進んでいない。17 年以降も減速成長
が見込まれる経済状況において動向を慎重に見定め、ビジ
ネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できるかどうか、量
から質への転換は政府だけでなく民間企業にも課せられる
課題となる。

物流を取り巻く情勢
外部環境

貿易額は輸出、輸入とも前年割れし、輸出入合計でも 15
年より下げ幅は縮小したものの、2 年続けての減少となっ
た。輸出は世界経済の回復が遅れ外需が伸び悩んだとい
う外的要因のほか、中国国内の人件費高騰に伴う製造コス
トの上昇が中国製品の競争力を低下させるという内的要因
も重なっているとされ、特に減少が顕著であった。

表１：中国の輸出入総額の比較（単位：億ドル）
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年

輸出
金額
前年比
20,974 △7.7%
22,765 △2.8%
23,427
6.1%
22,096 7.9%
20,489 7.9%

輸入
金額
前年比
15,874 △5.5%
16,820 △14.1%
19,603 0.4%
19,504 7.3%
18,178 4.3%

輸出入合計
金額
前年比
36,849 △6.8%
39,586 △8.0%
43,030 3.4%
41,600 7.6%
38,668 6.2%

出所：2012/13年国民経済と社会発展統計公報、海関統計資訊網

これまで中国の成長を牽引してきた貿易の低迷が続く
中、消費市場の拡大は安定成長維持に欠かすことのでき
ないファクターとなるが、人口 1 人当たりの GDP は先進諸
国に比べてまだ低い水準にあり、加えて貧富の格差も大き
いことから、期待に見合う程度の成長には至っていないと
言える。第三次産業の GDP に占める割合は 50％を超え、
15 年に比べてもさらに伸長しているが、消費拡大につなが
るサービス業の発展はこれから本格化に向けた転換期を
迎えることになりそうである。
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貨 物輸 送 量に関しては、2016 年は重 量ベースでは鉄
道輸送を除いてどの輸送モードも前年比で増加に転じて
おり、鉄道輸送もトンキロベースではプラスとなった。鉄
道貨物輸送量は全体の増減が石炭の輸送量に大きく左
右されているため必ずしも内需の動きを敏感には反映し
てはいないが、道路貨物輸送の伸びを見る限り、輸送網
の整備も進む中で消費活動に伴うモノの動きは堅調と見
られる。しかし、中国の消費は減速傾向が続いており、新
たな起爆剤が必要とされている。そのような状況下、国内
消費拡大への源泉として EC 市場が注目を集めるように
なり、越境 EC 分野には新たなビジネスチャンスを求める
日本企業が相次いで参入している。

表２：2016 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
33.3
△0.8%
336.3
6.8%
63.6
3.7%
0.067
6.0%
7.0
5.3%
440.4
5.7%

貨物回転量
（単位：億トン・キロ）
回転量
前年比
23,792.3
0.2%
61,211.0
5.6%
95,399.9
4.0%
221.1
6.3%
4,670.6
5.7%
185,294.9
4.0%

出所：2016年国民経済と社会発展統計公報

政策

各分野の第 13 次五カ年規画期間における取り組み計
画が次々と発表されたが、物流環境の整備に関連する計画
としては、鉄道、高速道路を始めとする交通網整備を推進
することによって、地域の一体化や一帯一路政策と連動し
て周辺諸国との関係強化を促進する施策が具体的に示さ
れた。また、EC ビジネスの普及に伴って急成長する宅配業
についても、さらなる成長やサービスの向上を図るための
五カ年規画が発表されている。一方で、
これまで問題となっ
ていた貨物車両の違法改造や過積載の取り締まり基準を
統一する新施策が政府により打ち出されるなど、ハードと
ソフトの両面からインフラ整備が進められつつある。この
ような状況下において、日本企業にとっては品質やネット
ワークを活かして競争優位を築くチャンスも出てくるが、同
時に変化の早い社会情勢にキャッチアップできるスピード
感と柔軟性がより一層求められるようになる。

＜建議＞
①通関・検疫の運用基準整備
地域通関一体化が全国各地域で推進され、制

度面での利便性は高まっているが、実務面で
は依 然として運用細則が不透明な部分や、解
釈が地域や担当者によって統一されていない
という問題も存 在する。申告手続の簡略 化と
運用の統一化につき、地域間や部門間の連携
強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 を活用して輸出入手配を行う際、必要とな
る証明書類の入手に時間を要して手配に遅れが
生じる、あるいは申請手続の煩雑さやルールの
矛盾により FTA の利用に支障が出るといった状
況が見受けられる。FTA のメリットが十分活かさ
れるよう、手続簡素化の早期実現を要望する。
③ CFS における荷役品質向上

第２部
共通課題・建議

空港や港の CFS において扱われる輸出入貨
物は、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
題が多々発生している。 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
組み強化を要望する。
④通関・検疫システムの改善
通関や検疫のシステムはアップグレードが進め
られているものの、地域通関一体化の拡大に追
いついていない部分も存在し、地域によりシステ
ムレベルや設定に差異が出ているほか、システ
ム自体の不具合による手配遅延も多発し、申告
手続に支障をもたらしている。効率性、安定性、
汎用性を考慮したシステムの整備を要望する。
⑤危険品取り扱い状況の改善
危険品の輸送において取り扱い制限が強化さ
れているが、規 制内容が明示されず、地域や税
関・検疫局といった関係機関によっても取り扱
いに対する見解が統一されていないため、輸送
手配に不便を強いられているほか、輸送モードの
変更や他地域への移送による物流コストの上昇
にも繋がっている。実務への影響を考慮し、適
度の規制緩和と透明性のある運用を要望する。
⑥別送品輸出入手続の簡素化
別 送 品 の輸 入については、輸 入 許可 ( 関 封 )
を 得 るため、先 に外 国 人 就 労 許 可証および
居留許可証を取得しなければならないという
ルールがあるが、それぞれの許可証の有 効日
数は地域により要求が異なる状況に依然とし
て変化がない。別送品の通関に関しては他に
も不便を強いられる規制が多く存在するため、
手 続 の簡素化と運 用ル ールの 統 一 化を早 期
に進めるよう要望する。
⑦過積載への対応
2016 年 9 月より貨物車両に対する新規定が施
行され、不正改造や過積載を取り締まるための
基準が設けられたが、これにより横行していた
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輸送車両の過積載に対しても抑制効果が期待
される一方で、運用面での不統一や不公平が
出ることや、コンテナ輸送車両などに規制が及
ぶことを懸 念 する声も出ている。公平かつ 合
理的な規定の運用を要望する。
⑧交通規制の合理化
地域により差はあるが、ナンバープレート末尾
番号による交通規制が大気汚染や渋滞の緩和
策として計画的に実施されている一方で、公用
行事に伴う臨時の交通規制がショートノーティ
スで実施される状況は依然として散見される。
交通規制は経済活動への影響も考慮し、合理
的な範囲で計画的に実施するよう要望する。
⑨道路交通環境のさらなる改善
幹線道路や都市内道路網のほか、パーキング
エリアの整 備も進 んでいるが、都 市 部の渋滞
解 消には未だ大きな効果が見えていない。物
流インフラに関しては、コールドチェーンの整
備が遅れており、重 点的な取り組みが待たれ
ている。付帯インフラ整 備のほか、渋滞 緩 和
や安 全 対 策の強化など、バランスを考慮した
道路交通環境整備の推進を要望する。
⑩鉄道貨物輸送のさらなる拡充
一帯一路政策の推進に伴い中国発着のクロス
ボーダー鉄道輸送の整備が進められており、
運行 頻 度やスケジュールが安定し、価格面で
は海上輸 送との差が 縮まりつつあるなど、貨
物輸送の利便性は向上している。鉄道輸送が
さらに利用しやすいものとなるよう、混載輸送
を扱うための環 境 整 備やランニングコスト低
減への取り組みを要望する。

第10章
政府調達

第２部
共通課題・建議

2016 年の中国の政府調達においては「官民パートナー
シップ（PPP）モデル」が引き続き重点とされ、全体的に安
定的発展の状態が保たれている。同時に、中国の政府調達
は情報プラットフォームの構築、調達プロセスの改善等の
面で大きな変貌を遂げ、政府調達に関する情報やプロセス
の公開が進んで透明性が向上しており、政府調達の規則
違反に対する処罰の措置も、いっそう明確で有効なものに
なっている。ただ、政府調達の特殊性により、外資企業の
十分な参入には依然として大きな困難と不確定性があり、
この問題への注目と解決が待たれている。

2016年に打ち出された関連政策と動向
北京で行われた「中欧政府調達協定(GPA)
フォーラム」および「中欧政府調達対話」

2016 年 10 月 25 日に財政部および EU の域内市場・産
業・起業・中小企業総局による共同開催で中欧 GPA フォー
ラムが行われ、翌 10 月 26 日には北京において中欧政府調
達対話が行われた。双方が各自国内の政府調達に関する政
策法規、実施状況、調達のイノベーション方式等について
相互に説明し、中国の GPA 加盟について協議が行われた。

民間資本による政府調達投資への
参入が加速される見込みも

2016 年、PPP モデルにはいっそうの発展がみられた。
2015 年には財政部により水質汚染防止、
有料道路、
公共サー
ビス、公共賃貸住宅の投資建設および運営管理等の分野に
おいて PPP モデルが推進されたことを受け、2016 年 8 月10
日には国家発展改革委員会より「従来型インフラ領域におけ
る、政府と社会的資本の提携の取り組み徹底に関する通知」
が公布され、PPP 重点プロジェクトを推進する、
エネルギー、
交通運輸、水利、環境保護、農業、林業、市政の重大工事等
の 7 大類別が明確に示された。併せて、合理的な投資収益
メカニズムや、多元的な退出メカニズムを構築するとして、
財産権、株式等の各種取引市場を利用した持分譲渡、資産
の証券化等といった、PPP プロジェクトの投資退出経路を
多数設けることにより、PPP プロジェクトの流動性を高め、
より多くの民間資本の参与を呼び込むことが提議された。
また、財政部、国家発展改革委員会が 2016 年 5 月 30
日に合同で公布した「官民パートナーシップ (PPP) の関連
業務を共同でよりよく進めるための通知」では、合理的な
投資収益メカニズムを構築しそれを整備することと、プロ
ジェクトの融資効率の向上が重点とされた。一連の政策が
相次いで公布されたことにより、より多くの民間資本が政
府調達市場に呼び込まれることが期待される。
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「政府調達活動の内部統制管理を
強化することに関する指導意見」の公布

財政部より 2016 年 6 月 29 日に公布された「政府調達
活動の内部統制管理を強化することに関する指導意見」
では、全面的な管理統制と複数機関による同時進行、分業
体制のバランスと効率の重視、責任・権限の対等性と法に
則った懲罰の並行を謳った、政府調達活動の内部統制管
理における基本原則が示された。具体的な内部統制措置
としては、関係機関による内部の一括管理および内部監督
管理を強化すること、調達の委託代理者は各自の権利と
義務を明確にすること、各機関は職責と責任主体を合理
的に区分すること、健全な調達事項の内部決定メカニズム
と内部審査制度を確立すること、各業務段階の作業期限
を明確にして調達効率を高めること、利益衝突管理を強化
し回避制度を厳格に執行すること等が含まれている。

2015年の中国全体の政府調達規模は
約2兆1,071億元、初の2兆元突破

2016 年 8 月 11 日に 2015 年の全国政府調達に関する
データの集計結果が公表された。これによると 2015 年の
中国全体の政府調達規模は約 2 兆 1,071 億元で、初めて
2 兆元を突破し、前年比で約 3,765 億元増加、伸び率は
21.8% であった。中国の政府調達の巨大市場はますます多
くの資本流入を呼び込んでおり、各地では行政簡素化・権
限委譲の要求を徹底して実施するために、政府調達機関
が地域ごとに適した調達方法を選択するよう積極的に指
導し、中小企業と外国企業の発展に着実な促進をもたらし
た等、調達政策の効果が初めて現れた。

政府調達の信用評価制度および
情報プラットフォームの建設

財政部より 2016 年 8 月 1 日に公布された「政府調達活
動における信用記録の照会および使用についての問題に関
する通知」により、次のことが要請された。政府調達活動の
信用記録照会使用メカニズムを構築して、政府調達信用評
価制度の構築を加速し、政府調達分野の合同懲戒業務を
積極的に進める。信用失墜被執行人リストや、重大な税法
違反事件の当事者リスト、政府調達の重大な違法信用失墜
行為の記録リストに記載されたサプライヤー、あるいはその
他政府調達の条件を満たさないサプライヤーが政府調達
活動に参与することを拒絶する。贈収賄、詐称等の不良信
用記録のある者を評価審査専門家に任用しない。不良信用
記録のない調達代理機関を優先的に選択する等。
このほか、
政府調達に参与する各当事者の不良信用行為について統
一の信用情報プラットフォームにデータが記録されるととも
に、プラットフォームのデータ共有メカニズムが段階的に整

備され、信用情報の送受信、照会、利用の自動化が実現さ
れるようになる。

2017年の展望
GPA加盟のための各種取組を引き続き展開

中国が GPA 未加盟であることの原因について各方面に
わたり十分に検討したうえ、一定の改善を実現させ、その
他の参与者との交流、相互協力を維持して理解と支持を
積極的に求めるようにし、国有企業や市県級地域の政府
調達市場をいっそう開放し、大型インフラの政府調達をオ
ファー範囲に含める等の点は、中国の GPA への加盟時に
重点的に考慮すべき問題となる。

第２部

政策を保障として、より多くの民間資本の
政府調達への参与を奨励

共通課題・建議

中国政府からはすでに、整備された合理的な投資収益
メカニズムと多元的な退出メカニズムを構築する等の政策
が打ち出されており、より多くの民間資本の政府調達市場
への誘致が期待されている。2017 年には、中国政府よりさ
らに詳しく実行可能性のある関連措置が公布され、制度レ
ベルで民間資本の政府調達参与に保障が提供されるよう
要望する。

＜建議＞
① WTO「政 府 調達協定」
（GPA）加盟交渉の進
度を加速し、GPA への早期加盟を要望
2014 年に中国政府より GPA 加盟のための第
6 次オファーを WTO に提出して以来、中国政
府の GPA 加盟取り組みには実質的な進展が見
られていない。2016 年 10 月 25 日から 26 日
にかけ、北京で「中欧政府調達対話」および「中
欧 GPA フォーラム」が行われたことは、中国政
府の GPA 加盟の意向およびその推進のための
努力の表れであり、評価される。中国政府は第
6 次オファーで国有企業を列挙したが、
オファー
に掲げられた国有企業の範囲、調達基準額等
に対し、他の GPA 加盟国による完全な認可が
得られていない。中国の加盟が実現されないた
めに、中国の外資企業が他の GPA 加盟国（米
国、EU 等）の政府調達に参入できない状況と
なっている。中国政府があらゆる面を考慮に
入れて、より積極的に GPA 加盟交渉を推進し、
早期に GPA 加盟が実現されることを要望する。
② PPP（官民パートナーシップ）モデルおよびそ
の他の政府調達の範囲を引き続き拡大し、外
資企業の政府調達への参入奨励を要望
近年日増しに成長する PPP およびその他の政
府調達関連データには、中国の政府調達市場
の規模がいかに大きいかが反映されている。
2016 年 8 月 10 日に公布された「従来型インフ
ラ領域における、政府と社会的資本の提携の取
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り組み徹底に関する通知」では、PPP の重点プ
ロジェクトを推進する一部の領域が明確に示さ
れたことで、より多くの企業等の関心を政府調
達への参与に集めるのに役立ったことは評価さ
れる。しかし、中国政府の調達活動においては
外資企業に制限がかけられ、輸入製品を排除
する状況が依然としてある。引き続き中国政府
により政府調達の範囲が拡大される中で、外資
企業にも平等に政府調達に参入する権利が保
障され、より多くの外国企業が中国市場に呼び
込まれることを要望する。
③日中韓自由貿易協定（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
日中韓 FTA、RCEP 交渉により、日中両国を含む
東アジア地域における物品貿易や投資等の貿易
自由化の取り組みが促進されている。互いに政
府調達の市場を開放し、外国企業を政府調達に
参入させることは、自国の政府調達機関の調達
コストを削減できるだけでなく、政府調達にお
ける汚職、涜職を一定程度抑制し、市場の調整
作用を発揮させることにも繋がる。日中韓 FTA、
RCEP 交渉に政府調達章を組み込んで、地方政
府機関、国有企業を含め、より広汎な政府調達
市場を開放することを要望する。
④政府調達の関連情報のプラットフォームを立ち
上げ、政府調達においてインターネットの果た
す重要な作用が充分に発揮されるよう要望
中 央 機 関 が 購 買サ ービス情 報を公 表するプ
ラットフォーム、財政部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
テムといった、情報プラットフォームの使用が
開始されて以来、政府調達の効率が一定程度
上がり、政 府 調達 行為がより規 範化されて透
明性が向上したことは評価される。引き続き政
府 調達の電子取引プラットフォームの構 築が
進められ、政 府 調達のためのリソース共 有を
徐々に実現し、政府調達の管理監督の強化と
電子化が実現されるよう要望する。
⑤その他
・外資企業の政府調達参入時の負担軽減、証明
書類の提出要求を国内資本企業と同様のもの
にすること、関連文書の更新頻度の低減、資料
準備時間をより長く設けることにより、資本の
内外を問わず、各企業の政府調達参与において
制度上の公平が実現されることを要望する。
・中国の公務員が公用のため出国するにあたり
航空券を購入する際、航空会社の選択が中国
企業に限定される状況が見受けられる。
価格、
安 全 性、サービスの質等の要素を基 準として
航 空会社を決定するようにし、外国の航 空会
社に対する制限をなくして平等に市場競争に
参入できるよう要望する。

第１１章
商工会組織

第２部
共通課題・建議

商工会組織の問題点

設けていただければ幸いである。

中国には、進出日系企業で構成される商工会組織が 40
以上ある。それぞれが独立運営されており、会員間の相互
扶助、地元政府との交流、会員企業の事業展開に対する支
援、地元社会への貢献など、重要な役割を果たしている。参
考までに、会員企業・団体数の多い商工会を順に並べると、
上海 (2,336)、大 連 (747)、香 港 (675)、北 京（662）、広
州 (616)、蘇州 (604)、深圳 (434)、天津 (401) となる（出
所 :2016年全国日本人 交流 会 会 議 資 料）。なお、中国に
おける在留邦人は 2015年10月現在13 万1,161 名
（出所 :
平成27年度 外務省 領事局政策課 海外在留邦人数統計）
で、多くは中国各地の日系企業で働く者とその家族である。

一方で、中国各地の商工会組織はそのほとんどが未公認
団体という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。

中国における外国の商工会は、外国商会管理臨時規定
によって管理監督されているが、この規定では一国につき
一つの「商会」しか認めていない。このため、北京の中国日
本商会は民政部から認可された唯一の日本の商工会組織
である一方、他地域の多くの日系商工会組織は未公認組織
となっている。

こうした商工会組織は、製造、貿易、サービス事業など
企業のビジネス活動が円滑に進められるようさまざまな支
援と協力を行ってその実現を図り、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
展に貢献していこうという団体である。
支援すべき事項の中でも専門的な技術的知見を必要と
するテーマに関しては、日系商工会組織の会員企業が独自
に小グループを設けて情報交流や検討を行っており、地域
を越えた交流へと発展しているケースもある。例えば、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。
また、
化学品業界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、業界企業の円滑な事業展開を目指してお
り、ライフサイエンス業界（医薬品・医療機器・化粧品の
三分野）においても中国当局との交流活動が活発化して
いる。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が相次いでいる。
こうした取り組みは、日系企業のみに利益をもたらすも
のではなく、中国企業のビジネスならびに中国人民の生活
を充実・向上させる極めて公益的に意義の大きい活動であ
り、今後さらに中国の中央政府、地方政府および関係機関
と緊密な連携関係を構築していきたい。中国の各関係当
局においては積極的に日系業界と対話・交流する機会を
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また、各地の商工会組織は、より公益的性格の強い社会
貢献活動をそれぞれの地域で行っている。例えば、緑化活
動、中国人の訪日招待派遣事業、社会福祉基金への寄付、
震災被災者支援などである。こうしたことを含め、中国で
起きる各種の出来事（政治・経済・制度・環境・邦人保護等）
に対し、各地の日系社会・商工会組織で情報と知見を共有
することが強く求められている。

(1) 当該地方政府との交流・交渉において、未公認団体で
あるため当該商工会組織名を提示できない場合がある。
(2) 当該組織としての銀行口座を開設できない。
(3) 専任事務局を必要として事務所や職員を置く組織に
おいて、事務所借用や職員の身分保証、ビザ取得な
どに苦慮している。
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。各地域においてそれぞれ実情に合った商
工会組織の運営・活動が可能となるような規制の緩和と融
通性のある運用を盛り込んだ規定の整備が望まれる。これ
により、中国社会と外国企業の一層の交流促進が図られ、
中国進出外国企業の健全な事業経営および中国経済の持
続的な発展への道が拓けるものと考える。

＜建議＞
支部組織を認める、各地域の商工会および日
本人会に対し法人格を与える等、融 通性のあ
る活動ができる外国商会管理臨時規定への改
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
近年、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 村ともに 着実に向上している。
エンゲル 係 数 で見ると都 市 部 で 54.2％（1990 年）から
35.0%（2013 年）へ、農 村 部 で 58.8 ％（1990 年）か ら
37.7%（2013 年）へと低下しており、2015 年における中
国のエンゲル 係 数は都 市 部で 29.7％、農 村 部で 33.0％
という状況である。
（データ出所：中国統計年鑑）
こうした中、2015 年 10 月には改 正中国 食品安 全 法が
施行され、消費者ニーズの高度化と共に、食に関する関心
はますます高まりをみせている。我々は日系食品関連企業
として中国における豊かな食生活のさらなる向上に貢献し
ていきたいと考える。

市場動向：農林水産業・食品の現状
食品製造業の状況
第３部
各産業の現状・建議

中国における食品製造業の販売総額は 2004 年には約 1
兆 1,000 億元、2014 年には約 8 兆 4,000 億元にまで拡大、
10 年間で約 8 倍に急増している（2014 年の 2 次産業に
占める割合は約 8％）。また企業数は 2015 年時点で約 3
万 4,000 社（2 次産業に占める割合は約 9％）、就業人口
は 2015 年時点で約 640 万人（2 次産業に占める割合は約
7％）である。小売業（食品以外含む）については、その
小売総額は 2015 年には約 30 兆元にまで拡大。EC（電子
商取引）市場の急成長に伴い、実店舗主体の小売業は百貨
店や総合スーパーを中心に成長が鈍化している。また海外
製品をインターネット経由で輸入・購入する越境 EC 市場
も成長、越境 EC に参入する日本企業も増加している。外
食産業に関しては、中国人消費者の嗜好の多様化、食の安
全・安心に対する意識の向上等により、安全・安心な食品、
健康・美容食品等への関心が向上、2015 年の売上高が 3
兆 2,000 億元に達し、前年比 12％増という状況である（出
所：国家統計局）。

食品安全に関する法律等の状況

これらの変化に伴い、食品安全に関する法律および組織体
制の整備も進み、国務院においても「2016 年食品安全重点
作業計画」
として 11 項目をあげて取り組みを強化している
（表
1、表 2 を参照）。
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表１：食品安全に関する法律および組織体制の整備
1995 年：中国食品衛生法施行、WTO 加盟申請
2001 年：WTO 加盟
2009 年：中国食品安全法施行（6 月）、中国食品安
全法実施条例施行（7 月）
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：改正中国食品安全法施行（10 月）、改正
中国食品安全法実施条例案のコメント募集
2016 年：改正中国食品安全法実施条例案のコメント
募集（第 2 次）

表２：2016 年食品安全重点作業計画（国務院）
①食品安全関係法令・規則の整備、②国家標準（基準）
等の整備、③食用農産品の管理強化、④リスク管理の
強化、⑤重点問題への対応、⑥生産経営主体責任の厳
格化、⑦違法犯罪の厳重な取り締まりおよび懲罰、⑧
食品安全監督管理能力の強化、⑨食品安全責任制度の
実施、⑩食品安全の社会共治の推進、⑪食品安全監督
管理体制における権限の統一

日系食品企業の状況

日系食品企業の動向について、2015 年、ジェトロが実施した
「今後の中国における事業展開の方向性」に関するアンケート
調査によれば、全業種の中で、
「今後、事業を拡大する」と回答
した企業の割合が最も高かったのは食料品分野であった。※参
考（食料品分野のアンケート結果＝拡大する：52.4％、
現状維持：
42.9％、縮小・撤退：4.8％）
（出所：ジェトロ調べ）。また日本食
レストランの状況について、その数は中国全土で 1 万 600 店舗
（2013 年）から 2 万 3,100 店舗（2015 年）へと 2 年間で約 2
倍に増加、米国（2 万 2,452 店舗）を抜いて世界 1 位となった。
地域別では広東省が 4,668 店舗（1 位）、上海市が 2,936 店舗
（2 位）、江蘇省が 2,503 店舗（3 位）、北京市は 1,321 店舗（7
位）という状況（出所：在中国日本国公館調べ）。日本食レスト
ラン増加の背景には訪日中国人数の増加が一因と考えられるが、
訪日中国人数は 2014 年以降、航空路線の増加、ビザ発給要件
緩和などで急増しており、2003 年：45 万人、2008 年：100 万
人、2013 年：131 万人、2014 年：241 万人、2015 年：499 万人、
2016 年には 9 月時点で前年実績（499 万人）を越え 10 月時点
で 551 万人という状況である（出所：日本政府観光局）。

農林水産物貿易の状況

中国における農林水産物の貿易状況については、2015 年
の農林水産物の輸入額は 1,169 億ドルで、中国の総輸入額（1
兆 6,821 億ドル）の約 7％、また 2015 年の農林水産物の輸
出額は 707 億ドルで、中国の総輸出額（2 兆 2,766 億ドル）
の約 3％という状況。品目別には輸入は油用種子（33％）、畜

産物（18％）、食糧（8％）、
輸出は水産物（29％）、野菜（19％）、
果物（10％）の順。地域的には輸入元は米国、
ブラジル、豪州、
輸出先は日本、香港、米国の順である（出所：中国農水産物
貿易発展報告）。

対日農林水産物貿易の状況

対日農林水産物貿易については、日本への農林水産物輸
出額は 2008 年、2009 年に大幅に落ち込んだものの、その
後増加を続け、2015 年には 1 兆 3,130 億円を記録（2006
年：1 兆 2,233 億円、2008 年：9,771 億円、2009 年：8,486
億円）。品目別には鶏肉調製品が1位（2015年実績で1,016
億円）、冷凍野菜が 2 位（2015 年実績で 818 億円）など。
また日本からの農林水産物輸入額は増加傾向で、2015 年
には 840 億円（水産物 386 億円、農産物 359 億円、林産
物 95 億円）、2015 年の品目別輸入額はホタテ貝が 1 位の
他、サケ・マスなどの水産物、丸太、植木などの林産物が上位
という状況である（出所：農林水産省）。

中国FTAの状況

第３部

貿易に関連して中国の FTA の締結状況については、これまで
に 14 の自由貿易協定（FTA）が発効済み（2004 年 1 月：香港、
2004 年 1 月：マカオ、2005 年 7 月：ASEAN、2006 年 10 月：
チリ、
2007 年 7月：パキスタン、
2008 年10 月：ニュージーランド、
2009 年 1 月：シンガポール、2010 年 3 月：ペルー、2010 年 9
月：台湾、2011 年 8 月：コスタリカ、2014 年 7 月：アイスランド、
2014 年 7 月：スイス、2015 年 12 月：韓国、2015 年 12 月：オー
ストラリア）、さらに 8 の FTA を交渉中である（GCC 湾岸協力
会議、ノルウエー、日中韓、RCEP、ASEAN 昇級版、スリランカ、
モルディブ、ジョージア）
（出所：中国商務部、ジェトロ）。

各産業の現状・建議

在中国日系企業が直面している問題点
生産許可関係

食品分野の許認可申請において、CFDA の一元管理により
一部効率化は図られたものの、食品分野は販売商品が多岐に
わたることもあり、新規開発製品や既存の食品分類にない新
分野等の標準策定や更新を行う際には、認可基準が未だ曖
昧な状況もあり、従来からの課題となっている。
新しい法律や条例が執行される中、関係機関の現場運用に
おいて、依然として混乱も散見され、企業にとって大きな機会
損失となる場合がある。また生産現場に対して消防局、衛生局、
環境局等の機関より頻繁な視察検査が実施されているが、担
当者によって指示がまちまちであることも多く現場は混乱して
いる。
また製造工場建設時には特に問題がなかった事項であっ
ても、環境衛生法など法律改正により、多額の設備投資を伴う
改善が指示され、しかも、早期実施を求められることもあり、経
営を圧迫することにつながっている。
また包装の表示義務に関して、食品に直接触れる包材の表
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、これが企業ノウハウの流出につながるおそれがあ
り懸念点となっている。
さらに食品生産設備で機械の性能や食品加工適性化にお
いてやむを得ず日本製の機械を導入せざるを得ない場合があ
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り往々にして高額になる。外資合弁企業が高額設備を輸入す
る場合、国際入札の手続が必要であるが、入札の手続は時間
とコストがかかり現実的対応とは言えない。中国企業との合
弁会社であれば、合弁先の技術を取り入れることによって生
産効率の改善や、技術発展効果が期待され、ひいては中国の
経済発展に寄与できると考える。

食品輸出入関係

食品輸入に関して、継続した問題として通関業務の運用が
地域によって異るため、国内の複数地域で事業を展開する日
系企業において混乱するケースがある。例えば通関時に適用
される標準が地域によって異なり、企業側の判断を困難にし
ている場合がある。通関後衛生証書発行までの手続について
も地域によって異なり、運用の統一が輸入手続の円滑化につ
ながると考える。
また食品・食品添加物の輸入から衛生許可書発行までに時
間がかかりすぎるのも未改善の問題である。
通関する地域によっ
ても異なるが、ある地域では中国到着後約 10 日間で通関が終
わり、
その後サンプル検査が開始され、
検査に 2 週間を要した。
この点については、検査日数の短縮が図られるなどの一定の改
善が見られたが、衛生証明書が届くのにさらに 10 営業日を必
要とし、食品を客先に提供できる日数は約 1 カ月強かかったま
まである。さらに同じ品目を複数回輸入しても同様の手順を必
要とし短縮されることはない。商品は衛生証明書がないと流通
できないため、賞味期限が短いものは廃棄せざるを得ないケー
スもあり、企業収益を悪化させる一因となっており、中国国民へ
の食品供給に影響をもたらす問題である。
輸入された食品添加物は、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。しかし、国家標
準（GB）に使用標準が制定されているが規格・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。2015 年 10 月の新食品安全法施行に伴い、CIQ の
運用が厳密化された一環と思われる。まずは各食品添加物の
規格・基準・試験方法の早期の策定を要望したい。加えて、策
定期間中においては、救済措置の設置を要望したい。
日本産食品の輸入規制について、2011 年の東日本大震
災、福島第一原子力発電所の事故から 6 年が経過したが、
依然として輸入規制を受けており、これは他国の対応と比
較しても非常に厳しいものである。2014 年には中国日本商
会からも科学的なデータを基に規制範囲を縮小する要望
書を提出した。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。
また現在海外向け輸出食品はまず中国の国家基準に従っ
て生産しなければならないが、外国と中国の食品添加物使
用基準などが異なる為、両国の基準を同時に満たすのは難
しく、輸出の拡大に支障が生じている。
食品の輸出業務については、ペーパーレス化等手続簡素化
の動きはあるものの、現場では運用されておらず、さらに輸
出食品の検査日数に関してはむしろ延長された事例もあり、
業務効率化の妨げとなっている。

密輸品や個人輸入品の転売等の取り締まりについては徐々
に強化されているものの、市場では未だ輸入ラベル無しの商
品が横行している。密輸貨物は税金を逃れているため価格が
低く正規商品ではありえないような価格設定で販売されてお
り、正規の輸入業者が不利とならないよう厳格な取り締まりを
望む。また越境 EC に関連して酒類（食品）の個人輸入につい
ては、改正食品安全法で通販輸入に対する責任強化項目が追
加され取り締まりも幾度か行われているものの、現実には未
だに個人輸入の無関税品が店頭やネット上で横行している。越
境 EC のさらなる厳格な管理を望む。

食品物流関係

中国の小売業はコンビニエンスストアをはじめとする量販
チェーンが増えており、かつそれらの店舗の多くがチルド商
品を扱うようになってきている。チルド網は北京・上海等の
大都市のみならず、
高速道路の延伸と共に地方都市へも徐々
に整備されつつある。チルド商品を扱う物流業者は増えてい
るが、管理がずさんな業者も少なくなく、チルド温度帯を保
持できていない場合が散見される。チルド商品を確実に管
理できる物流業者がさらに増えることで中国国民の食生活
がさらに豊かになることを期待したい。
また輸出入港の事故・台風などにより、正常な荷扱いがで
きない非常時の対応について、早期の復旧とともに大切なの
が、輸出入の迂回ルートの構築であると考える。現在輸入食
品の検査内容は地域により異なるため通常と違う迂回港を
経由する場合、輸送距離はもちろん検査手続のため、2 ～ 3
倍の期間を要し、経済活動復旧遅延の一因となっている。

第３部
各産業の現状・建議

国際会議や国家イベント実施時、大気汚染・赤色警報発
令時等に急遽、交通規制（物流規制）が行われるが、その通
達が直前であり、企業活動上で障害となる場合が多い。食
品は賞味期限が短く、企業や流通は最低在庫しか確保して
おらず、急な対応は困難である。可能なものについては、数
カ月前に交通規制の内容提示をお願いする。
また北 京市等で交 通渋滞 緩和のため車両のナンバープ

レート末数字による車両使用制限が実施されているが、実
態として必要なときは代車が利用されており、規制の実効性
は高くないと思われる。反面、企業にコスト増の負担を強い
ている状況である。また交通マナーに関して、交通信号を順
守しない歩行者も多く、さらに歩行者よりも車両優先の風潮
が感じられる。交通マナー向上に対して政府の積極的な取
り組みが期待される。

省エネ・環境関係

経済の発展により、企業周囲環境が様変わりし環境規制強
化の要求がなされるケースがある。具体的には創業当初には
空き地であった場所に後から住宅などが建設された結果、後
付けで環境規制強化のレベルが上がる場合である。またその
場合、根拠となる法令関係や管轄局が多岐にわたり、局毎に
要求レベル・要求内容・実施時期が統一されておらず、企業と
してどこまで対応すれば良いか計画が立てにくく、無駄なコ
スト支出となっている。また、2015 年度に環境保護法が改
定施行され、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できない地域がある。また
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政府指導により、早期に改修申請を行ったにもかかわらず、
回答を得られない等の事案も発生している。

飲食業関係

北京市工商局が 2013 年 12 月 9 日に発表した「飲食店に
おける酒類持ち込み禁止の禁止」条例に関連して、北京市
工商局が運用を推奨している「北京市訂餐服務合同条款」
によれば「飲食店は酒を提供する」と記載され、また「対餐
飲行業不公平格式条款認定的詳細解読」
（2013 年 12 月
13 日発表）中でも「酒類の持ち込みを実質的に推奨してい
る訳ではない」としているものの、実際には「飲食店におけ
る酒類持ち込み禁止の禁止」条例により、消費者がケース
単位で酒類を持ち込むなどの事象が発生し、日系飲食店の
経営を困難にさせている場合がある。特に、外国の飲食文
化において、酒類は食品と同様に非常に重要な位置を占めて
おり、外国の食文化を中国で正しく伝えるためにも、飲食店
の酒類販売権利は保護されるべきである。

その他

2016 年 3 月に労務派遣暫定規定に関する実施細則が公
布され、派遣従業員数が総従業員数の 10％を超えてはなら
ない制限となっている。一方、製造現場では生産量に季節変
動があり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、この法律が足かせとなっている。従業員比率の制限
について規制撤廃または業界ごとの必要性に応じた上限を
設ける等の改善が必要である。
2016 年、社会保険料の一部見直しが実施されたが、社会
保険料の算出基礎数値の設定に関して、各都市によって採用
基準が異なり（算出基準が年度平均であったり、前月であっ
たり等）、各都市にまたがる社員を管理する上で企業の業務
負担が大きい。また企業負担比率が非常に高く（給与総額
の約 5 割）、企業経営を圧迫している。
中国の税制に関して、2016 年 5 月 1 日より、建設業、不動
産業、金融業、生活サービス業の 4 業種において営業税から
増値税への移行が行われたが、対象取引範囲の解釈および
運用は税務当局によって異なる部分もあり、
混乱が見られる。
日本からの中国駐在者を配置する場合、就労許可要件が
年々厳しくなってきているが、各企業毎に必要な人材を派遣す
ることは企業経営上で極めて重要なことであり、ある程度、企
業ニーズが尊重されるべきと考える。あわせて 2017 年より一
部都市で運用開始予定の「外国人訪中就労許可制度」につい
ても詳細が不明であり、企業経営の負担となっている。

＜建議＞
＜生産許可関係＞
①食品分野の許認可申請において、新規開発製品
や既存の食品分類にない新分野等の認可基準の
明確化および基準整備を要望する。
②新しい法律や条例が施行される中、生産現場に対
する政府関係各部署の立ち入り指導時には担当者
ごとによる指示の違いなどが発生しないことを要

望する。また法律改正により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
猶予期間を設けるなど一定の配慮を要望する。
③包装の表示義務に関して、食品に直接触れる包
材の表示については「その構成物質および割合」
等を表示する規定があるが、これが企業ノウハウ
の流出につながるおそれがあり、別途規格書で
管理する等の対応を要望する。
④外資合弁企業の高額設備輸入について、対象設
備が合弁先国産の設備である場合には国際入札
手続を免除するよう要望する。
＜食品輸出入関係＞
⑤食品輸入手続に関して、地域による不統一な運
用を改善し、公平かつ効率的なものになるよう
要望するとともに、食品および食品添 加物の輸
入から衛生証書発行までの時間については、手
続の迅 速化によるさらなる短 縮を要望する。具
体的には行政検査等に該当せず、書類が完備さ
れている貨物については、営業計画の円滑な実
行のため審査所要時間の目安等を明示すること
を要望する。また行政 検 査に関しても、同様の
理由から検査所要時間の目安を明示すること、
あわせて手続のペーパーレス化とともに検査期
間の短縮等効率的な運用を要望する。

第３部

⑥東日本大震災後の日本産食品の輸入規制につい
ては、まずは食品輸入上問題となっている事項を
明確化し、安全証明の必要書類に対して統一見
解を提示し、早期の規制解除または科学的に合
理的な範囲までの規制縮小を要望する。

各産業の現状・建議

⑦輸入される食品添加物に関して、食品添加物の
規格・基準・試験方法の早期策定を要望する。
加えて規格等策定期間中の案件においては、救
済措置を要望する。
⑧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。
⑨密輸品や個人輸入品の転売等の取り締まりにつ
いては徐々に強化されているものの、市場では未
だに輸入ラベル無しの商品が販売されているため、
さらに厳格な取り締まりを要望する。また越境 EC
に関連して、酒類の個人輸入についても、未だに
無関税品が店頭やインターネット上で販売されて
いるため、さらに厳格な取り締まりを要望する。
＜食品物流関係＞
⑩道路・貨物輸送、安定したチルド配 送網の構築
において大都市だけでなく地方においても、小
売業の発展形態に則して対応できるよう管轄当
局間の調整がスムーズとなるように支援を要望
する。あわせて冷凍トラックの北 京 市内の走行
制限緩和を要望する。
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⑪輸出入港の事故・台風などにより、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
る検査内容の格差、検査手続の時間遅延などが
ないよう要望する。あわせて検査内容の統一お
よび検査項目の開示を要望する。
⑫国際会議や国家イベント実施時の交通規制（物
流規制）通達は実施直前の告知ではなく、数カ月
前の内容提示を要望する。また大気汚染・赤色警
報発令時等での急な車両規制による食品物流へ
の規制は、
国民の食生活に大きな影響が出るため、
食品物流への配慮の仕組み構築を要望する。
⑬自動車のナンバープレート末数字による車両使
用制限は代車利用等により実質的な効果が薄く、そ
の反面、企業にコスト増負担を強いているため、撤廃
または改正を要望する。あわせて現状の中国におけ
る交通マナーは改善の余地が多く、交通マナー向上
に対して政府の積極的な取り組みを要望する。
＜省エネ・環境関係＞
⑭環境保護に関する法律・規範の施行に関しては、
要求内容にもバラつきがあるため、政府の総合
的かつ統一見解の作成と実行を要望する。あわ
せて 2015 年の環境保護法改定による規制基準
が厳しく、現状の政府都市計画インフラでは達
成できない地域がある。天然ガス化等の都市イ
ンフラ整備を最優先で要望する。
＜飲食業関係＞
⑮地域によって定められた条例である「飲食店へ
の酒類持込可条例」の改善または撤廃を要望す
る。具体的には、飲食店は消費者との間で事前
に了解すれば酒類の持ち込みに対し「開瓶費」
を徴収可能とする。また、酒類のケース単位での
持ち込みのように、常 識を逸脱した消費者に対
しては、さらに適切な「開瓶費」または「服務費」
を要求できるなど、飲食店が酒類を販売する権
利を守る対策を要望する。
＜その他＞
⑯労務派 遣暫 定規 定に関する実 施 細則により派
遣従業員数が総 従業員数の 10％以下と定めら
れているが、従業員比率の制限については規制
撤廃または業界ごとの必要性に応じた上限を設
ける等の改善を要望する。
⑰社会保険制度の社会保険料算出基準に関して、
算出基礎基準の全国統一化を要望する。あわせ
て非常に高い企業負担比率
（給与総額の約５割）
の見直しを要望する。
⑱日本からの中国駐在者を配置する場合の就労許
可要件に関して、一定程度企業ニーズが尊重さ
れることを要望する。あわせて 2017 年より一部
都市で運用開始予定とされる「外国人訪中就労
許可制度」についても、早 期に詳細が明示され
ることを要望する。

第２章
鉱業・エネルギー
１．石炭

図１: 環渤海指数 5,500NAR 推移（2011 年～）

中国石炭産業においては、急速な経済成長によりもた
らされた過剰生産能力への対応が課題となっており、
「十三五」初年度にあたる 2016 年、政府主導による生
産能力削減・生産制限政策が発動された。その結果、国
内炭価格は下落に歯止めがかからず急騰をもたらし、冬
季での供給懸念も誘発した事から、急遽一部先進生産能
力を有する企業への生産規制緩和を認める等激動の一年
となった。数年来、国内炭下落要因となっていた需給
ギャップ是正に政府が本格的に乗り出した事で、2017
年以降の政策動向に大きな注目が集まっている。

供給側構造改革と国内炭価格高騰

2016年年初まで続いた
国内炭価格の下落
第３部
各産業の現状・建議

中国においては 2008 年末頃からの大規模経済刺激策
による石炭インフラ投資が加熱し生産能力が大増強された
結果、2015 年末の石炭生産能力は 57.0 億トン / 年となっ
た（石炭工業協会発表）。他方、需要面ではエネルギー消費
量鈍化、環境問題対策および再生可能エネルギー使用推進
により、石炭比率は 2016 年時点で 62.0% まで下落した。

表１：中国の一次エネルギー構成
暦年
エネルギー消費量(単位：億トン
(標準石炭換算))
前年比
原炭
原油
割合
天然ガス
その他

2011 2012 2013 2014 2015 2016
38.7

40.2

41.7

42.6

7.3%
70.2%
16.8%
4.6%
8.4%

3.9%
68.5%
17.0%
4.8%
9.7%

3.7%
67.4%
17.1%
5.3%
10.2%

2.1%
65.6%
17.4%
5.7%
11.3%

43.0

43.6

1.0% 1.4%
64.0% 62.0%
18.1% ー
5.9%
ー
12.0% ー

出所：国家統計局

需給ギャップを主要因とし、国内発電用一般炭価格指
標となる環渤海指数（5,500NAR）は 2011 年 11 月の 853
元 /MT をピークに下落を続け、国内石炭生産者を取り巻く
環境は年々厳しさを増していた。そこで中国政府は国内石
炭企業救済の観点から 2014 年期中より大手生産者の生
産量削減、大手電力会社による輸入量削減、輸入関税再導
入等政策を打ち出したものの目立った効果は見えず、結果
2016 年年初には 371 元 /MT を記録するに至った。
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出所：秦皇島海運煤炭交易市場

このような状況の下、抜本的な供給構造改革として 2016
年 2 月、国務院は「石炭業界の過剰生産能力解消・苦境脱
出・発展実現に関する意見」を示達し、① 2016 年から3 ～
5 年をかけ、生産能力約 5 億トン / 年削減、企業再編によ
り約 5 億トン / 年削減②炭鉱年間操業日数を従来の 330
日から 276 日とし、法定祝祭日と日曜に生産停止すること
等を定め、各省含む関係者に対し厳格なる実施を求めた。
その結果、供給過多が解消されるに留まらず今度は価格高
騰をもたらし、民生用冬季暖房需要への供給懸念も生じた
事により、急遽 10 月には一部先進生産能力を有する企業
に対し従来の 330 日稼働日に緩和する政策が実施され、
11 月の 607 元 /MT をピークに落ち着きを取り戻している
（本稿執筆 2017 年 3 月時は 590 元 /MT 前後で推移）。
2017 年年始には「石炭価格異常変動を抑制する備忘
録発表の通知」にて、基準価格の変動幅に応じ生産能力
を調整する向きの指針が示され、生産能力管理強化を価
格に連動させて実施したいとする政府思惑が伺える。
今回の供給構造改革の結果、2016 年の原炭生産量は前
年比 9.0% 減となる 34.1 億トンまで大きく減少した。

中国の石炭輸入と国際市場に与える影響
供給構造改革に伴う国内炭価格高騰を受け輸入指向は
強まり、石炭輸入量は前年比 25% 増の 2.6 億トンに達し、
再びインドを抜き世界トップに返り咲いた。2016 年 11 月
には、一般炭国際スポット（5,500NAR 炭随時契約）価格
は 89.75 ドル /MT をつけ 4 年半ぶり高値に、また高炉用
コークス原料となる一級原料炭国際スポット（随時契約）

価格も 311.5 ドル /MT で同じく4 年半ぶり高値をつけ、
中国の輸入数量増加は国際価格高騰の主要因として挙げ
られ、中国国内政策が国際石炭市況に及ぼす影響が非常
に大きいことを再認識する一年となった。
中国での輸入は主に沿海東部・沿岸南部向けに行われ
ているが（原料炭に関しては鉄鋼ミルが多く立地する河北
省がメインとなる）、主要産炭地である山西省、内モンゴル
自治区、陝西省などからの輸送コストが嵩む等立地上の原
因により、今後も一定規模の輸入は行われてゆくことが想
定される。

表２：中国の石炭需給推移（単位 : 百万トン）

2011 2012 2013 2014 2015 2016
年
年
年
年
年
年
生産量 3,764 3,945 3,974 3,874 3,747 3,410
供給量 輸入量 224
289
327
292
204 255
合計 3,988 4,234 4,301 4,166 3,951 3,665
輸出量
12
9
7
6
5
9
需要量
3,890 4,117 4,244 4,116 3,964
（消費量）
供給量-（輸出
87
108
50
44
-18
量+需要量）
暦年

出所：中国国家統計局、中国海関総署
注釈：輸入数量には褐炭を含む
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石炭消費量は火力発電量の伸び鈍化を受け 2015 年は
2 年連続減少となる 39.6 億トンに留まっていたが、2016 年
は未公表であるものの中国総発電量が前年比 5.2% 増の
5.9 兆 kWh、そのうち火力発電量も前年比 4.3% 増の 4.4
兆 kWh と堅調な推移を見せたことから、火力発電量におけ
る石炭の割合が約 7 ～ 8 割であると考えると一定程度の石
炭消費があったことが想定されよう。

各産業の現状・建議

表３：中国の電源別発電量推移（単位 : 億 kWh）
暦年

火力
発電量

水力
その他発電量発電量 (風力・原子力等)

2011
2012
2013
2014
2015
2016

38,137
37,867
42,153
42,049
42,102
43,958

6,108
7,595
7,891
9,440
9,960
10,518

1,792
2,726
2,408
3,149
4,122
4,635

総発
電量
46,037
48,188
52,451
54,638
56,184
59,111

火力
発電量
割合(％)
83％
79％
80％
77％
75％
74％

出所：中国国家統計局

石炭輸出国としての中国
世界一の石炭生産量および消費量を誇る中国ではある
が、2000 年代前半までは世界でも有数の石炭輸出国で
あった（石炭輸出のピークは 2003 年の約 9,400 万トン）。
国内エネルギー消費量増に伴い、自国のエネルギー保護
の観点から、2006 年 11 月に原料炭に対して 5% の輸出
税を設定、その後 2008 年 8 月に全ての石炭に 10% の輸
出税が課され、これにより中国炭の国際市場における競争
力は低迷し輸出量が大きく減少する要因の一つとなった。
その後、中国の国内石炭消費量は以降大きく増加したもの
の 2014 年以降は減少傾向、供給過剰感が顕著となり低
迷する国内石炭企業の救済の観点より、2015 年 1 月より
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輸出税率が 3% へ引き下げられた。
現在 7% の減税分を加味しても国際市況に比して中国
炭の競争力は高くはないが、16 年は国際市場における価
格高騰が影 響し輸出量は 13 年ぶりに増加に転じ、マー
ケット次 第では近隣国から一定の需要がつくことを改め
て印象づけた。

表４：中国の石炭輸出量推移（単位 : 百万トン）
暦年
輸出量
合計
日本向
け数量
日本向
け割合

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
85.9 85.8 93.9

86.6

71.7

63.3 53.2

45.4

26.7 27.6 31.3

29.0

23.2

20.6 15.7

13.4

31% 32% 33%

33%

32%

33% 30%

30%

一般炭 一般炭
増値税
/無煙 /無煙
還付率炭:11%- 炭:8%13% 13% 13%
(施行開
原料 原料
始月)
炭:5% 炭:5%
(1月~) (5月~)
輸出税(施行開
始月)

増値
税還付
ゼロ
(9月~)

-

-

原料 原料 全ての
炭:5% 炭: 炭:10%
(11月~) 5% (8月~)

暦年 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
輸出量
22.4 19.0 12.1 9.3
7.3
5.8
5.3
8.6
合計
日本向
6.4
6.5
6.3
4.0
3.1
2.2
1.6
2.7
け数量
日本向
29% 34% 52% 43% 42% 38% 30% 31%
け割合
増値税
還付率(施行開
始月)
全ての
全ての
輸出税- 全ての 全ての 全ての 全ての 全ての 全ての
石炭:
石炭:
(施行開 石炭: 石炭: 石炭: 石炭: 石炭: 石炭:
3%
3%
始月)
10% 10% 10% 10% 10% 10%
(1月~)
出所：中国海関総署ほか

＜建議＞
＜貿易関係＞
①石炭輸出関税の完全撤廃および増値税還付の再開
2016 年 4 月からの過剰生産能力削減による国
内炭価格上昇で国内石炭企業救済は進んだが、
国内電力企業の業績は悪化した。2017 年の初
めに「石炭価格異常変動を抑制する備忘録の
通知」が公示されたように、今後はユーザー・
生産者双方の健全な発展を原則として目指す
事となろうが、長らく赤字に苦しんだ国内石炭
企業が潜在販売先を確保することは意義深い
と考える。他方、供給ソースの多様化、有事の緊
急調達のための近距離ソースとして中国炭が再
び輸出されることを望む日本の需要家の声は少
なくない。両国経済関係のさらなる発展のため
一定程度は石炭輸出に注力すべきとの考えか
ら、輸出関税の完全撤廃および増値税還付の

再開を要望する。
＜政策関係＞
②慎重な石炭供給側構造改革の実施
2016 年 4 月からの国内炭鉱に対する一律の
操 業日数 規 制 に伴う大 幅 減 産、10 月からの
一 部先 進 生 産能力保有炭 鉱への生 産規制の
緩和と、供給側の構造改革が積極的に推し進
められた。しかしその 結 果、国内外 の石炭 価
格は急激な高騰ののち下落に転じることとな
り、世界トップレベルの石炭 輸入国である中
国一国の国内生産に関連する政策が、国際石
炭市況に及ぼした影響は非常に大きいものと
なった。過剰生産能力削減の目的は非効率の
中小炭 鉱が淘汰され効率的な大 規模 炭 鉱が
必 要な 量を 安 定 的に供 給する体 制 への移 行
と理 解されるため、秩 序ある長 期安定した石
炭供給を可能とするための構造改革を慎重に
行うことを要望する。
＜環境関係＞
③クリーンで高効率な石炭利用

第３部
各産業の現状・建議
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大気中に存在する汚染物質（特に微粒子状物
質 PM2.5）は健康被害を及ぼす可能性が高い
と言われているが、PM2.5 の発生源のひとつ
として石炭燃焼により排出される煤塵と二酸化
硫黄（SO2）が挙げられる。2016 年 1 月の改正
大気汚染防止法の施行や第 13 次五カ年規画
で初めて PM2.5 の濃度の引き下げ目標が謳わ
れるも、未だ民生の健康への懸念の払拭には
程遠く、高品位炭の使用奨励、石炭火力の煤塵
や硫黄処理の徹底、またクリーンコールテクノ
ロジーの研究および活用を継続要望する。
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２．電力

図１：GDP、電力消費の前年比伸び率推移
（1990 ～ 2016 年、前年比 %）

2016 年末に公表された「電力発展 13 次五カ年規画」
では、これに先立つ第 12 次五カ年規画期間で達成した
安定的な電力供給の継続を前提としながら、国内の経済
成長継続と環境面の改善に加え GDP 当たりの二酸化炭
素排出量を 2030 年までに 60 ～ 65% 削減（2005 年比）
するという国際公約の履行、さらには電力分野での海外
進出拡大という複数の目標達成に向け、中国の電力政策
が今後どのように展開されるかが示されたと言える。
その内容は、電力消費と電源規模が拡大を続けるなか
で、2016 年末には全発電 設備容量の13% を超えた風力
発電および太陽光発電の大規模な導入をさらに継続する
とともに、その発生電力を全量消費できるよう、電力システ
ム全体を見直し、技術面、運用面で「柔軟性」を持たせる
ことが柱に据えられている。あわせて、原子力発電のさら

なる規模拡大、2020 年には過半数の石炭火力発電所の
排出レベルを日本の新鋭石炭火力なみにまでクリーン化
するといった大変チャレンジングな目標も示されている。

出所：「中国統計年鑑2016」表9-8、2016年の値は「2016年国民経済・
社会発展統計公報」
（2017年2月25日付け国家統計局発表）

図２：主要セクター別電力消費の伸び率四半期推移
（2014 ～ 2016 年、対前年同期比 %）

さらに、いわゆる電力改革については、電力取引の市場
化、小売りの一部自由化とともに、送配電事業体制の改革
着手にまで言及されたことも注目される。
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2016年の動向および回顧

各産業の現状・建議

2015 年の中国国内の電力消費量は前年比 0.5% 増と改
革開放経済が軌道に乗り出した 1990 年代以降最も低い
伸びとなったが、2016 年に入り、電力消費の伸びは回復
基調を見せた。2016 年の電力消費量は速報値では 5.92
兆キロワット時（日本の総電力需要の約 6 倍、米国の約
1.5 倍）、前年比 5.0% 増となっている。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住宅建設を中
心とす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 年の夏季
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。
なお、2017 年の電力消費については、2016 年が気候
要因により高い伸びとなったことも踏まえ、2016 年比で
3% 増程度との見通しが示されている。

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：2016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。2016 年 1 年間
に総発電設備容量は 1.2 億キロワット増加し、16.5 億キロ
ワットとなっている。これにより、電力の供給不足は発生し
ておらず、地域によっては発電能力の過剰が問題視される
までに至っている。
2016 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 5,400 万キロワットで全体の 43% と最も大
きい比率を占めているものの、太陽光発電がこれに続く
3,500 万キロワット（同 28%）、風力発電が 1,700 万キ
ロワット（同 14%）と高い割合を示していることが注目さ
れる。風力、太陽光のいわゆる再生可能エネルギー電源
については、
その発生電力を送電会社に売却する単価（売
電単価）が高い水準で優遇されていることもあり、非常に
活発な増設が行われたことが判る。
次に 2020 年を目標年度とする電力発展 13 次五カ年
規画を紹介するが、そこに示された具体的な政策内容は次
の 6 項目に集約できる。
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第12次五カ年規画期間で達成した
安定的な電力供給の継続

2016 ～ 2020 年の電力消費の伸びを年率 3.6~4.8% と
予測し、2020 年時点の総発電容量を 20 億キロワットと見
込んでいる。2020 年末までの 5 年間で 4.7 億キロワットの
増加となるが、この増加ペースは第 12 次五カ年規画期間を
下回るものとなっている。石炭火力発電の増設は極力抑制
して 2 億キロワット以下とし、増加分全体に占める割合は
42％となっている。これに対して、風力発電は 7,900 万キロ
ワット（増加分の 17%）、太陽エネルギー（太陽光および太
陽熱）発電は 6,800 万キロワット（同 15%）と大きな比率を
占めている。また、揚水発電を 2,000 万キロワット（同 4％）、
天然ガス火力発電を 4,400 万キロワット以上（同 8%）導入
するとされていることも注目される。これは、発電出力が不
安定な風力・太陽光発電のバックアップとなる電源が相当
規模必要となることを示している。

風力・太陽光発電の大量導入の継続を前提とした
電力システムの柔軟化

第３部

一次エネルギー消費に占める非化石エネルギー比率を
2015 年実績の 12.0% から 2020 年に 15.0% に高める拘
束目標達成のため、前述のように風力・太陽光発電の導入
を引き続き積極的に進める方針が示されている。しかしな
がら現在、風力・太陽光発電の立地が偏在していることを
踏まえ、発電される電力の有効利用と電力系統の安定的
な運用を図るために送電系統を質量両面で増強するとと
もに、風力・太陽光発電の分布・立地を合理的に調整する
ことが必要とされている。
また、発電出力が不安定な風力・太陽光発電が増大する
なかで電力システム全体としての安定性を確保するために、

各産業の現状・建議

前述のバックアップ電源の整備に加え、電力システムの運用
を最適化するとともに、デマンドサイドレスポンスの向上を
含む電力ユーザー側の対応にも注力するとされている。

原子力発電の規模拡大の継続

沿海部での原子力発電所の新・増設を継続するととも
に、中国自主技術による第三世代原子炉へシフトしていく
方針が示されている。2020 年時点での運 転中プラント
は 5,800 万キロワット、建設中プラントは 3,000 万キロ
ワットとされている。なお、注目されている内陸部への原
子力発電所立地については準備を進めるとされているお
り、当面は凍結状態が続くものと見られている。

石炭火力発電の効率化、クリーン化

大気汚染対策および地球温暖化対策を見据えた石炭火
力発電のグレードアップを加速し、クリーンで秩序ある発
展を促進するとされている。老朽化した石炭火力発電設備
は、2,000 万キロワット以上を淘汰し、石炭火力発電所の
熱効率については、新設プラントは 41.0% 以上（300g 標
準炭 / キロワット時以下）、既設プラントは省エネルギー
改造により平均 39.6% 以上（310g 標準炭 / キロワット時
以下）とするとされている。
あわせて、石炭火力発電所のばいじん、硫黄・窒素酸化
物の超低排出化改造を 4.2 億キロワット規模のプラントで
112
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実施するとされている。超低排出の目標値は日本の新鋭石
炭火力発電所並みの数値となっており、非常に意欲的な内
容となっている。

電力発展の高度化と国際化

相対的に成熟度が高く市場需要も見込まれる発電、送
電分野の新技術を対象に応用と普及を進め、可及的速や
かに産業化を実現するとされている。配電分野について
は、スマート化を進めるとされている。
国際化については、開放、協力とウィン・ウィンという原
則を堅持しつつ、国際と国内の 2 つの市場、2 種類の資源
を十分に利用して、電力装備、技術、標準およびエンジニ
アリングサービスをめぐる国際協力を重点的に推進するこ
とも盛り込まれている。

新たな電力体制改革の推進

電力分野の改革としては、電力取引の市場化、小売り
の一部自由化の実施に加え送配電事業体制の改革着手
が目標とされている。特に、新たに送電・配電部門の事業
に対してコスト査定を実施することが明言されている点
が注目される。これらの施策により、これまで一部の地域
でパイロット的に進められてきた電力市場が本格的に動
き出すこととなる。
あわせて、電力分野の行政の簡素化と移管方針が示され
ており、電源開発、電力需給計画の自由化などを進めると
なっている。

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
るような制度設計がなされることを要望する。
また、電力行政の簡素化の一環で電力需給計画が自由化
されることは歓迎される動きと言える。この自由化にあたっ
ては、同様に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、負担軽減のメリットが得られるような制

度設計を要望する。
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ほか、デマンドサイド
レスポンス対応をとることにより、より主体的に電力システ
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＞
①電力市場体系の整備
・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。
・電力使用計画の自由化にあたっては、電力ユー
ザーにとって透明性が確保され、負担軽減のメ
リットが得られるような制度設計を要望する。
②分散型発電設備の発展

第３部
各産業の現状・建議

・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。
③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。
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第３章
建設業
１．建設
2016 年の中国国内建設市場は、中国経済減速の影響や
2016 年 4 月から建設業でも従来の営業税に代わり増値税
が導入された影響（営改増）などにより、厳しい一年となっ
た。また、この数年間継続している日本からの直接投資の減
少は、外資系工事しか受注できない日系建設企業にとって
経営を難しいものとしている。その一方、深刻化する都市問
題、環境問題への対策として、2016 年からの第 13 次五カ年
規画においても政府主導でさまざまな施策が推進され始め、
中国の建設業は従来のビジネスモデルから新たなビジネス
モデルの構築に向け、大きな転換点を迎えている。

第３部

2016 年度の都市部の固定資産投資額は 59.6 兆元と前年
比で 8.1% 増加、2014 年の 15.7％、2015 年の 10.0％からさ
らに一段と低下した。固定資産投資が低調に終わったことは、
固定資産投資額全体の 3 割超を構成する製造業投資が対
前年比 4.2％増と 2015 年の対前年比 8.1％増から大幅に低
下したことに加え、不動産投資額も 10.2 兆元、前年比 6.9％
増と低水準となっていることが大きな要因である。

各産業の現状・建議

不動産の販売面積、価格とも一線都市を中心にそれぞれ
対前年比 22.5％増、36.1％増と大幅に回復したが、2016 年
12 月開催の中央経済工作会議公報の「家は住むためのも
のであり、投機のためのものではない（“ 房子是用来住的，
不是用来炒的 ”）」という言葉が象徴するように、バブル再
燃を懸念する声が高まっている。一方、2016 年 12 月末で
の販売在庫は地方都市での販売不振を背景に6.9 億㎡と、
2015 年 12 月末の 7.1 億㎡からの改善は些少なものとなり、
依然新規投資の抑制圧力となっており、2016 年の新規着
工面積も対前年比 8.1％増の 16.6 億㎡に留まっている。
一方、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」
（中共中央 国務院関于進一歩加強城市
計画建設管理工作的若干意見）が発表され、都市の建築水
準の向上（工事総元請負制度の普及、プレハブ建築の普及）、
公共サービスの整備（地下総合管廊の普及、街区道路網の
最適化、公共交通の優先発展）、都市の居住環境の整備（都
市の汚水管理の強化、ゴミの総合管理の強化）などが数値目
標を含め示されている。建設企業にとり、従来からの市場で
ある製造業投資、
不動産投資が低迷する中での下支えとして、
政府が提唱する PPP による都市インフラ整備事業、交通イ
ンフラ整備事業等が業界の脚光を浴びている。
このような状況下、進出日系建設企業が直面する問題点
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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
2016年に改善された項目
2016 年の白書において建議した内容のうち、以下のとお
り改善が見受けられた。
① 2014 年 11 月 6 日付けで公布された建設業企業資質
標準における新しい認可要件と受注制限内容に関し、
以下をはじめとして各種の柔軟な運用や緩和を要望す
るとともに、住宅都市建設部として各地建設行政機関
に追加制限を実施しないよう運用統一の指導を要望し
たい。（2016 年白書建議事項⑨）
本建議については、2015 年 10 月 9 日公布の「住宅
都市農村建設部 建築業企業資質管理についての問題に
関する通知」（住房城郷建設部関于建築業企業資質管
理有関問題的通知 建市〔2015〕154 号）に引き続い
て、2016 年 10 月 14 日付で公布された「建築業企業
資質標準一部指標の簡易化に関する通知」
（住房城郷建
設部関于簡化建築業企業資質標準部分指標的通知 建市
〔2016〕226 号）においてさらなる資質標準指標の
簡易化が行われたことは、建設業企業の負担軽減とな
り評価できる。今後、中央政府から地方政府への指導
が徹底されることに期待したい。
②建設業の本社所在地以外の地域への進出、および同地
における施工許可申請取得のために子公司（子会社）、
分公司（支店）設立を条件とすることにつき、2015
年に住建部から地方への指導がなされたが、実施の徹
底について引き続き指導を要望したい。（2016 年白
書建議事項②）
施工許可申請時における以下の諸要求の緩和・地方毎
の運用ばらつきの改善を要望したい。（2016 年白書
建議事項⑪）
本建議については、2015 年 9 月 21 日に「住宅都市
農村建設部 建築市場の統一開放推進に関する若干の
規定発行に関する通知」（住房城郷建設部関于印発
推動建築市場統一開放若干規定的通知〔2015〕140
号）の附件 1（建築市場の統一開放推進に関する若干
の規定）の第四条において「外地建築企業と本地建
築企業に同等の待遇を与える」との規定が設けられ、
また、第八条において（一）勝手にいかなる審査承認、
登録事項、或は告知条件を設けること、（三）外地
企業への子会社設立、分公司設立要求を行うことの
禁止など、9 つの禁止条項が既定されたことは評価で
きる。上述建議の通り、今後この規定がさらに徹底
され、全国統一の公平な競争が確保されるように中
央政府のさらなる指導、監督に期待したい。

2017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」
（中共中央 国務院関于構建開
放型経済新体制的若干意見）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」
（国
務院関于拡大対外開放積極利用外資若干措施的通知 国
発 [2017]5 号）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。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。

日系企業を含む外資系企業特有の問題
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

第３部
各産業の現状・建議

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、① 100％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
に限られている。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。
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

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
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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。
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他、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。

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かかわる五方（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
ロジェクト工程に影響が出ている。さらに要求条件によって
は当該地域への進出断念、工事受注機会の喪失といった問
題に直面している。上述の通知（建市〔2015〕140 号）によ
り今後の改善は期待されるが、中央政府の地方政府への改
善指導に期待したい。

分公司（支店）の設立に関する問題

一部施工地の行政機関から子公司
（子会社）
・分公司
（支
店）の設立を条件とされることがある。
この場合、農民工保
証金の納付、法人名義口座維持、一定面積の事務所維持
等が必要となり、工事費に影響がある。
また、地方により必
要な条件、書類が異なる等手続が煩雑で適時に子公司・分
公司設立ができない場合、工程に多大な影響が出ている。
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。但し、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

有り、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。この他、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有り、年々厳
しくなるそれら諸要求につき、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一千万円以上の費用 ( ボンド費用 )
が発生する地域も有り、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

第３部
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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・労力を要する他、
紛争発生時に混乱が生ずるリスクがあるため、本件につい
て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り扱いの是正と法
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規制 ( 中国設計院と
の合弁、常駐外国人設計士の人数等 ) について
緩和を要望する。
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 2016 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）について、中央政府から
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地方政府への指導の徹底を要望する。
⑥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。
⑦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
改善を要望する。
・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
いことに関する中央政府から地方政府への継
続した指導。
・工事登記人員（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）
提出。
・納税制度の地域格差の是正と見直し、納税や
保証金の支払において二重払いが課せられる
状況の改善など。

２．不動産

表２：全国の不動産開発東中西部投資構造
( 単位：億元、％ )
地区

2016年 中国不動産発展概況
不動産投資の成長ペースは安定
2016 年、全国の不動産開発 投 資額は 10 兆 2,581 億
元で、前年同期比で 6.9％増加した。そのうち、住宅投資
額は 6 兆 8,704 億元で 6.4％増加、オフィスビル投資額
は 6,533 億元で 5.2％増加、商用不動産は 1 兆 5,838 億
元で 8.4％ 増 加した。不 動 産 開 発 投 資で は住宅 投 資 が
67.0％を占めており、不動産投資は全国の固定資産投資
の安定に対して重要な支柱の役割を果たしている。

図１：全国の不動産開発投資伸び率

完成
投資

比率

前年 住宅
前年 土地購
前年
比率
比率
比 投資
比
買費
比

東部
56,233 54.8 5.6 37,891 55.2 6.3 5,763.04 63.1 27.6
地区
中部
23,286 22.7 10.7 16,208 23.6 9.9 1,938.27 21.2 23.4
地区
西部
23,061 22.5 6.2 14,605 21.2 2.9 1,428.00 15.6 -7.0
地区
出所：若葉不動産

土地取引面積は大幅に減少し、
取引単価は引き続き上昇
2016 年の不動産開発 企 業の土地 購買総面積は 2 億
2,025 万平方メートルで、前年に比べ 3.4％減少、土地取
引総額は 9,129 億元で 19.8％増加した。

図２：全国の不動産開発企業の土地購買面積伸び率
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出所：国家統計局

各地区の不動産投資構造の情況
全国の不動産開発投資総量の半数以上は東部地区にあ
り、
東部地区は引き続き中西部の投資の先頭を切っている。
東部、中部、西部の不動産開発投資は安定し、均衡のとれ
た発展を維持している。

表１：全国の不動産開発地区の状況（単位：億元）

東部地区
中部地区
西部地区
総計 56,233.43 総計 23,286.01
総計
23,061.17
北京
4,000.57
山西
1,597.35 内モンゴル 1,133.48
天津
2,300.01
吉林
1,016.76
広西
2,397.99
河北
4,695.63 黒竜江 8,64.84
重慶
3,725.95
遼寧
2,094.85
安徽
4,603.56
四川
5,282.64
上海
3,709.03
江西
1,770.94
貴州
2,148.96
江蘇
8,956.37
河南
6,179.13
雲南
2,688.34
浙江
7,469.37
湖北
4,296.38 チベット
48.54
福建
4,588.83
湖南
2,957.04
挟西
2,736.75
山東
6,323.38
甘粛
850.03
広東 10,307.80
青海
396.92
海南
1,787.60
寧夏
728.16
新疆
923.40
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出所：国家統計局

新着工および竣工面積の伸び率は全体
的に低下しつつある
2016 年 の 不 動産 開 発 企 業 の 建 物 施 工面 積は 75 億
8,975 万平方メートルで、前年に比べ 3.2％増加、うち住
宅施工面積は 52 億 1,310 万平方メートルで 1.9％増加し
た。建物着工面積は 16 億 6,928 万平方メートルで 8.1％
増加、うち住宅着工面積が 11 億 5,911 万平方メートルで
8.7％増加した。建物竣工面積は 10 億 6,128 万平方メー
トルで 6.1％増加し、そのうち住宅竣工面積が 7 億 7,185
万平方メートルで 4.6％増加した。

分譲住宅の販売面積、販売価格共に上昇
2016 年の分譲住宅の販売面積は 15 億 7,349 万平方
メートルで、前年比で 22.5％増加した。そのうち、住宅販
売面積は 22.4％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 16.8％増加した。
分譲住宅の販売額は 11 兆 7,627 億元で 34.8％増加し
た。そのうち、住宅販売額は 36.1％増加、オフィスビル販
売額は 45.8％増加、
商用不動産販売額は 19.5％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率

2016 年の全国の分譲住宅市場価格の変化には次のよ
うな特徴が見られる。深セン、上海、北京は購入制限政策
の環境下で、先だって価格が上昇し、全国に影響を及ぼし
ている。伸び率は、一級都市は二級都市より速く、二級都
市は三、四級都市よりも大きい。一部の二級都市は年間価
格上昇の主導都市となっている。都市間は分裂し、大部分
で上昇し、一部分では下落している。下半期は主要な上昇
期である。

表５：2016 中国分譲住宅販売面積と販売額
十大代表都市の情况
順位 省
出所：国家統計局

全国主要都市の分譲住宅投資、販売、平
均価格は全体的に上昇
全国の 40 直轄都市、省都都市と計画単列都市（政令指
定都市に相当）のうち、2016 年の新築分譲住宅平均価格
が下がったのは石家荘、長春、福州、昆明、銀川、ウルムチ
の 6 つの都市で、減少幅が最も大きかった都市は石家荘
で 5.7％となり、その他の都市はいずれも上昇した。
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表３：2016 年 40 重点都市分譲住宅種類別平均価格
水準（単位：元 / 平方メートル、％）

各産業の現状・建議

住宅
前年同
絶対値
期比
合計
10,635 12.4
北京
28,489 27.8
天津
12,870 30.4
石家荘
7,354
-5.7
大連
9,119
4.7
長春
6,018
-5.6
上海
25,910 20.5
蘇州
13,596
31.6
福州
11,058
-2.4
青島
8,997
6.6
広州
16,346
16.1
深セン 45,498 35.2
成都
7,377
12.0
昆明
6,851
-4.6
銀川
4,448
-1.1
ウルムチ 5,829
-5.1

オフィスビル
前年同
絶対値
期比
16,686
9.3
30,491
5.4
14,395
-7.2
12,759 23.9
16,249 27.2
7,738
2.2
29,477 19.1
9,895
6.5
15,297 11.4
12,572 -13.4
17,390
1.1
45,313 16.6
8,721
13.2
8,186
-32.0
8,012
1.4
8,921
-12.0

商用物件
前年同
絶対値
期比
13,266
4.1
29,928
9.6
14,435 10.0
12,423 13.7
13,344
9.6
9,958
-4.8
22,854 14.0
12,072
7.2
13,254 -22.0
13,761 12.3
17,324
-8.6
35,436
8.0
12,801 -1.2
10,916 12.2
8,038
-4.9
13,556 -8.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

広東
江蘇
山東
河南
四川
浙江
安徽
湖南
湖北
河北
北京
上海
广州
深圳

平均販売販売面積
販売額
順位 省
価格(元/平方
(万平方メートル)
（億元）
メートル)
14,612
1 広東 16,215
11,097
13,962
2 江蘇 12,293
8,805
11,789
4 山東 6,903
5,855
11,306
6
5,612
4,964
9,300
7 四川 5,359
5,762
8,637
3 浙江 9,615
11,132
8,500
8 安徽 5,036
5,925
8,085
湖南 3,752
4,641
7,427
9 湖北 4,994
6,724
6,682
河北 4,302
6,438
1,659
10
4,562
27,498
2,706
5 上海 6,696
24,745
1,949
广州 3,193
16,383
736
3,324
45,163

表６：2016 年北京上海広州深セン、40 重点都市およ
び全国分譲住宅投資、販売状況（単位：億元、
万平方メートル）
伸び率
販売面積
(％)
北京 4,000.57 -4.2 1,658.93
上海 3,709.03 6.9 2,705.69
広州 2,540.85 18.9 1,949.10
深セン 1,756.52 32.0
736.19
40都市 56,543.43 8.1 61,697.92
全国 102,580.61 6.9 157,348.53
投資

伸び率
伸び
販売額
(％)
率(％)
6.7
4,562
29.7
11.3
6,696
31.5
17.9
3,193
32.2
-11.5
3,324
-3.2
23.4 67,019.51 37.2
22.5 117,627.05 34.8

不動産開発景気指数は反落
図４：不動産開発景気指数

注：各都市の住宅価格＝2016年1～12月累計販売金額÷累計販売面積
×10,000

表４：2016 年北京・上海・広州・深セン、40 重点都市
および全国の分譲住宅平均価格の情況
北京 上海 広州 深セン

40重点
全国
城市

平均価格
(元/平方 27,497 24,747 16,384 45,146 10,863 7,476
分譲住宅 メートル)
平均価格
前年同期比
21.5 18.1 12.1 33.0
11.2
10.1
(%)
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不動産開発景気指数は上昇を続けており、6 ～ 8 月は底
値を探る展開で、最低値は 93.70 となった。続いて販売のリ
リース持続および開発投資下げ幅が狭まったことで、やや落
ち着きを見せて再上昇した。

2017年の不動産動向予測
2017 年、不動産調整・制御政策は厳格に実行されること
が予想される。主な特徴としては以下の通りである。①偽情
報の違法な操作の厳しい取り締まりが行われる。②価格の
上昇が過度に速い都市について調整・制御への取組みが厳
格に推し進められ、書記と市長の両者の責任追及が実行さ
れる。③市場の需要は抑制され、価格は大幅に下落するこ
とはないものの、著しい上昇も難しい状況になる。④主に商
用不動産とオフィスビルを重点とした在庫消化措置が引き
続き推進される。⑤市場の矛盾は抑圧され後回しとなる。⑥
投資、建設、取引規模は引き続き高位で推移すると見られる。

＜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 2014 年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。

第３部
各産業の現状・建議

③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。
④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。
⑤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（賃借人）
側が銀行支払い未払い等の問題を起こした際
に、賃貸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。
⑥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。
⑦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。
⑧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
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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。
⑨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、
政府事務機構の法律に基づく対応を要望する。
⑩ 企業が納税管轄区をまたいで移転しようとす
る際、納税管轄区税務局が移転を強く拒み、
別の区へ 移転したにもかかわらず移転前の税
務局へ納税を強要されるケースが存在する。
企業の適切な納税を妨げるものであり、また、
税務局は企業の移転を妨げる権限はないと考
える。税 務局がこのような指 導を行う法 的 根
拠の提示を要望する。
⑪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。

第４章
製造業
１．繊維・アパレル
中国のマクロ経済が高度成長時代に終わりを告げ、
「新
常態（ニューノーマル）」に全面的に入ったのは 2015 年と
される。その 2 年目となる 2016 年、中国繊維産業はさま
ざまな指標で伸びをスローダウンさせながらも、構造改革
に取り組んだ。中国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、
「運行平穏」
としながらも「各企業のコストアップ負担は依然重く、業界
は発展の前に大きな圧力に直面している」と分析する（「中
国紡織経済信息網」）。
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主要業務収入 2,000 万元／年以上の企業を対象とした
国家統計局データによると、繊維産業の川上・川中に位置
づけられる糸・綿や生地等を製造する紡織企業 3 万 8,480
社の収入合計は 7 兆 3,302 億元で前年比 4.1％増加。しか
し総コストが 6 兆 4,746 億元で同 4.3％増加した結果、工
業増加値（日本の売上総利益に近い）は同 4.9％増で、伸
び率は前年より 1.4 ポイント低下した。全企業数の 10.5％
に相当する 4,039 社が赤字だった。

各産業の現状・建議

衣料品等を生産するアパレル企業は 1 万 5,715 社で、
その工業増加値伸び率は前年より 0.6 ポイント低い 3.8％
だった。赤字は 1,668 社（全体の 10.6％）となっている。

中国の繊維･アパレル産業動向
2016年の生産動向
表１：2016 年（1 ～ 11 月）繊維製品生産量
紡績糸

うち綿糸
綿混糸
化繊糸

生地

後染め生地
毛織物
不織布
衣類
化学繊維

うち先染め※
綿製
綿混製
化繊製

うちニット製
布帛製

うちレーヨンS
レーヨンF
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

1～11月

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

3,861
2,771
532
558
6,429,171
241,161
3,508,005
1,268,515
1,649,409
4,836,495
53,480
5,256,048
2,831,904
1,305,200
1,526,703
4,515
309
21
3,621
309
65
8
25
48

前年比
増減％
6.2
5.7
8.1
6.7
2.3
1.1
1.7
5.5
0.9
1.9
-7.5
6.1
-1.4
-0.4
-2.2
3.8
10.6
-8.5
2.9
11.2
-1.7
21.5
11.2
3.6

注：出所：国家統計局。年商2,000万元以上の企業が対象
※デニムを含む。

全繊維製品を対象とした上表は原稿執筆時点で 1 ～ 11
月までの統計しかないが、国家統計局によると 2016 年年
間の主たる繊維製品の生産量は紡績糸 4,039 万 5,000 ト
ン
（前年比 3.5％増）
、
生地 714 億 5,000 万メートル
（同 2.7％
増）、化学繊維 4,943 億 7,000 万トン（同 3.8％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、労働集約型産業の典型であるアパレル生産は、布帛
製 170 億 2,600 万点、ニット製 144 億 2,700 万点でそれ
ぞれ前年比 2.8％減、同 0.3％減となった。統計対象が主
要業務収入 2,000 万元／年以上の企業であることを考え
ると、対象外の体力的に劣る中小零細企業の減産率はさ
らに大きいものと推定される。
ただ留意すべきは、
資金力のある大手アパレルメーカーは、
賃金上昇が著しい大陸沿海部での生産を減らす一方で、労
働力が相対的に安価で豊富なベトナムやカンボジア、ミャン
マーなどに新工場を建設し、相次いで稼動させている点で
ある。例えば、ニット衣料 OEM 大手の申洲国際は 2016 年
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央で約 8,000 人だったベトナム工場の従業員を 18 年末に
は 2 万人まで増やす計画。これによりグループ全体でのベ
トナム生産比率を 4% から 16％に引き上げると報じられて
いる。“Made in China” は減っても “Made by China” は増
えている。

図２：中国繊維品輸出の推移

2016年の国内消費

政府系調査機関の中華全国商業信息中心がまとめた全
国重点大型小売企業の 2016 年アパレル販売額は前年比
1.2％減となり、2 年連続でマイナスとなった。一方、国家統
計局の全国社会消費品小売総額のアパレル類は 1 兆 218
億元で、同 6.8％増だった。2 ケタの伸びであった 14 年まで
の勢いはないが、GDP 成長率とほぼ同じ水準である。前者
統計との違いは電子商取引（EC）を含むか否かである。
全国社会消費品小売総額の増加率は 10.4％であるがそ
の内 EC の伸びは 26.2％であり、全体の 12.6％を占める
までに成長している。百貨店など実店舗での販売は低迷し
ているが EC では売れるという現象は、米国や日本に止ま
らず、中国でも同時に進行している。
なお、アパレル類の小売総 額を日本円に換算すると約
16 兆円となる。日本は 9 兆円前後とされ、1.8 倍近い規模
になっている。

図１：中国アパレル販売額の伸び率推移

主要市場別の輸出額をみると、下表のように EU、米国、
日本の 3 大市場全てが減少した。

表２：2016 年中国繊維品輸出（地域別）
相手国地域
全世界

第３部

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

うちアセアン
うちＥＵ
米国
日本
香港
ベトナム
イギリス
韓国
ドイツ
ロシア
アラブ首長国連邦
フィリピン

輸出額
前年比
（億ドル） 増減％
2,672.5
-5.9
333.6
-6.9
495.0
-6.8
450.3
-5.7
203.3
-6.1
150.2
8.4
121.2
-18.6
118.6
-4.4
86.4
-5.7
85.4
-11.7
85.2
-4.2
62.9
-24.9
55.0
35.2

シェア
100.0%
12.5%
18.5%
16.8%
7.6%
5.6%
4.5%
4.4%
3.2%
3.2%
3.2%
2.4%
2.1%

各産業の現状・建議

出所：中国紡織品進出口商会

輸出商品別では紡 績 糸やテキスタイル等の紡 織品が
3.0％減の 1,062 億ドル、アパレル等の服装が 7.7％減の
1,610 億ドルとなっており、生産データと同様に労働集約型
産業である服装の落ち込みが目立つ。
注：年別、前年比％、出所：A)国家統計局

2016年の貿易動向

B)中華全国商業信息中心

2016 年の中国繊維品の貿易は、輸出 2,841 億ドル（前
年比 5.9％減）、輸入 233 億 6,000 万ドル（同 8.8％減）で、
貿易収支は 2,438 億 9,000 万ドルの黒字。全貨物貿易の
黒字に占めるシェアは 47.8％と貿易黒字の半分弱を稼いで
いるが、前年の 99.0％からは大きく低下した。輸出は過去
最高だった 14 年から 2 年連続で減少した。世界的な景気
低迷と中国のコスト高による競争力低下という二重の影響
を受けた格好だ。
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表３：2016 年中国繊維品貿易（商品別）
輸出

数量
単位
繊維原料

数量

衣、下着）輸入数量は 24 億 7,000 万点、ピークだっ
た 2007 年比で 9 億 6,100 万点（28％）減少している。

輸入

前年
前年
前年
前年
金額金額比増
比増 数量 比増
比増
(億ドル)
(億ドル)
減％
減％
減％
減％

万トン 151.5

10.4

26.2

0.3 261.0 -21.1

57.9

-22.9

綿花

万トン

0.8

-73.2

0.2

-68.8 89.6 -39.3

15.7

-39.1

繭糸

万トン

0.8

4.3

3.5

-1.8

0.4

0.1

42.6

羊毛

万トン

1.4

-6.8

0.7

-2.6

31.9 -9.8

23.5

-5.3

ウールトップ

万トン

4.7

0.8

4.1

-6.0

0.6 -58.8

0.4

-59.5

万トン 143.3 13.1

17.7

4.5

55.2 -14.7

11.9

-28.6

化学繊維
その他繊維

万トン

0.4

-17.6

0.1

6.4

-8.0

-3.0

167.7

-12.1

万トン 448.7 11.7 108.6
万トン 35.6

紡織品

1,062.2

紡績糸
綿糸

53.3

-19.7 83.5 2.0
-1.3 257.3 -14.2

73.9

-16.9

3.5

15.6

-6.7 197.2 -15.9

51.3

-19.5

絹糸

トン

4,828

-1.2

1.8

-5.2 150.0 -15.8

0.0

36.1

毛糸・獣毛糸

万トン

3.0

-7.6

9.3

-5.3

1.2 -27.4

1.8

-26.0

17.7

-5.6

3.0

-23.1

56.7

-10.8

化繊紡績糸
その他紡績糸

万トン 331.4 16.1

71.6

1.9

37.4

万トン 78.2

10.4

-9.4

21.5 -19.0

528.5

-3.6

6.7

134.9

-4.2

4.0 -31.0

9.4

-23.5

-9.5

6.3

-13.0

0.1 -14.4

0.4

-13.1

-5.6

5.2

-3.6

0.3

-8.0

4.0

-2.9

5.5

199.0

-3.3

10.3 -8.2

19.9

-9.0

4.6

183.1

-3.0

10.4 -21.7

23.0

-7.5
-3.2

0.2

テキスタイル
億メー
88.7
綿織物
トル
億メー
1.2
絹織物
トル
億メー
0.7
毛・獣毛織物
トル
億メー
193.7
化繊織物
トル
億メー
127.7
その他テキスタイル
トル

0.5

製品

42.5

-2.8

37.0

家庭用製品

16.8

-4.0

1.7

0.8

25.5

-2.9

1.4

-5.5

69.7

-2.3

49.7

2.2

その他製品

111.7

服装

1,610.3

-10.2

3.4

-8.9

絨毯

第３部

億平方
メートル

6.9

6.9

万トン 14.5

11.1

産業用製品
不織布

各産業の現状・建議

ニット製衣類

億点

綿製
絹製
毛製

192.9

-2.0

662.6

億点

86.5

-0.2

288.1

万点

3,609 -16.0

1.4

0.4

-4.8

1.7

-2.9

17.2

-4.4

11.7

-0.4

-3.5

5.0

-6.2

-7.7

65.9

0.9

10.5

22.5

2.9

2.3

9.8

11.7

1.3

-21.5 18.1

4.4

0.1

-22.2
-5.2

万点 12,051 -4.6

20.7

-2.8 404.1 9.1

2.1

化繊製

億点

87.4

-2.2

293.4

-11.5

0.7

13.3

6.0

7.5

その他製

億点

17.5

-8.3

58.6

-12.6

0.4

9.8

2.6

8.3

布帛製衣類

億点

137.8

1.0

704.2

-6.1

2.9

0.5

35.0

0.8

綿製

億点

45.9

9.4

274.6

-2.3

0.9

12.8

12.4

-0.2

絹製

万点

5,863 12.9

12.2

4.8

51.0

7.0

0.9

2.8
-10.0

毛製

万点

6,041

5.5

19.2

-1.5 343.6 -1.5

3.8

化繊製

億点

79.1

-2.8

331.2

-8.7

1.9

-4.5

15.8

3.7

その他製

億点

11.6

-3.3

66.9

-11.2

0.1

3.7

2.4

5.4

毛・皮革製衣類

万点

1,162

-6.2

付属品
帽子
その他服装

億点

7.5

-0.3

29.3

14.5 58.2 36.7

1.2

-9.7

141.2

-7.0

4.5

-4.9

45.4

-4.9

0.6

15.4

27.7

-9.0

1.8

-1.7

0.3

10.8

出所：中国紡織品進出口商会

中国の繊維貿易に関する
日本の輸入の視点からの考察

前述の通り中国からのアパレル輸出は減少傾向にある。
この動きを日本の輸入統計から見ることによりその傾向と
特質を浮かび上がらせてみたい。
・中国からの 2016 年のアパレル（ニット・布帛製の外
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一方「ASEAN+ バングラデシュ」からの 2016 年輸入
数量は 10 億 4,400 万点で 2007 年比 8 億 6,300 万点
増加、約 6 倍になっている。増加量の国別では 1 位ベ
トナム 3 億 2,000 万点、2 位バングラデシュ 1 億 9,600
万点、3 位カンボジア 1 億 2,200 万点、4 位インドネ
シア 1 億 200 万点、が上位を占める。

図３：衣類輸入数量の変化

出所：日本繊維輸入組合

表４：2007 → 2016 年の国別衣類輸入数量の増加量
（単位：千点）
①
②
③
④
⑤
⑥

国名

合計

ニット製

布帛製

ベトナム
バングラデシュ
カンボジア
インドネシア
ミャンマー
タイ

320,499
195,823
121,985
101,811
72,562
71,430

223,720
141,893
72,254
65,005
25,646
59,762

96,779
53,930
49,731
36,806
46,916
11,668

・輸 入 総 数 量 は 2007 年 37 億 1,700 万 点 か ら 2016
年 36 億 2,300 万点に 9,400 万点減少しているので、
日本国内市場のアパレル販売不振に対応して、輸入
数量の調整（1 億点近い減少）と、生産地の中国から
「ASEAN+ バングラデシュ」へのシフト（9 億点規模）
が並行して進んだことを示している。
・中国からの生産シフトはアイテムによってバラつき
があり、特にファッション性が高く、多品種・小ロッ
ト・短納期対応が求められる布帛製の女性アウター
は落ち込みが小さく、ブラウス等一部のカテゴリー
はむしろ増加している。女性・男性用下着や製男性
用アウターは落ち込みが大きくなっている。一方、
1 点当たりの平均輸入単価を 2007 年と 2016 年で
比較すると、全体で 594 円から 656 円へと 10.4％
上昇しており、人件費上昇の影響を伺わせる。
・2016 年の輸入数量が中国に次ぐ 2 位ベトナム、3
位バングラデシュを見てみると、2007 年比でベト
ナムは 5.3 倍、バングラデシュは 30 倍と急増した。
その一方単価はベトナムが 975 円から 789 円、バ
ングラデシュは 509 円から 481 円に下落している。
中国は数量が減少し単価は上昇、ベトナムやバング
ラデシュは数量が増加し、単価は下落と対照的な動
きを示している。

表５：中国からの衣類輸入の変化
数量（千点）
2016年
ニット製 1,677,916
布帛製 791,584
総合計 2,469,500

2007年
2,351,873
1,079,026
3,430,889

単価（円/点）
16/07 2016年 2007年 16/07
71.3% 503
429 117.2%
73.4%
981
955 102.7%
72.0% 656
594 110.4%

ベトナムからの衣類輸入の変化
数量（千点）
2016年
ニット製 263,085
布帛製 132,050
総合計 395,135

2007年
39,367
35,270
74,637

単価（円/点）

16/07 2016年 2007年
668.3% 556
362
374.4% 1,255 1,660
529.4% 789
975

16/07
153.6%
75.6%
80.9%

バングラデシュからの衣類輸入の変化
数量（千点）
2016年
ニット製 145,100
布帛製 57,470
総合計 202,570

単価（円/点）

2007年 16/07 2016年 2007年 16/07
3,207 4,524.5% 344
259 132.8%
3,540 1,623.4% 828
735 112.7%
6,747 3,002.4% 481
509
94.5%

出所：日本繊維輸入組合

2017年の展望

2016 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 10.7％、化繊 0.3％、服装 5.6％と低い水準だっ
た。ここから、2017 年の繊維品生産は前年と同様に低
成長で推移すると見られる。国内衣料消費も、経済成長
並みの拡大の中で、EC と実店舗の明暗が続くだろう。

第３部
各産業の現状・建議

最大の焦点は輸出である。米国は中国の繊維品輸出の
17％を占める最大市場である。米国が中国を為替操作国
と認定し、高関税を課すことになれば、その影響は甚大
である。

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 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。
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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。一例と
して日本では特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物に関
して 2016 年 4 月から法規制がスタートした。これに対し
日本繊産連では従来の安全性自主基準を 2015 年 9 月ガ
イドラインに改訂し、業界内の安全問題への取組みを強化
しているが、これについて中紡聯では 09 年から日中業界
間で検討・開発された「ホワイトリスト管理システム」を運
用しており、日本の法規制に合わせて一層の厳しい管理体
制を強化している点は多いに評価される。
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。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。その上で 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 FTA 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

第３部

・ 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。

各産業の現状・建議

・ 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
年度も喫緊の課題として環境保護に有効な繊
維製品・技術導入の制度化（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。
②知的財産権保護に関しては、商標の冒認登録な
ら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支援を要望する。
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遵守可能な制度運用
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 いずれか
とするよう要望する。

２．化学品

前年比 3.9％増の 1,781 万トンとなり、過去最高だった前
年を上回った。

工業情報化部は 2016 年 10 月に「石油化学・化学工業
発展計画（2016 ～ 2020 年）」を発表し、都市化の進展お
よび国民消費力の向上などを原動力として、化学品需要は、
安定的に拡大することを前提に、過剰生産や構造矛盾を解
消するためのモデルチェンジを進め、国際競争力の向上を
目指すとした。
2016 年の中国の石油・化学工業市場の売上総額は前年
比 1.7% 増の 13 兆 2,900 億 元、利 益 総 額は 6,444 億 元
で 2015 年とほぼ同水準となった。固定資産投資は前年比
5.9％減の 2 兆 1,500 億元となった。2017 年は、売上総額
は前年比 5％増の 13 兆 9,500 億元、利益は前年比 7% 増
の 6,900 億元を目標に掲げている。
しかしながら、過剰生産、国際競争の激化、安全管理・

環境保護面での課題も多く、中国経済全体が「新常態」に
移行し産業構造の調整が進む中で、量から質への転換をい
かに図っていくかが注目される。

原油輸入依存度は引き続き増加
第３部

2016 年の中国原油需要は、
前年比 6.0％増の 5 億 7,800
万トンに達した。国内生 産は前年比 6.9% 減の 2 億トン
にとどまる一方、原油純輸入量は前年比 13.6％増の 3 億
7,800 万トンと過去最高を更新しており、輸入比率は前年
比 4 ポイント増の 65％となった。

各産業の現状・建議

石油消費量は、今後も 2030 年前後までは増加する見
込みで、
輸入依存度も国内生産量の拡大が見込めない中、
2020 年には 67％、2030 年には 70％程度に達すると予
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可能エネルギーの割合が 高
まっていくとみられている。

表 1：原油（単位：億トン）
13年実績 14年実績 15年実績 16年実績
原油生産量
純輸入量
消費
輸入依存度(％)

2.08
2.80
4.88
57

2.10
3.08
5.18
59

2.15
3.33
5.48
61

2.00
3.78
5.78
65

出所：中国国家統計局、中国通関統計

エチレン生産量は史上最高を更新、プロ
ピレン生産も増加
化学品の基礎原料であるエチレンの2016 年の生産量は、
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エチレンの 2016 年の輸入量は、前年比 9.3％増の 166
万トンとなった。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、ナフサ分解に
比べエチレンの能力が小さいため、エチレンの需要増をカ
バーできない状況が続いており、2014 年は一旦減少した
ものの、新規のナフサ分解によるエチレンのプロジェクト
もなく、エチレン不足が慢性化し輸入が増加している。
「第 13 次五カ年規画」では、次期統合型エチレンコン
ビナートは 2020 年を目途に湾岸地区、北は大連から南
は恵州まで 7 つの地域に集約、原料の多様化、環境問題、
エネルギー循環型も含めた新規エチレンプラントの構想が
打ち出されている。

表 2：エチレン（単位：万トン）
13年実績 14年実績 15年実績 16年実績
生産
輸入
消費
消費対前年(％)

1,623
170
1,793
10.1

1,704
150
1,854
3.4

1,715
152
1,867
0.7

1,781
166
1,947
4.3

出所：中国国家統計局、中国通関統計

一方、プ ロピレンの 2016 年生 産 量 は、前 年 比 3.7%
増の 2,489 万トン、輸入量は前年比 4.6％増の 290 万ト
ンとなった。
プロピレン系では、CTO、MTO に加え、石炭 からのプ
ロピレン生 産（CTP）、メタノールからのプロピレン生 産
（MTP）、さらにプロパンから脱水素反応によるプロピレ
ン生産（PDH）などプロピレンを目的として製造する設備
が増強されている。その結果内製化が進み、2015 年は輸
入の減少に繋がったが、PDH、MTP は原料であるプロパン、
メタノールの価格によって経済性が著しく変動するため安
定操業を難しくしており、必要に応じ生産減や輸入プロピ
レンで代替する運転がなされている。

表 3：プロピレン（単位：万トン）
13年実績 14年実績 15年実績
生産
輸入
消費
消費対前年(％)

1,675
264
1,939
10.9

1,913
305
2,218
14.4

2,400
277
2,677
20.7

16年実績
2,489
290
2,779
3.8

出所：CPCIF、中国通関統計

過剰生産や構造矛盾の解消と新材料、新
型工業モデルの開発、育成に注力
中国はカーバイドやカ性ソーダ、塩化ビニル樹脂（PVC）
など伝統産品は生産過剰にある一方、エチレンやパラキシ
レン、エチレングリコール（EG）などの基礎原料やハイエ
ンド新材料の国内自給率は低く、エンジニアリングプラス
チックや高品質のポリオレフィン、特殊ゴム、電子化学品
は輸入に頼っている。

今後、オレフィンや芳香族などの基礎原料と化学工業
新材料の生産能力や環境型農薬、新型肥料の生産比率を
高めながら、国際競争力のある企業や世界級の化工園区、
石化・化学工業を主導する新型工業モデル基地を育成す
る計画である。

環境規制・安全管理一層強化の方向へ
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、2018 年 1 月からは汚染原因物質の発生源
となる企業を対象とする「環境保護税」の施行が予定され
ており、化学産業に対する取り締まりや規制がますます強
化される傾向にある。
「環境保護税」には、排出量に応じて課税額を減免する
制度が取り入れられており、排出量の削減に向け、企業の自
助努力も求められている。
危険化学品の管理は、2015 年の天津市での爆発事故を
境に一段と強化される傾向にある。
国務院は、2016 年 12 月から危険化学品にかかわるリス
クを徹底的に調査し、総合的に対策を行う 3 カ年プログラ
ム「危険化学品安全総合治理方案」を開始した。
また、政府機関の管理・監督責任を明確化するとともに、
各企業の自主的な取り組みを促すことにより、危険化学品
の取り扱い水準を高めることを目的として「危険化学品安全
法」が早ければ 2017 年内に公布される見込みである。

第３部

危険化学品を扱う企業としては引き続き今後の動向に注
視すると共に、方案制定・通知を契機に自社の安全管理体
制の見直しや強化を図っていかなければならない。

各産業の現状・建議

＜建議＞
中国の化学産業は世界一、二を争う規模にま
で急速に成長したが、一方で環境負荷の増大、
化学品重大事故の発生、一部製品の供給能力
過剰等の問題がさらなる発展を制約しかねな
い状況に直面している。
中国の化学産業が今後も持続的に成長してゆ
くためには、技術革新を通じて製品や製造プロ
セスの水準を向上させ、汚染物質排出を抑制
し、エネルギー消費を効率化し、安全生産を堅
持することが社会的に強く求められている。
そのためには、物性、安全性、環境面での正し
い知識に基づき、生産、使用、リサイクル・廃棄
という製品の全ライフサイクルを通じ、健康、
安全、および環境それぞれの面で社会において
適切な管理を実施し、継続的に改善してゆくこ
とが重要である。
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
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促進の有力な手法であるとの認識が広がって
きている。政 府、事 業 者と地域 社会間の透明
な対話は、科学的且つ合理的な管理のための
法 規制が整 備され、中国内で必 要とされる事
項の統一した施策展開と人材教育が行われ、
企 業の法 令 遵 守と適 切な情 報 公開が 促 進さ
れ、地 域 社 会の理 解、信 頼を得るとともに社
会の意識を向上させるための重要な基礎とな
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
と積極的な支援を要望する。
以上の観点から、化学品にかかわる政策、法規
制とその執行に関して以下のとおり建議する。
＜ 1. 環境の保全とエネルギーの効率的な利用＞
1）排出規制について
汚染物排出許可証制度の全面的実施、さらに
環境保護税の導入といった規制の根幹にかか
わる改革が進められている。制度設計や関連
法 規制・標準の整 備に際しては、環 境 影 響評
価 制度や汚染 物 排出費 用徴収制度等の既存
の仕組みとの重複や矛盾を来さず、新 制度の
執行に際しては部門間、各地方で調和が取れ
たものとなるように、関連部門、地方当局との
間で十分な検討を実施することを要望する。
2）危険廃棄物処理能力の一層の充実
危険廃棄物の収集、処理能力の不足や偏った
立地は、化学品生産企業に危険廃棄物の工場
内保管や遠方の処理場への輸送を迫り、貯蔵・
輸送上の潜在的危険要因の一つとなっている。
危険廃棄物収集、処理業者の類別、地域毎の
処理可能数量を中央で一元的に把握したうえ
で、地方当局と協力して危険廃棄物回収、処理
能力の充実を図ることを要望する。また、少量
でも確実な回収がなされるよう処理 業者およ
び地方政府に対する指導を要望する。
3）CO2 排出取引
二酸化炭素排出権取引制度は、企業の現在ま
での排出量削減努力の結果が反映され業種別
の公平な競争が確保されることが必要である。
排出割当配分の計算方法として基準法を基礎
とした法規制・標準体系を構築することが望ま
しい。また、一 部 都市での試 行から全国展開
への移 行に際しては、地方保護 主義に陥るこ
となく全国的に公平性が保たれ、合 理的で実
態に即したきめ細かい施策の実施を関係当局
に強く要望する。
4）環境保護総合リスト
①環境保護総合リストの意見募集の期間は 1 週
間程度と非常に短いため、関連業界での十分な
検討と意見纏めが困難である。意見募集期間
を少なくとも1カ月に延長することを要望する。

②現在は高汚染、高環境リスク製品のリストには
製品名と除外プロセス名だけが公表されている
が、高汚染、高環境リスク製品と判断した合理
的な根拠も同時に公表することを要望する。
③優遇政策の対象であった環境友好プロセスは
2014 年版のリストから削除されたが、企業の
先進的プロセス採用のさらなる促進のため、リ
ストに再度掲載すると共に優遇政策を講じるこ
とを要望する。
＜ 2. 化学品管理＞
1）危険化学品登記制度関係
物理危険性鑑定機関リストや鑑定分類免除化
学品リストが計画通り公表され、危険化学品安
全法策定に向けた日本化学工業界との情報交
換、交流が実施されるなど、当局のこれまでの
努力に敬意を表したい。
①少量の生産・輸入危険化学品の登記負担軽減
事業者の円滑な商業行為のため、年間の生産
又は輸入量が 1 トン以下の危険化学品の登記
負担を軽減 する制度、例えば備 案制度（備 案
提出後即時生 産、輸入可能）の導入を強く要
望する。
②登記および鑑定制度の円滑な運用

第３部
各産業の現状・建議

指 定 鑑 定機 関における化学品 物理 危険 性 鑑
定が適切に実施され、鑑定が法律に定められ
た 20 就 労日内に完了するよう引き続き鑑 定
機関に対する適切な指導を要望する。また、登
記業務の統一的な運用開始について文書によ
る通知を行い、通知から一年間を移行期間と
し当局と事業者双方が本制度に対する理解を
深めるとともに、企 業の経済活動に支障がで
ないよう、十分な準備を実施する期間とするこ
とを要望する。
③危険化学品判定基準の継続的検討
「危険化学品目録（2015 版）」前文の危険化学
品定義および確定原則によれば、GHS 注意喚
起語「危険」および「警告」相当の危険有害性
区分が該当することになる。
「警告」の区分を含めると、対象化学品が膨大
な数となるため、
「危険」の区分のみを危険化
学品の確定対象とし、対象化学品を合理的な
範囲に抑えることを要望する。
④ポリマーの鑑定免除
物理危険性がないポリマーと樹脂コンパウンド
を物理危険性鑑定分類免除物質リストに取り
入れるよう要望する。
2）新化学物質環境管理登記制度関連
「新化学物質申告登記指南」
（請求意見稿）に
は化学業界との十分な意見交換を経て多くの
要望が取り入れられたことを評価する。
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①他国試験データの採用
化学品試験機構審査および公告制度が廃止さ
れたことにより、環境保護部が新化学物質環境
管理登記のために生態毒性試験を実施する試
験機関を指定公告することはなくなり、試験機
構は自ら GLP 規範および中国関連法規に関す
る適合声明が必要となった。新化学物質環境
管理登記申請の試験データの真実性、正確性
を確保するため、GLP 規範に適合した中国以外
の国の試 験 機関で、OECD 試 験 標準に従い取
得された試験データは、登記申請用データとし
て採用されるべきである。また、OECD のデー
タ相互受け入れが早期に可能になるよう中国の
試験 機関の水準をさらに向上させる施策の実
施を要望する。
②企業取得データの承認
申告 物質を特定するためのスペクトルデータ
（ 例 えば UV、IR、NMR 等）は、新 化 学 物 質
環境管理登記申請時に既に企業自ら測定済み
である場合が多い。しかし、自社測定のスペク
トルデータが 受 理されるかどうか必ずしも明
確な規定がない。そのため、しばしばスペクト
ルデータを中国国内の試験機関で再取得する
ことが必 要となる場 合がある。これは試 験 機
関と企業双方の負担を増大させることになる。
従って広く物理化学性状データの来源の有効
性に関する規 定を整 備し、自社取得データを
有効とするよう要望する。
③既存モノマーから重合されたポリマーの申告免除
「新化学物質申告登記指南」
（請求意見稿）に
おいて「新化学物質モノマー含有量 2％未満の
ポリマーおよび低懸念ポリマー」の申告区分が
特殊状況簡易申告から科学研究備案に変更さ
れたのは大きく評価できる。引き続き、行政資
源を節約し、リスクの高い化学物質の管理に重
点を置く施策の実行を要望する。
④各申告区分で必要となる試験データ要求の軽減
「新化学物質申告登記指南」
（請求意見稿）で
は新化学物質登記の必要データ要求が若干軽
減されたことにより、企業の費用負担が幾分軽
減されたことを評価する。
しかしながら、日、欧、米等の新化学物質申告
データ要求と比較して中国のデータ要求は依
然として突出して厳しい。
上記申告においては 1 級（申告 数 量 1 トンか
ら 10 トン）および 2 級（申告数量 10 トンから
100 トン）の区分を主な対 象として、物理化学
的性状、毒理学、生態毒性試験のデータ要求の
軽減を引き続き検討することを要望する。例え
ば、３R の理念に準じ、ある種の動物実験は代
替できるデータがあれば無くすよう要望する。

簡易申告においては基本状況簡易申告時の生態
毒性試験データを不要とすることを要望する。
3）優先評価化学物質スクリーニングのガイドラ
イン
優先評価化学物質スクリーニングガイドライン
（請求意見稿）で、スクリーニング対象とする
危険有害性に内分泌かく乱性が含まれている。
内分泌かく乱物質の選定は、国際的に公的に
認知された内分泌かく乱性を有するかあるい
は有する恐れのある物質リストを利用するとさ
れ、
日本国家プロジェクト SPEED’98
（1998 年）
の物質リストが含まれている。
しかしながら、日本では同国家プロジェクトお
よび後 継プロジェクトを 含めて内分泌かく乱
物質の特定には至っていないばかりでなく、
SPEED’98 のリストは既に破棄されている。つ
まり物質リストを出発点とするスクリーニング
研究調査ではなんら有効な結果が得られない
事を示している。
内分泌かく乱物質では、日本が歩んだこれら国
家プロジェクトの経過を科学的に検証すること
により、この様なリストを出発点とするスクリー
ニング作業は回避されることを要望する。
＜ 3. 安全管理＞

第３部
各産業の現状・建議

危険有害性を有する化学品を取り扱う企業は
貯蔵および輸送の段階における責任を果たす
上でしばしば困難に直面している。危険有害
性を有する化学品は多くの部門により所管さ
れ、危険化学品法規制と危険貨物法規制が並
立することにより、同一の化学品に対して複数
の部門から異なる段階で別箇の規制が適用さ
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ためである。
1）貯蔵
特に貯蔵 段 階では危険化学品法 規制と危険
貨物法規制が共に適用される結果、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、混乱とコスト上
昇を招いている。
貯蔵段階では貯蔵化学品は基本的に使用され
ることはなく、人に対する暴露や環境への放出
は通常は想定されない。従って、危険化学品安
全法の策定および関連法規制の制改訂の際に
は、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より適切である。
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つつあり、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
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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
定を実施した質量検験検疫局管轄でのみ有効
とされる。日本では、公的機関で鑑定された結
果は一 般に国内全ての港で有 効である。従っ
て中国内も全港で共通使用できるよう運用を
改善することを要望する。
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
務が出来ていた。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）化学品の危険有害性判定基準の統一
化学品の危険有害性判定基準は行政部門間で
異なっており、概ね海事局は IMDG、質量検験
検疫局と税関は危険化学品目録（2015 版）に
則って判定している。その結果、海事局と質量
検験検疫局、税関の判定結果の違いにより通
関場所と保管場所が分かれてしまい、危険有害
性を有する化学品を何度も国内移動させなけ
ればならない場合があり、却ってリスクの増大
を招いている。従って、港湾の化学品を管理監
督する行政部門では、危険貨物の概念に基づく
判定基準を統一採用するよう要望する。
5）安全管理の強化
中国での化学品の安 全 管理については、ゼロ
災害の達成を目的とした①法 規制の整備、②
法遵守徹底、③安全意識の向上、の施策が不
可欠である。

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 18 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 年初旬には第 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。そして、2017 年第 12 期全国人民代表大会
第五回会議における政府活動報告で、医療・医療保険・
医薬連動改革の深化、「健康中国 2030」の建設、基本医
療保険が適用される医薬品の増加などの方針が示された。
今後、特に医療行政・社会保障制度における医療分野の
日中官民連携強化は重要性を増して来ると考えられる。
昨年の建議に取上げた、官民訪中が 3 年ぶりに再開され
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、中国政府のこれ
ら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。

第３部

医療政策と医薬品市場の状況

各産業の現状・建議

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揚げられた。
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。上記
の連続かつ複合的な政策方針に則り、
「医療サービス価格
改革の推進に関する意見（発改価格〔2016〕1431 号）」、
「医薬衛生体制改革を深化する 2016 重点任務（国弁発
〔2016〕26 号）」、
「全国医薬品流通業界発展計画（2016
～ 2020 年）」等々各種の新しい関連法規が公布・実施さ
れた。また 2017 年に入り、
「国務院弁公庁の医薬品製造
流通使用政策の更なる改革整備に関する若干の意見（国
弁発〔2017〕）」、
「十三五国家薬品安全計画」が打ち出さ
れ、制度化は着実に進んでいる。
市場を見ると、2015 年の医薬品流通市場の規模は安定
成長を見せたが、そのスピードは緩慢であった。商務部の統
計では全国七大分類（医薬品、漢方製剤、漢方原材、医療
機器、
化学試薬、
ガラス機器、
その他）
の売上総額は1兆 6,613
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億元で、前年度より10.2% 増となるが、増加率は前年を 5％
下回った（中国商務部〔2014 年医薬品流通業界運行統計
レポート〕）。
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、2015 年の売上高は 1 兆 3,829 億元で、増加
率は 11.0％である（図）。
医療末端とは、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。

図：近年の中国医薬品末端市場規模および増加率

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んでいる。

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、2016 年 12 月現在では同グループ 61 社の内、医薬品は 24
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。
この様に中国で活動し、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

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、その運用に当たって
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。
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。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。

新薬開発における審査・許認可制度の改善

2016 年は薬事行政の全面改革が展開された年であっ
た。2015 年 8 月 18 日に国務院より「医薬品・医療機器の
審査承認制度の改革方針」が公示され、中国政府が行政と
してこれまで多くの問題を抱えてきた審査制度に対して、
抜本的に改革を進める方針が示された。内容は審査・承認
制度に留まらず、薬事行政全体に対する改革方針であり、
業界全体としてその方向性に全面的に賛同する。引き続き
改革の確実な推進を希望する。
また、CFDA から 2015 年 7 月 22 日に医薬品の安全性と
有効性を根本から保証するため「薬物臨床試験データ自主
点検・照合検査業務に関する公告」が公示された。自主点検
で臨床試験データに不真実、不完全などの問題があると発覚
した場合、申請者は CFDA に登録申請の撤回を申し込むこと
ができる、とされており、本公告がなされて以降、多くの企業
が申請を自主撤回した。結果としてこれまで蓄積していた審
査が大幅に改善されたことは大変歓迎すべき結果である。今
後は規制当局、病院、企業による対話を増やし、さらに 2016
年 12 月 1 日に意見募集があった「薬物臨床試験品質管理規
範（修正稿）」等を整備することで、健全に治験が実施でき
る環境を整えることを希望する。その際には、我々が提出し
た意見や末尾の建議の採用を検討いただきたい。

第３部
各産業の現状・建議

国務院は 2016 年 6 月 6 日に「 医薬品市販許可保有者
（MAH）制度試行案 」を公布した。医薬品市販許可保有者制
度（当制度）は、我々の業界が導入を要望していた制度であり
歓迎する。これが意味するのは、当制度が医薬品管理体制改
革深化のために最も重要な制度として登場したということで
ある。当制度を核心の一つとして、現在立案修正中の「薬品
管理法」、さらに CFDA が 7 月 25 日に公布した「医薬品登
録管理弁法（修正稿）」に反映させ、一連の法体系をできるだ
け早く確立いただきたい。3 月 4 日に先んじて正式に実施が公
布された「化学薬品登録分類改革業務方案」を実際に応用す
る際に不足している部分がある。我々が意見募集に対して提
出した意見や末尾の建議を参考に、細則の公布を要望したい。
CFDA はこの 2 年で多くの意見募集と法規を公布し、審
査承認制度の全面改革を進めた。その監督管理の方向は
概ね国際標準に向かっており、業界全体として賛成できる。
2017 年も薬事行政の改革推進を継続し、さらに良い医薬
品審査承認制度の構築を要望する。制度が確立され、審
査要件や期間が明らかになれば、より早く我々の新薬を中
国に投入する判断が可能となる。

薬価新政策の推進

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
なオリジナル薬を適正な価格で安定供給し続けるために、
日系製薬企業などの意見を募集しながら、薬価新政策に関
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する法整備が進むことを要望する。
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。そのため世界的新薬と後発
品の価格差が問題となり、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。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努力を阻害し、市場の拡大抑制
につながり、
結果として後発品市場を縮小する可能性がある。
新薬と後発薬の薬価算定方法の分離が望まれる。
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。医薬品集中購買に関しては従来の入札制度と同様
に多様な制度となれば、
医薬品の供給に地域差が生まれる。
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したい。さらに 2016
年 5 月に限定した品目ではじめて国家による医薬品価格の
交渉結果が公表され、談判による薬価改定が実施された。
2016 年 9 月の人力資源社会保障部の医療保険償還リスト
調整案では、今後の談判医薬品の範囲拡大が示された。輸
入オリジナル薬の扱いなど対象薬の基準を明確化し、薬価
の引き下げだけでなく、薬の有用性や市場規模による薬価
算定を協議する機会となるように運用方針と薬価算定過程
の公開を要請する。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
業の追加業務となるだけでなく、入札価格の意義を無くして
しまうので、入札での適正な価格調整と入札後の二次価格
交渉の廃止を要望したい。
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 1297 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。新薬の市
場承認後、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。2016 年
1 月に国務院から公布された医療保険制度の統合に関する
意見に沿って、速やかな償還リスト統合と更新および多くの
品目の償還リストへの収載、さらに償還リストの随時の更新
を求めたい。また、保険償還薬の償還標準の早期公開と共
に品質を考慮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。リスト収載や品質の基準を明確にしていただけ
れば我々製薬企業は基準を達成するために努力する。

安全で信頼できる医薬品の供給

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。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、医薬品市販許可保有者（MAH）制度に関しては、
国務院から 2016 年 6 月 6 日に「医薬品市販許可保有者制
度試行案」、2017 年 2 月 9 日に「国務院弁公庁の薬品生
産流通使用政策のさらなる改革整備に関する若干意見（13
号）」が発表され、現行の試行段階から全国での早期推進
を目指すことが記載されている。生産の合理化による価格
低減や安定供給のために、海外製造委託が可能となるよう
に制度を発展させ確立していただきたい。
上記の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。

④検体の海外輸送規制の簡素化を要望する。
⑤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。
⑥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。
⑦現地生産のオリジナル薬について、一致性評価
の免除を要望する。
⑧生産工程の現場査察に関する細則の制定を要
望する。
⑨臨床試験査察に関する基準のさらなる明確化
を要望する。
⑩バイオ製剤のCTDフォーマット制定を要望する。

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。

⑪ eCTD 申請資料フォーマットの推進を要望する。

又、一つの医薬品承認に対し一カ所の製造場所しか登録
できないことによる製造所移転や製造トラブル発生などの

医薬品価格改革につき以下の事項を要望する。

際の市場での医薬品欠品リスクも懸念される。日本など主
要国では一承認に対し複数製造所での製造が認められて
いる。安定な医薬品供給のため、中国においても同様な制
度が取り入れられることが望ましい。

第３部

OTCの承認審査簡素化

各産業の現状・建議

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。
②法規公布・改正時、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。
③新規制施行時の経過措置や遡及適応に関して、
配慮を要望する。
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 CFDA・CDE 申請前 相談制度の有 効な活用を
要望する。
② NDA 段階での輸入薬登録薬検実施を要望する。
③ CDE 審査待ち段階での補足資料の受入れを要
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⑫臨床試験許可までの期間の継続的な短縮を要
望する。

1. 薬価形成システムの整備。
①新薬創出時の研究開発費・特許・品質・市販後
調査・安全性情報収集等に要しているコストの
薬価への反映を要望する。
②価格交渉方式の運用方針の公開を要望する。
2. 医薬品集中購買制度（或いはシステム）の整備。
①地方毎に発表された方案の明確化と統一を要
望する。
②落札後の二次価格交渉の廃止を要望する。
3. 医療保険償還制度の整備。
①保険償還薬リストの随時改定を要望する。
②品質を考慮した償還基準の設定を要望する。
安全で信頼できる医薬品を供給するために
以下の改善を要望する。
①医薬品、原体の品質向上への継続努力を要望
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。もしくは、輸入医薬品
の許可更新後に国産品と同様に許可番号変更
しないことを要望する。
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。
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。
ＯＴＣ医薬品の承認審査簡素化を要望する。

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

人口 13 億人を超え、社会の近代化、国民所得の向上を
背景として、高齢化や健康管理への関心の高まりなどに
よって多くの患者が存在しており、巨大な医療需要が見込
める市場である。医療機器・体外診断用医薬品市場は、
10 年以上高い成長率で成長しており、現在もその成長率
は衰えていない。また、今後は都市部だけではなく農村部
での医療設備の充実も期待されている。

第３部
各産業の現状・建議

近年、医療 保険をはじめとするさまざまな医療制度改
革、高齢化の進展、人間ドックや家庭での健康管理に対
する関心の高まりなども追い風となり、医療関連サービス
に対する需要は拡大している。特に高齢者割合の増加に
関しては、2015 年の 60 歳 以 上の高齢 者は既に全 人口
の 16% を 越えており、今後も高齢 化は進 み、60 歳 以 上
の人口比率が 2040 年には全人口の 30% に達すると言
われている。また、PM2.5 等の環境汚染からの健康への
影響などもあり、中国の医療機器・体外診断用医薬品市
場は急速に成長している。医療機器市場は 2001 年から
2010 年にかけて年平均 24.4% 増と、世界の年平均 8%
増をはるかに上回るペースで拡大し、2010 年には 1,200
億元に達した。近年も高い成長率を維持しており、2015
年 には 3,000 億 元 を 超 え、2019 年 には 6,000 億 元 を
突破することが見込まれている。
（出所：中華人民共和国
国家統計局、中国健康産業藍皮書 2015 版）
また、都市部と農村部の医療サービスの格差解消のた
め、基礎的医療インフラ整備のための投資が政府主導で
進められる一方で、民間資本による病院の開設も奨励さ
れ、2015 年には公立病院の数を民営病院の数が上回っ
た。
（出所：2016 中国衛生・計画生育統計年鑑）
中国の今後の市場では次のような傾向が予想される。

ハイエンド市場だけでなく、
ミドル・ローエンド市場にも注目

中国国内の病院施設数を見ると、全国の約 27,000 の病
院施設のうち、ハイエンド（3 級）病院は約 2,000 とその割
合は少ないが、診療延べ人数、病床数では大多数がこのセ
グメントに集中している。すなわち、今後もハイエンド市場
の需要は続くとみられる。一方、中央政府はそのような医療
資源配置のアンバランスさや農村部の医療アクセスの悪さ
（いわゆる看病難・看病貴）に対する強い課題意識から、
全国の県クラス公立病院強化や農村部を中心とした地域医
療の抜本的な改革を推進しており、今後ミドル・ローエンド
市場にも大きな財政投資が見込まれている。同時に、医療
コストの低減、国内医療機器産業の健全なる発展を目指し、
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医療機器の流通改革、入札制度、集中購買、国産医療機器
の推奨等の動きが本格化していくものとみられる。

慢性疾患向け診断設備に対するニーズ拡大

高齢化の進展と共に、腫瘍、脳血管疾患、心臓病、糖尿
病などの慢性疾患が増加しており、医療サービスや医療機
器へのニーズが増大すると見られる。中国は糖尿病患者の
増加ペースが世界一速い国となっている。

日本企業が直面する問題点
監督管理法令の大幅改訂

2014 年 6 月に「医療機器監督管理 条令（医療器械監
督管理条例（国務院令第 650 号））」が改訂され、それに
応じて多くの医療機器および、体外診断用医薬品の監督管
理法令が変更となった。2015 年以降も各種法規、行政通
知や審査ガイドラインの公布、法令に関するセミナーの開
催などが多く実施され、審査改善や運用安定に向けた規
制当局の努力に感謝したい。特に、国家食品薬品監督管理
総局（CFDA）受理センターの業務は、以前の混乱状況が
大幅に改善されたように見受けられる。
一方で、例えば法令に定められている期間以上に審査期
間が掛かっている事、CFDA のホームページ上で公開され

ている審査状況が実際の状況に反映されていない事など、
未だ少なからず問題もある。これらの問題の早期改善を要
望する。

臨床免除や中国での適合性評価の簡略化

2014 年度に発 布された法 令 改 訂では、GHTF（Global
Harmonization Task Force：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。
しかしながら、
GHTF 創設国
（日本、
米国、
カナダ、
EU、
豪州）
で承認実績がある品目に関しても実機試験を伴う厳しい適
合性評価が求められており、さらには中国で臨床試験を求
める場合があることも規定された。臨床免除リストに記載
の無い品目の場合、中国で流通している既販品との比較を
行った「臨床評価報告書」にて、中国での臨床試験の要否
を判断される。一方、
「臨床評価報告書」では要求される比
較項目が多く、詳細な情報が求められるため、膨大な時間
とコストが掛かる場合もあり、また、審査側も多大な労力を
掛けている事と思われる。GHTF 創設国で承認実績がある
品目は、既に適合性評価および臨床評価を済ませた品目で
あり、安全性等の評価は充分にされている。改めて膨大な
時間とコストを掛けて「臨床評価報告書」を作成し審査す
る事は、双方にとって負担が大きい。ましてや、中国での臨
床試験を求められた場合は、中国市場への新製品供給を諦
めざるを得なくなる。その場合、安全で高品質の新しい医療
機器および体外診断用医薬品が中国に供給される機会が

失われる事となり、中国の医療レベルの発展を阻害する事
に繋がる。実機試験の省略や中国での臨床試験免除など
の簡素化を要望する。

医療機器技術審査センター（CMDE）の
体制強化、仕組み改善

日々進歩し続ける医療機器・体外診断用医薬品を適切
に審査するためには、CMDE 審査官の能力アップは欠かせ
ない。非常に多くの申請案件を審査するために、CMDE 審
査官の増員や審査官の研修等、最大限の努力をされてい
る事に敬意を表したい。また、審査レベルの統一やレベル
アップを行うために、製品のリスク度に応じグループ審査
も取り入れる等、体制強化に尽力頂いている事にも感謝し
たい。しかしながら、CMDE 審査官によっては、新しい医
療機器・体外診断用医薬品の知識不足や医療現場を知ら
ないことなどから、審査期間が長期化する事もあると推察
する。日 本 で は PMDA（Pharmaceuticals and Medical
Devices Agency , Japan）
という中国のCMDE審査センター
と類似する組織があり、PMDA が 2016 年 4 月に「アジア
医薬品・医療機器トレーニングセンター」を新設し、PMDA
の知識と経験をアジア諸国の規制当局担当者向けの研修
で提供している。この研修を活用する等、CMDE 審査官の
能力アップを図り、さらなる審査期間短縮を要望する。ま
た、日本ではリスク度の低い製品は第三者機関で審査を
行っており、
医療機 器の安 全 性 上は大きな問題になって
いない。第三者機関での医療機器審査の実現を要望する。

第３部
各産業の現状・建議

一方で、2014 年度に発布された法規改訂後、
「許可事項
変更申請」が大幅に増え、CMDE 審査官の負担が増大して
いる事と思う。中国の場合、殆どの変更は「許可事項変更
申請」が必要となるが、日本ではリスク度の低い変更は「軽
微変更届け」とし、書類の届出で済ませている。今後、中国
で流通する医療機器は益々多くなっていくと推察するため、
リスク度の低い変更は届出のみで完了することで、CMDE お
よび申請者双方の負担軽減に大いに貢献すると考える。
また、新製品の申請時、特に中国市場に類似品がない
場合、クラス分類や一般名称等、中国関連標準や評価方
法が不明のまま申請し、審査側も製品内容が不明確のま
ま審査をするため審査期間が長期化する場合がある。従
来、毎週木曜日をCMDE 審査官と相談できる日として定め
事前相談を行ってきたが、個人的な相談となるため明確な
回答は得られていなかった。今般、CMDE 審査官との相談
は予約制に変わった。自由に相談することができなくなっ
た事は困っているが、一方で、予約して事前に相談内容を
CMDE 審査官に伝えているため、確とした回答を直ぐに得
られるという効果も出てきている。一方、革新医療機器に
対しては事前相談制度や特別審査手順が設けられたが、
その対象条件は限定されている。事前に相談する事で、対
象製品に必要な申請データを双方認識でき、最終的に審
査期間の短縮や審査業務の効率化、省力化に繋がる。革
新医療機器だけに限らず、全ての申請品に対し、CMDE と
の事前相談制度の設立を有償でも良いので要望する。
これらの改善を行って頂く事により、CMDE 審査の業
務量は軽減されるため、より重要な新規医療機器の審査
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に時間を割けるようになり、中国医療の充実に貢献できる
ものと思う。

法令やGB/YY標準を確実に遵守するための、
仕組み改善

法令や GB/YY 標準の発布後、施行までの期間が非常
に短い場合が多々見受けられる。特に GB/YY 標準に適用
させるためには、設計変更や製造工程変更、品質確認が必
要となる場合もあり、遵守に相当な期間が掛かることもあ
る。新 GB/YY 標準が入手できるようになって以降、最低 2
年程度の猶予期間を設ける事を要望する。
また、GB/YY 標準は国際規格（ISO/IEC）の参照を行い
つつあるものの、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。
そのような場合、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
の適合性評価を実施する必要があり、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
ならなくなっている。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様要望する。
そして、GB/YY 標準に限らず、法規の公布から施行まで
が即日等、非常に短期間の場合が少なくない。これも上述
同様、遵守に時間が掛かる場合がある。従来法規との変更
量や変更内容にもよるが、
6カ月から1年程度の猶予期間( 周
知期間 ) を設けることを要望する。

法規・手続などの統一化

生物由来原料 / 純化学製品の輸出入が複 雑で時間が
掛かる。H.S. コード変更への対応時間が短いなど、通関手
続に苦労している。特に、実機試験および自社内品質管理
時に使用する標準物質や上位物質（中国国内調達不可品、
CFDA 未登録品）の輸入が非常に難しい。さらには、中国に
は通関拠点数が 4,000 近くあり、それぞれの税関において
法制度や H.S. コードの解釈に違いが見られるなどの問題が
発生している。地域による通関手続の統一と手続の簡便化
をお願いしたい。
また、2016 年 4 月から「医療機器一般名称命名規則」
が施行されているが、医療機器および体外診断用医薬品の

一般名称において、CFDA 認可時の一般名称と病院での薬
価や各地方の物価局で記載されている一般名称がそれぞ
れ異なり、医療診療報酬対象にならない場合がある。CFDA
認可時の一般名称と薬価や物価局で記載されている一般
名称の統一化を要望する。

効率的・効果的な入札実施への取り組み

中国において医療機器、体外診断用医薬品などを企業が
販売し施設が購入するためには、病院単位の入札、各省や市
単位の集中購買入札、軍病院などの入札、民間病院のシス
テムによる入札等、さまざまな購買方法が存在する。入札は
その市場において公平性を保つことができ、医療従事者ま
た医療受給者に対し一定の国家基準を満たした製品を安
全かつ適正価格で供給できることが大きなメリットである。
国家医療政策の一環として医療消耗品を具体例に挙げると、
2004 年中国衛生部が施行した「医疗机构高值耗材集中采

购试点」は 8 都市で展開され対象製品は心臓分野とペー
スメーカー、人工関節であった。その後 2008 年には全国
展開され、2012 年には対象製品も血管介入類、心臓ペー
スメーカー、
電気生理、非血管介入類、
骨科植入、
神経外科、
体外血液浄化、眼科材料、歯科材料と範囲も広がり、政府
機関、医療施設および関連企業が対応している。入札制度
に関しては前述したような大きなメリットがある一方で、政
府部門入札対応課、病院内の製品購買担当者、医療機器・
体外診断用医薬品企業は、その対応に追われ年々業務量
が増大している傾向にある。

第３部
各産業の現状・建議

例えば、入札を行うためには、どの様な製品が入札対象
かを示した「目録」が存在するが、各省・市によって目録が
違い、記載方法が統一されていない。そのため、自社の製
品が当てはまるのか、項目追加依頼をしないといけないの
かの分析も必要であり、複雑な業務の一つとなっている。
まず、この入札の基礎となる「目録」の統一化が入札業務
の効率化において必要と考える。また、地域によって審査
基準が異なり、入札のために準備する資料が膨大になる場
合がある。全国で資料を統一すれば、企業負担が軽減で
きるだけでなく、それを審議する審査機関の業務効率も上
がるため、入札資料の統一化と簡素化を要望する。さらに、
地域によっては紙資料で提出を求められるが、全て電子化
で行う事でさらなる効率化も実現できる事と考えられる。
一方、入札の開催時期が不定期であり、入札資料の準備に
苦労する場合もある。さらには、長期間入札が実施されな
い場合もあり、患者にとって有益な新しい医療機器を中国
医療機関に提供する事ができない。入札時期の計画化と
事前提示を行って頂ければ、企業も質の高い資料を提供
する事ができ、審査機関の業務効率化にも繋がる。また、
入札の審議において、FDA や MDD を取得していればポイ
ントが加算される制度を取っている場合があるが、日本の
薬事取得のポイント加算は無い。日本の薬事制度も欧米
と同様、安全・安心な医療機器・体外診断用医薬品の証明
となるので、
日本薬事取得製品のポイント加算を要望する。
2014 年度の医療機器監督管理条例の改定に始まり、多
くの医療機器および体外診断用医薬品の監督管理法令が
大幅に改訂される等、
中国当局の改善活動に敬意を表する。
日系業界としても中国当局と共に協力して中国の医療環境
をより良くすべく努力していきたい。

＜建議＞
中国行政の IMDRF への参加、CIMDR による
国際的な規制、規格への相互の理解を深める
活動が行われ、各種法規 / 行政通知 / 審査ガ
イドラインの公布、法規に関するセミナーの実
施など、医療機器および体外診断用医薬品の
審査改善に向けた日々の規制当局の努力に感
謝する。さらに、安全で高品質の新しい医療機
器および体外診断用医薬品を一日も早く中国
医療機関などに供給することで、中国の医療発
展に貢献することを願い、以下の改善について
要望する。
なお、
本建議は作成時点のものであり、
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その後の法規改訂、行政通知等で改善が進め
られている可能性がある。
① 法 規の 発 布や改 訂後 の 運 用安 定化を要 望
する。
・2014 年の医療機器監督管理条令の大幅改訂
以降、規制当局の運用安定化に向けた努力に
感謝する。特に、CFDA 受理センターの業務は
画期的に改善されたと思う。しかしながら、例
えば法規に定められている期間以上に審査期
間が掛かっていることや、CFDA のホームペー
ジ上で公開されている審査状況情報の信頼性
が乏しいなどの問題がある。これらの問題を早
期に解決する事を要望する。
② GH T F 創 設 国で 承 認 実 績 がある品目は、臨
床免除や中国での適合 性 評 価の簡略 化を要
望する。
・2014 年度に発布された法 規改 訂では、GHTF
（Global Harmonization Task Force： 現
IMDRF）ガイダンスで示されている基 本要件
への適合 性評 価が受け入れられるなど、国際
化が大幅に進んだ。GHTF 創設国 ( 日本、米国、
カナダ、EU、豪州 ) で承 認実 績 がある品目は
既に適合性評価などが行われた安全な医療機
器および体外診断用医薬品である。
そのため、
例えば中国指定の試験場で行う実機試験の廃
止や他国の試験レポートの受け入れ、
「生体適
合性評価資料」の簡素化など申請資料を簡略
化する措置を要望する。
・2014 年度に発布された医療機器登録管理弁法
（局令第 4 号）および体外診断用医薬品登録
管理弁法（局令第 5 号）では、輸入医療機器に
関しても臨床試 験を求める場 合があることが
規定された。臨床免除リストに記載の無い品目
の場合、中国で流通している既販品との比較を
行った「臨床評価報告書」にて中国での臨床試
験の要否を判断する事となる。しかし、要求さ
れる比較項目が多く、現実的には自社製品でな
ければ評価ができない。GHTF 創設国で承認実
績がある品目は既に臨床評価が行われているの
で、中国での臨床試験を免除とするか、既販品と
の比較項目を減らすなどの措置を要望する。
③ CFDA/CMDE の仕組み改善、
体制強化を進めて、
さらなる審査期間の短縮を要望する。
・CMDE 審査員の増員と共に、審査レベルの統
一、最新科学水準への理解を深めるための育
成プログラムの実 施等を行い、量・質 共に充
実させ、
さらなる審査期間の短縮を要望する。
また、日本の様に、第三者機関での審 査の仕
組み作りを要望する。
・2014 年度に発布された法規改訂以降、
「許可
事 項 変更申請」の申請 量が増え、CMDE 審 査
の大きな負担になっていると推察する。日本の
ように、届出だけで完了とする軽微変更申請の

仕組み作りを要望する。また、それぞれの変更
申請に関する事例を盛り込んだ通知の発行を
要望する。
・新製品を申請する際、特に中国市場に類似品
がない場 合、クラス分 類や 一 般 名称、中国の
関 連 標 準 や評 価 方 法が 不 明のまま申 請し、
CMDE 審査側も製品内容が不明確なまま審査
するため、審査期間の長期化に陥る場 合があ
る。審査期間の短縮、審査業務の効率化や省
力化にも繋がるため、CMDE との事前 相談制
度の設立を要望する。
・GB/YY 標 準 の ど こ に も 規 定 が な く CFDA/
CMDE 内部規定により通知単が発行されるこ
とが あ る。また、法 規 や GB/YY 標 準 の 解 釈
が CFDA と地方 FDA で異なり、既に製品登録
で基準をクリアしているにもかかわらず、地方
FDA で指摘を受ける場合がある。さらに、CFDA
内部でも解釈が異なる場合もある。内部規定の
情報公開と共に、全国レベルでの監督部門の
訓練と法規・標準解釈の統一を要望する。
④メーカーが法規や GB/YY 標準を確実に遵守で
きるよう、仕組みの改善を要望する。

第３部

・GB/YY 標準発布後、医療機器および体外診断
用医薬品ともに、即時の標準適用が困難な場合
が多い（設計変更、製造工程変更や品質確認が
必要となる）。よって、企業が対応できるように、
新規標準の施行猶予期間を新標準が入手でき
る日から最低 2 年間設けることを要望する。

各産業の現状・建議

・法規の公布から施行までが即日など、非常に短
期間の場 合が少なくない。従 来法 規との変更
量にもよるが、6 カ月から 1 年程度の猶予期間
（周知期間）を設けることを要望する。
⑤法規、手続などの統一化の実現を要望する。
・地域により異なる通関手続を統一し簡便化す
ることを要望する。
・医療機器および体外診断用医薬品の一般名称
において、CFDA 認可時の一般名称、病院での
薬価や物価局で記載されている一般名称の統
一化を要望する。
⑥医療機器入札に関する改善を要望する。
・現在、医療機 器 企 業が入札に参加 する際、地
域によって審 査基 準が異なり、入札のために
準備する資料が膨大になる場合がある。
また、
入札サービス費や保証金などの各種費用を徴
収される場 合もあるが、根 拠および徴収基 準
が不明確である。審査基準、費用徴収基準の
明確化、統一化と共に、準 備資料の簡素化に
よる効率化を要望する。
・入札の開催時期が不定期であり、新しい医療
機 器を提 供できる時期が予測できない。さら
には、
長期間入札が実施されない場合もあり、
患者にとって有益な新しい医療機器を中国医
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療機関に販売する事ができない。入札時期の
計画化と事前提示を要望する。さらには、入札
を経ずとも販売できるような特別枠を設けるこ
とも要望する。
・入札の審 議において、FDA や MDD を取 得し
ていればポイントが加 算される制度を取って
いる場 合があるが、日本の薬事取得のポイン
ト加 算は無い。欧 米と同様、日本 薬 事 取得 製
品のポイント加算を要望する。

５．化粧品
概況

中国化粧品市場は、その他国市場の成長は微増もしくは
横ばい傾向である中、2016 年も依然として 2 ケタに近い
成長傾向にあり、世界市場第二位の地位を確立している。
そして今後もある程度の成長を継続するポテンシャルは十
分にあり、日本のみならず全世界の化粧品企業にとって非
常に重要な市場であり続けると考えられる。

2016年度の回顧と今後の動向
中国国民の所得の増加に伴い、美容に関する自己投資
額が増加しており、スキンケア品にとどまらず、ヘアケア品
やパーソナルケア品にも消費者の関心が高まっている。
全体市場としては 80、90 年代 生まれ世代が大きく市場
拡大に貢献しており、市場を牽引している。
一方海外に目を向けると、2016 年も 2015 年同様に中
国人旅行客による、日本での爆買いは大きく日本市場を
席巻している。しかし、中国人旅行客の日本国内での行動
は、家電製品等から日用品などへの購入対象が変化した
り、
来日目的も買い物から体験へと変化したりしているが、
日本製化粧品は依然として中国のお客さまにとって魅力

第３部

的な購入対象である。

各産業の現状・建議

オフラインチャネルでは、百貨店チャネル等で展開する
制度品ブランドや企業が苦戦している状況が続いている。
理由としては、百貨 店形式のビジネスモデルが徐々に現
在のお客さまが求める生活スタイルに対応できなくなり
閉店や店舗縮小に追い込まれている結果である。これに
対して複合型ショッピングモールの大型店舗は増加して
おり、ショッピングモール内で展開しているバラエティスト
アーや化粧品専門店といった店舗が人気を博している。
今後もこのような業態が拡大していくと推測され、百貨店
チャネルの縮小傾向は持続すると推測する。
オンラインチャネル（EC チャネル）は、年々売上増加傾
向にあり、各ブランド・企 業の売上シェアは、オンライン
へとシフトが加速している。ブランド毎に旗艦店サイトを
立ち上げることで、ブランドの信頼を獲 得し売 上拡大に
繋げるケースが増加している。また、並行輸入品をメイン
で扱う越境 EC 販売店舗も増加傾向にあり、中国で販売
していない日本の化粧品を購入する仕組みも確立し始め
ており、日本品との接触する環境は徐々に増加している。
上記の如く、越境 EC は日々存在感を増しているが、一
方で越境 EC が拡大することにより、国内正規輸入による
EC が目減りするという状況が生じている。また、並行輸
入品の品質・安全に関するトラブルも増加しており、解決
しなければならない課題である。商務 部からは越境 EC
対応についての新政策の猶予期間を 2017 年末までに延
長する事を発表されており、中国で正規に輸入 展開して
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いるメーカーの多くは、
早期に法規の確定を望んでいる。
カテゴリーの売上構成比については、全カテゴリーとし
て増加傾向にあるが、特にスキンケアカテゴリーは増加
傾向にあり、
「敏感肌」、
「美白」、
「アンチエイジング」
といっ
た特徴を持った製品へのニーズが高まっている。特に日
本製品については、高品質で安全な製品といった一定の
評価を得ており、市場も拡大している。
次に、上記のような現在の中国化粧品市場に対する、
法的管理状況を述べる。
化粧品領域の現在の最上位法規は、依然として 28 年
前に公布された「化粧品衛生監督条例 ( 衛生部令第3号 )」
であり、本条例の改正法規である「化粧品監督管理条例」
は 2016 年の公布が期待されたが、未だ (2017 年 3 月時
点 ) 公布されていない。その影響もあり、2016 年に公布
された法 規・規 範性 文 書は、僅か 9 件に留まった。この
状況に対し、中国政府は強い危機感を有している。
マスコミ報道等の情報から読み取れる、化粧品領域の
監督管理に対する中国政府の考え方をまとめる。
化粧品領域は、上記のように法規整備が遅れているため、
生産企業が「散、小、乱」状態化し、その結果中小企業が
発展する余地を生む一方で、不法行為が横行していると当
局が認識しているとの報道もある。その結果、中国政府は、
化粧品産業は今後「集約化、規模化」の方向に向かう必要
があると、認識している。具体的な対応策は、
「国家による
規制強化」
と
「関連法律法規の発布及び標準の改善」
である。
以 上の状況を踏まえると、2017 年下半 期の早めの時
期に「化粧品監督管理 条例」が公布された後、1．プロセ
ス全体の監督強化、2．抜き取り検査およびリスク警告の
強化と権威情報公開システムの構築、3．技術サポートの
強化による化粧品のレベルを引き上げ、それらにつなが
る法 規が公布されることが予想されるが、それらの法 規
は過度なもしくは特定の国または地域が不利になるよう
不公正がないことを強く期待している。

日本企業が直面する問題
前章でも記したように、2017 年以降の法規ならびにそ
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
とは、企業にとって基本的に好ましい方向性であり、先ず
ここで深く敬意を表すると共に感謝したい。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強く希望している。
そ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いった観点でいか
に解決するかを述べさせていただきたい。
先ず、化粧品の安全管理が、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にす
る。次段で述べる新原料の承認が遅々として進まない状況
も、安全性上の懸念を払拭するためのシステムが構築でき
ていない点に理由があるように思われる。

そもそも化粧品の安全管理は、商品が上市される前の段
階でどれ程厳しく管理しようがそれだけでは不十分であり、
上市した後に行なわれる有害事象の発生確認とセットで行
われることで、はじめて実効性が高い安全管理が可能にな
ると考える。中国政府には、商品が上市された後のモニタリ
ングシステムの構築にも注力いただくよう希望する。
ところで、化 粧 品安 全リスク評 価 指南 ( 意 見 募 集 稿：
2015 年 11 月 10 日発布 ) は、上市前の管理に関わる指南
である。本指南が示すリスク評価の考え方は、科学的・合理
的であり評価できる。ところが、これを全てそのまま実施で
きる企業はほとんどないと推察されるほど、技術レベルが

高い要求がなされているという問題がある。この点について
は、リスク評価には国際的に認められている方法や科学的
に同等の精度を有する測定方法も認める等の対応を強く要
請したい。また、これが指南であることから、本来であれば
法的拘束力を持つ法規性文書ではないと考えられるが、指
南本文にはその記載はなく本法規の位置付けが不明瞭であ
ることも問題であり、その点の改善も希望する。
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中国で新原料の承認が遅々として進まないことは、日系
企業にとっても大きな問題となっている。上記、安全性リス
ク評価意見募集稿と同日に発布された、植物類化粧品新
原料の行政許可申請資料に関する調整案（意見募集稿：
2015 年 11 月 10 日発布）は、食経験や中国外での使用実
績を考慮した審査制度導入など業界の要望に沿っており、
新原料許可に向けて申請および審査の環境が整備されつつ
ある評価されたが、未だにその実効性はなしえていない。特
に、植物抽出エキス原料を用いた化粧品は日系企業の強み
であり、この新規承認が得られることは、日系企業にとって
大きな意義がある。

各産業の現状・建議

2015 年から特に、輸入化粧品の原包装上の表記に対し
削除もしくは修正の意見が出される事例が増えてきた。具
体的には、日本語での「無香料」、
「無着色」、
「鉱物油無
添加」、
「界面活性剤無添加」等の表現に対する意見であ
る。この理由はいくつか推察されるが、その一つには 2014
年 11 月に発布された化粧品ラベル管理弁法 ( 意見募集稿 )
や遠くない時期に公布されると推察される化粧品監督管理
条例の影響があると推察する。しかし、現行の中国法規に
は、外国語による表示を規制するものもなく、前記の審査行
為は今のところ法的根拠がないと考えられる。しかも、この
ような事例は漢字を使用している日系製品のみ発生してお
り、対応に苦慮する日系企業は決して少数ではない。

＜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、以下の通り要望する。
我々の要望が、当局の法規策定並びにその運
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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早期に公布されること
を要望する。
化粧品衛生監督条例の改定が進められている
が、化粧品監督管理条例は未だ修訂草案送審
稿に留まり、公布に至っていない (2017 年 3 月
時点 )。パブリックコメコメント募集時に企業が
提出した意見を基に本送審稿が適正に修正さ
れ、その上で WTO に TBT 通報され、できる限
り早期に公布されることを強く要望する。
②新原料承認が加速されることを要望する。
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、実際の審査お
よび原料管理方法は、中国日本商会等の意見
要望にも関わらず、依然として世界主要国・地域
の趨勢とは相違が大きい。これは、消費者に利
益のある新原料を、迅速に市場に提供する障壁
となっている。早急に、国際的な安全管理の実
態等を踏まえた、実効性のある運用の整備を強
く要望する。
③更新審査遅延に伴い生じている問題の抜本的
な救済措置を要望する。
更新審査が遅延している問題に対し、2016
年 12 月「关于调整化妆品行政许可延续有关
事宜的公告（征求意见稿）」が発布された。
CFDA がこの問題の重要性を認識され、精力
的に対応いただいていることに感謝する。た
だ、本意見募集稿では問題の解決に至らない
ケースが想定されるため、2016 年 11 月に
中国日本商会から提出した意見書に記載した
ような抜本的な改善措置を強く要望する。併
せて、新製品申請においても、申請資料上瑕
疵がない場合、「化妆品卫生监督条例实施细
则」で規定された期間内に審査を終えていた
だくことを要望する。
④輸入化粧品の原包装表示への指導の停止を要
望する。
日本製化粧品の原包装上の「無香料、無着色、
防腐剤無添加等」の日本語表示に対し、削除や
変更等の審査意見が出されているが、これら表
示は事実に基づく商品選択のための有用情報
であり、
日本流通品から削除はできない。一方、
中国専用包装を作成することはコスト増となる
が、そのコストは最終的に製品価格に転嫁せざ
るを得ず、消費者の負担が増大する。他国から
の輸入品における同様の表示との公平性の観
点からも、
「削除」意見が出されないことを強く
要望する。
⑤新法規の施行に際し、運用の詳細が事前に周
知徹底されることを要望する。
化粧品安全技術規範は、2016 年 12 月 1 日施行

として公布されたにも関わらず、前倒して 9 月か
ら運用が開始され、申請審査に大きな混乱をも
たらした。この状況は、企業にとって製品発売計
画の遅延につながり企業経営に大きな影響を受
けるが、審査側である審査専門家にはストレス
が、そして中保委にとっても多大な業務負荷を生
じている。今後法規や標準等が変更された場合
には、具体的な運用開始時期および運用要領に
ついて、明確に案内されることを要望する。また、
管理法規を新たに発布するもしくは変更する際
には、製品開発の現場・現状を正確に理解され
た上で、法規化されることを強く要望する。
⑥審査基準の統一を要望する。
シリーズ製品の申請登録において、全く同じ標
示に対して、ある製品では修正を求められたの
に対し、別の製品では問題なしという事例を、
何度も経験した。この問題が、審査専門家の審
査能力に起因するものである場合、審査基準等
研修を定期的に開催する等、審査専門家に対
する管理を強化し、審査基準がより統一化され
ることを要望する。
⑦「化 粧 品 既 使 用 原 料 名 称リスト」、
「中 文 原
料 名 称」および「 国 際 命 名 法（International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients）」の
状況について改善を要望する。
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既使用原料名称リストは中国新原料に該当す
るか否かを判断する際の重要な根拠となる。一
方、中文原料名称は製品の申請時に CFDA へ
の資料に使用される名称である。しかしながら、
これらは同一成分であっても整合性が取れてい
ないことが散見され、企業側に混乱を来たして
いる。化粧品原料の国際命名法に対し、重複あ
るいは矛盾した基準および速やかな情報更新
が可能な運営への改善および既使用原料名称
リストの定期的な更新を要望する。
⑧ SNS による化粧品販売に関する管理と消費者
への啓発を要望する
個人販売での誇大広告による濫用も確認されて
おり、適切でない情報は消費者の身の危険に直
結している。これまでの「適切な化粧品情報の配
信」といった貴重な情報は消費者まで届いていな
い。消費者の被害を軽減すべく、それら情報の発
信管理を強化すると共に、CFDA 公式サイトに質
疑応答コーナーを設置することを要望する。
⑨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、日本の化学品規制では、申告数量 1t/ 年
未満、他法規で規制される化粧品等の原料は
その適応が除外されている。他法規で評価され
た物質は既使用物質と見なせるため、現法の申
告対象物質の緩和を要望する。

164

中国経済と日本企業 2017 年白書

６．セメント

表２：2016 年中国の各地区別セメント生産量
地区

概況

2016 年のセメント生産量は 24 億 295 万トンとなり、前
年比 2.5％増と小幅ながら増加した。2015 年の生産量が
25 年ぶりのマイナス成長となり、以降、ピークアウトしてい
くと思われたが、2016 年は景気テコ入れのための財政出
動により不動産開発投資が増加し、セメント生産量の増加
につながった。
中国のセメント生産量は、世界シェア約 60％を占め、32
年連続で首位にある（2 位インドの約 8 倍、3 位アメリカの
約 28 倍）。
一方、生産能力は、35 億トンにまで達している。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
なされていない。痛みを伴う改革は 2017 年以降に先送り
された形となった。

表１：中国セメント生産量の推移
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
年
年
年
年
年
年
年
年
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生産量
1,629 1,868 2,063 2,184 2,414 2,476 2,348 2,403
(百万トン)
伸び率(％) 17.9 15.5 16.1

7.4

9.6

1.8 △4.9 2.5

各産業の現状・建議

出所：「数字水泥」2017年第01期

2016年の動向
中国水泥協会は 2015 年末の段階では、非公式ながら
2016 年のセメント生産量予想を「前年比約 3％減」と見て
いた。セメント生産量は 2030 年までに約 3 分の 2 減少し、
国内需要は 8 ～ 9 億トンまで下がるとの見方であった。政
府機関系のレポートが出回り、業界関係者からもセメント生
産量が今後徐々に減少していくことに異論は出なかった。
2016 年のセメント生産量が増加した要因は、インフラ投
資の安定成長と不動産市場の回復によるところが大きい。
不動産開発投資は、2015 年には前年比 1.0％増に留まった
が、2016 年は前年比 6.9％増となった。
地区別の生産量では、東北地区が 3 年連続、西北地区が
2 年連続でマイナス成長となった。
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全国
華北(北京市､天津市､河北省､
山西省､内モンゴル自治区)
東北(遼寧省､吉林省､黒竜江省)
西北(陝西省､甘粛省､青海省､寧夏
回族自治区､新疆ウイグル自治区)
華東(上海市､江蘇省､浙江省､
安徽省､福建省､江西省､山東省)
中南(河南省､湖北省､湖南省､
広東省､広西壮族自治区､海南省)
西南(重慶市､四川省､貴州省､
雲南省､西蔵自治区)

生産量
伸び率
(千トン)
(％)
2,402,954
2.49

割合
(％)
100.00

   210,523

7.16

8.76

   106,472

△1.19

4.43

   199,743 △4.59

8.31

   762,802

1.70

31.75

   686,457

1.62

28.57

   436,957

7.76

18.18

出所：「数字水泥」2017年第01期

セメント価格 ( 普通珪酸塩 42.5 級品、全国平均 ) は、
2016 年初の最低 244 元 / トンから年末には 337 元 / ト
ンにまで上がり (38％増 )、セメント業界全体の 2016 年度
税引き前利益は前年比 55％増（518 億元）と大幅に伸び
た。全国約 3,300 社中 43％が赤字に陥った 2015 年の反
動が見られ、特に下半期以降、主要燃料である石炭価格の
上昇分の売価への転嫁、冬季生産ピークシフト政策実施
に伴う一時的な需給逼迫、環境規制強化や資金繰り悪化
による中小会社の操業停止などが要因として挙げられる。
ただし、業界の利益が伸びたことで逆に「ゾンビ企業」の
復活を懸念する向きもある。
2016 年のセメント輸出量は前年比11％減の 815 万トン、
セメントの中間製品であるクリンカ輸出量（963 万トン）は
前年比 47％増と大幅に増えているものの、
日本のセメント・
クリンカ輸出数量が約 1,150 万トンであるのに比べれば、
絶対数量は多いとは言えない。一方で、国際市況を下げて
いるという影響は出始めている。中国企業は輸出による海
外顧客開拓よりも “ 一帯一路 ” 政策に沿った海外工場建
設投資に傾いている。

主な政策・行政措置
生産能力過剰対策

2016 年は重要な政策通達が 2 件出た。一つは、国務院
弁公庁による「建材工業の安定成長・構造調整・収益増加
を促進することに関する指導意見 ( 关于促进建材工业稳
增长调结构增效益的指导意见」。もう一つは、工業情報化
部による「建材工業発展規画 ( 建材工业发展规划 )20162020 年」。これらで共通する主要任務は、2020 年まで新
増設プロジェクトの認可を厳禁とし、実質支配者の異なる
企業間における生産能力置き換えも 2017 年末まで禁止
するということ。生産能力過剰解消のための方策としては、
①法律・規定に従い、環境・省エネ・安全・品質等基準未
達の企業に対して生産停止命令を出す、②電力価格差別
化政策や環境・省エネコストを上げることにより、企業の
自主撤退を促す、③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
は自主的な過剰生産能力削減を支持する、④生産ピーク
シフト策の実施により臨時的に生産量を減少させる。

構造調整専項奨励補助資金について

2016 年 5 月、財政部により「工業企業構造調整専項奨
励補助資金管理弁法 ( 工业企业结构调整专项奖补资金管
理办法 )」が出され、鉄鋼、石炭業界の生産能力過剰解消の
ため 1,000 億元規模の基金が設けられることとなった。し
かしながら、セメントは除外されることとなった。
2016 年 12 月、財政部は「中央財政が工業企業の構造調
整専項奨励補助資金を設けるのは、鉄鋼、石炭業界の人員
再配置のために使用されるものであり、セメント、ガラス業
界には適用しない」と明確化した。
これにより、基金設立を要望していた中国水泥協会は「投
資管理公司」設立を重点的に指向するようになり、各地域
で設立を準備する動きがある。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。
注;   2017年2月、中国内初のセメント投資管理公司「淄博聯和水泥
企業管理有限公司」が山東省で構成メンバー8社により設立され
た。同年3月には内モンゴル自治区でもメンバー11社により「内
蒙古水泥集団烏海公司」が設立された。

環境対策

2015 年から施行の「環境保護法」では、環境汚染企業
に対する処罰も厳格化された。また、2016 年 12 月に可決
された「環境保護税法」は 2018 年 1 月から施行される。
「セメント工業大気汚染物排出基準」の実施においては、
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。
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2017年の展望・重点政策

各産業の現状・建議

5 年に一度の党大会を控える 2017 年も GDP 伸び率 6.5％
前後の必達に向け、引き続き政府主導によるインフラ投資の
増加が見込まれる。中国建築材料聯合会では、2017 年のセ
メント生産量を前年比 1.1％増、24.3 億トンと予想している。
2017 年 3 月に開催された全人代の政府活動報告の中で
「過剰生産能力の削減」は重要任務の一つに挙げられた。
ただし、失業者の増加、景気の下振れ圧力等の痛みを伴い、
円滑に進まない可能性もあることから、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ていく必要がある。

セメント産業の問題点と改善要望
生産能力過剰問題

セメントの生産能力は 35 億トンに対し、生産量は 24
億トン（クリンカは生 産能力 18.3 億トンに対し、生 産 量
13.8 億トン）。
2017 年 2 月中旬の 10 日間、環境保護部、国家質量監督
検験検疫総局、国家発展改革委員会、工業情報化部、安全
監督管理総局等が 8 組の査察チームを編成し、セメント、
ガラス業界への全国一斉査察を実施した。老朽化した生産
設備の取り締まり強化と違法生産の摘発を目的とし、国の
指針に従って適切に処置されているかどうかをはじめ、過剰
生産設備の削減や環境保護に関する政策の履行状況を確
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認した。また、各地管轄の企業・設備リストを提出させ、現
状把握にも動くこととなった。査察の結果を受けて、段階的
な削減・解消の数値目標が設定されることになろう。
政府による過剰生産能力削減は石炭、鉄鋼を中心に取り
組んできたが、2017 年はセメント、ガラスが次の取り締まり
有力候補とみられている。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。
但し、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

32.5 複合珪酸塩セメント GB 基準は取り消されたものの、
ほとんどが32.5R ( 早強型 ) 複合珪酸塩セメントに取って代
わっただけの状況である。低品質である 32.5 級品全体の
GB 基準取り消しを求める声が業界の大企業側から上がっ
ている。

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冬
季生産ピークシフトを実施するとのことだが、江蘇省、浙江省、
福建省等、北方以外の多くの地区においても、春節期間や夏
の酷暑期間における生産停止を求めている。また、一部地区で
は PM2.5 の値によって一律強制的な生産停止措置が敷かれ
る場合があるが、環境基準を順守している企業に対しては、正
常な経営活動を阻害しないようにしていただきたい。

＜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、
市の環境対策というだけで一方的に閉鎖命令
を言い渡すという事例があった。この種の閉鎖
圧力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ため国の関連当局に
おいては、各省市に対し適切な監督・指導をす
るよう要望する。
②セメント業界は、2003 年から国家発展改革委
員会により「盲目的投資の防止」が謳われ、生
産能力過 剰抑制に取り組 んできた。以降、国
務院や政府各部門からも毎年のように同様の
通達が出ているにもかかわらず、規定された新
設・増設の禁止が徹底されていない。2016 年
には新たに 20 もの生産ラインが増加した。ま
た 2016 年は、ともに中央国有企業である中国
建 材と中国中材、地方国有企業の北京金隅と
唐山冀東の大型合併が実現したにもかかわら
ず、合併した各社の工場が同じ事業地域内に依
然存在し、生産能力の削減に至っていないケー
スがある。また、地域的に圧倒的なシェアとなっ
ていることも問題視されていない。国の生産能
力過剰解消策は、国有企業が率先して実施して
いくべきところ、独占禁止法関連当局も特段の
規制をしていないように見受けられる。独占禁

止法関連当局ならびに新増設認可権限のある
発展改革部門や工業情報化部門に対し、明確
な説明と指導の徹底を要望する。
③ 2015 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。同法の
運用に当たっては、瞬時の基準値超過を許さな
いというような非合理なものとはせず、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。
一方、中国水泥協会から 2016 年 10 月に公表さ
れた「セメント業界省エネと排出削減目標達成方
案」においては、セメント生産エネルギー原単位
や SOx、NOx、顆粒物の排出量について 2020 年
までに世界の先進レベルを達成するという指標が
示された。一部の数値は環境先進国である日本よ
りも厳しいものであるため、科学的に合理的な範
囲内での管理を厳格化すべきと考える。現在のと
ころ罰則規定はなく、中国水泥協会が出している
目標という位置付けであるが、将来強制力を持つ
ことも考えられ、地方政府がこれを理由に恣意的
な運用を行う可能性もある。管理・運用にあたっ
ては、公平性、客観性を保つよう要望する。

第３部
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④ 2014 年より、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」
策が実施された。2016 年においても工業情報
化部と環境保護部が連名で通達を発出し、同
措置を 2020 年まで継続することとなった。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、
資金を投入して省エネ・環境対策を行っている
企業を同一視せず、個別企業の状況に応じた措
置をとるよう要望する。
⑤ 2017 年後半に本格化すると言われている排出
権取引、2018 年から徴収が始まる予定の環境
保護税について、いずれも公平、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。
⑥ 低 品 質 の 32.5 級 複 合 セ メント GB 基 準 は
2015 年 12 月 に 取 り 消 され た も の の、ま だ
32.5R 複 合 セメントや 他 の 32.5 級 品 GB 基
準は残っている。これら標準の製品は、主に中
小企業が環境問題を無視したり、規定量以上
の混合材を使 用して生 産しているケースが多
い。中国のセメント総生産量のうち、約 60％が
32.5 級品である。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、32.5 級品全体の GB 基準取り消し、
または 32.5 級品生産工場に対してのコンプラ
イアンス検査を強化することを要望する。
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７．鉄鋼
中国鉄鋼業の概況

2016 年の中国の粗鋼生産は前年比 1.2％増の 8 億 800 万
トンとなり、34 年ぶりの前年割れとなった 2015 年から再び増
加に転じた。なお、2016 年の世界粗鋼生産（16 億 3,000 万ト
ン）に占める中国のシェアは約 50％であった ( 図１)。

図１：中国の粗鋼生産量と世界シェア

鉄鋼需給～2016年の回顧と2017年の展望
2016 年の不動産 販 売は、2015 年 年央以降の回復傾向
がさらに加速し、年初から大きな伸びが続いた。販売好調に
伴う住宅価格の高騰を受け、2016 年後半には過熱抑制の
ため、地方政府から次々と住宅購入 規制が 打ち出され、販
売の伸びはやや沈静化したものの、不動産市場の活況を受
け、新規住宅着工件数は 3 年ぶりに前年を上回った。
固定資産投資額について、第二次産業中、工業投資の伸
びは前年を大きく下回ったものの、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高
い伸びを持続したほか、年間を通じて旺盛な不動産開発投
資が続き前年を大きく上回る伸びとなった。
製造業関連では、機械、建機分野が前年の低迷から小幅な
がら回復に転じたほか、自動車生産・販売も 2015 年から続い
た販売促進政策により乗用車を中心に高い伸びとなった。
また、造船業では、前年に続く新規受注量の大幅な減少に
伴い、建造量が前年を下回ったものの、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、2016 年の国内鋼材消費につ
いて、その過半を占める建築分野が前年並み、機械産業は前年
比 0.8％減と微減、自動車が同 8.0％増などとなり、全体では
同 0.9％増の 6 億 7,000 万トンと公表した。また、2017 年につ

出所：World Steel Association
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中国の鉄鋼生産は 2000 年以降急拡大したが、中国政府
は、盲目的な投資による生産能力の拡大、省エネ・環境対策
の遅れなど、構造的問題を認識し、2005 年 7 月に「鉄鋼産
業発展政策」を発表し、以降、鉄鋼業の構造調整に向けた
継続的な取組みを行い、旧式設備の廃棄（2006 ～ 15 年に
製鋼能力約 1 億 7,000 万トン）は継続的かつ着実に進めら
れたが、一方で、製鉄所の移転や設備更新による能力増強
が続き、余剰生産能力は 2005 年の 7,000 万トン前後から、
2015 年には 3 億トン超にまで拡大した。
また、恒常的な赤字体質を抱え、事業継続が困難であるにも
かかわらず、地方政府が支援を与えて温存している「ゾンビ企業」
の存在など、市場メカニズムによる需給調整機能が十分に発揮
されない状況についても改善が必要であると考えられている。
中国の国内消費（粗 鋼換算見 掛消費）は 2013 年をピー
クに減少に転じ、2014 ～ 15 年は 2 年連続の前年比マイナ
スとなった。2016 年は、政府による経済政 策などにより小
幅ながら 3 年ぶりに増加に転じたものの、中・長期的には縮
小傾向と予測されている。
国内における供給過剰の状況は、長期にわたり大きな改善
が見られないことから、鉄鋼企業の輸出志向は強まり、2010
～ 15 年、鋼材輸出量は 6 年連続で増加を続け、2016 年は 7
年ぶりに前年をやや下回ったものの、2015 年に続き 2 年連
続で 1 億トンを越えた。安価な中国材の急激な流入を受け、
中国材を対象とした AD、CVD 案件に加え、セーフガード調査
が実施されるなど、影響は世界各国に拡大している。
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いては、粗鋼生産量が 7 億 8,800 万トン（前年比 2.2％減）、
鋼材需要量は 6 億 6,000 万トン（同 1.5％減）と予測している。

鉄鋼貿易～2016年の回顧と2017年の展望
2016 年の鋼材輸出は 1 億 849 万トン（前年比 3.5％減）
と、
過去最高であった前年をやや下回り、7 年振りの前年割れに
転じたが、輸出量は 2 年連続で日本の粗鋼年産に匹敵する 1
億トン超に達した。
そのような中、中国材を対象に EU や米国等の先進国や主
要輸出仕向け先である ASEAN 諸国をはじめ、インド、パキス
タン、ブラジル含む多くの新興国でアンチダンピング調査が
相次いで開始された。また、南アフリカなどでは中国等からの
輸出量の急増に伴い、セーフガード調査を開始する等、中国材
を対象とした貿易救済措置が各国で広がりを見せた。
このような状況について、中国鋼鉄工業協会は、
「鋼材輸出
の減少は、中国国内の鋼材価格の上昇と世界的な保護貿易の
影響を受けたことによる」との見解を示した。
中国政府は 2015 年 1 月1 日より、ボロン鋼の輸出に対する増
値税還付を撤廃したが、2015 年から 2016 年前半までは、ボロン
に代えて、クロム等、他の合金を添加した鋼材の輸出が高水準で
推移した。2016 年後半に入るとこれらは前年割れに転じ、暦年で
は輸出量最大品種の棒鋼の他、形鋼、線材が前年を下回った。
鋼材輸入は、住宅・インフラ投資拡大による機械・建機の内需
拡大、自動車生産の高い伸びなどにより年初から増加傾向が続き、
2016 年は前年比 3.4％増の 1,321 万トンと 2 年ぶりの前年比増加
となった。輸入の約 9 割弱を占める日本・韓国・台湾は、それぞれ、
日本：前年比0.9％増の553万トン、韓国：同10.3％減の440万トン、
台湾：同 0.5％減の 157 万トンと韓国が二ケタの伸びとなった。

中国鉄鋼業の構造改革の動き
中国鉄鋼業は、2005 年に「鉄鋼産業発展政策」を発表し
て以降、
「鉄鋼業、第 12 次五カ年規画」
（2011 年）、
「深刻
な過剰生産能力解消に関する指導意見」
（2013 年）などを
中心とする政策により、旧式生産能力の廃棄を進め、過剰生
産能力の解消に取り組んできたものの、2015 年末の粗鋼生
産能力は 11 億 3,000 万トン（国家統計局）に達し、余剰な生
産能力は 3 億トン超とみられる。
生産能力の余剰に加え、鉄鋼内需が 2013 年をピークに減
少に転じたことで、供給過剰はさらに深刻化し、2015 年は鉄
鋼製品価格の大幅な下落により多くの鉄鋼企業が赤字経営に
陥った。また、輸出の大幅増加による輸出仕向け先国との貿易
摩擦案件の急増など、構造調整の必要性は急速に高まった。

このような状況を受け、2015 年 12 月に開催された中央経済
工作会議（翌年の経済運営方針を決定）では、今後取り組む任
務の中で、
「過剰生産能力問題の解決」を筆頭に挙げ、この問題
に対する中央政府の決意の大きさを表した。2016 年 2 月、国
務院は「鉄鋼業過剰生産能力解消、困難脱却実現に向けた発

展に関する意見」
（国発［2016］6 号）を公布し、2016 年から 5
年をかけて粗鋼生産能力を1 ～ 1.5 億トン削減すると規定した。
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能力削減を進める政策として、関連の法律・法規、産業政
策を厳格に適用し、これらを満たさない生産設備を法に基づ
いて撤退させるとの基準を定めたほか、能力削減を進めるに
際しての最大の課題とされる雇用対策に関して 1,000 億元の
専用基金を設立するなどの具体的な支援策も提示された。工
業情報化部は、2017 年 2 月、2016 年は 6,500 万トンの生産
能力が削減されたことにより鋼材市場が回復し、鉄鋼企業の
利益は前年比 2.02 倍になったと発表した。
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このように、中央政府主導で構造調整が進められ、一定の
成果が見られる一方で、2016 年に削減された設備の過半数
は休眠設備で、
市場に与える影響は限定的と指摘されており、
2017年以降どのように実質的な削減を進めるか注目される。
また、国家統計局による生産能力の統計に含まれず、環境・
品質基準に達しない「地条鋼※」を 2017 年 6 月までに一掃
することを目指すとしており、中国鉄鋼業が能力削減に向け
解決しなければならない課題は多い。
※地条鋼：必ずしも明確な定義があるわけではないが、一般的に中周  波
誘導炉で、主に鉄スクラップを溶解し、地面に作った溝に流し込んで製
造される建築用鋼材を指す。鋼材規格に適合せず品質面で劣後する。

鉄鉱石について
2016 年の鉄鉱石輸入量は、前年比 7.5％増の 10 億 2,400
万トンと、5 年連続で過去最高を更新する一方、国産鉄鉱石生
産量は同 3.0％減の 12 億 8,000 万トンと 2 年連続の前年割れ
となった。
中国鋼鉄工業協会は 2016 年の銑鉄生産量（7 億 100 万
トン）は、前年比わずかに 516 万トン増であったのに対し、輸
入鉄鉱石は、同 7,164 万トン増で、銑鉄増産に必要な量を大
きく上回ったとしている。また、2016 年通年の平均輸入鉄鉱
石価格が前年比 5.55％高の 57.76 ドルと上昇したが、国産鉱
石（前年比 5.42％安の 510.1 元）は下落したと報告しており、
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国内鉱山企業は苦境に立たされている。
中国冶金工業規劃研究院は 2017 年の鉄鉱石需要について、
前年比 3.2％減の 10 億 5,700 万トン（62％換算）と予測している。

省エネ・環境保護に関する動き
深 刻な大 気汚 染に重 大な関心が 集まる中、中国 政 府は
2015 年 1 月 1 日から新「環境保護法」を施行し、新たな環
境基準の引き上げを実施した。また、2016年1月1日より新「大
気汚染防止法」
（2015 年 8 月 29 日公布）が施行されており、
鉄鋼を含む環境負荷の高い業界に対してはより高いレベル
での大気環境の保全管理が求められている。
2016 年 2 月に国務院より公布された「鉄鋼業過剰生産能
力解消、困難脱却実現に向けた発展に関する意見」（国発
［2016］6 号）の中でも、能力削減対象の中に、環境保護（汚
水排出標準、焼結・ペレット大気汚染廃棄標準、圧延業大気
汚染標準など）、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性の要求）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おり、鉄
鋼企業はより厳格な対応を迫られている。
この他、環境保護部は 2016 年 4 月に「環境保護の作用を
積極的に発揮し「供給サイドの構造改革」を促進することにつ
いての指導意見」を発表、過剰生産能力と旧式生産能力の地
域を跨いだ移転を厳格に防止する方針を明らかにした。
同部は 2017 年 1 月に 2016 年 1 ～ 11 月に関連法規に違反
し、生産制限、
操業停止、廃業などの処分を受けた鉄鋼メーカー
が 225 社（回）にのぼるとの情報を公表した。今後も環境規制
の強化による中国鉄鋼業界への影響が注目される。

＜建議＞
①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「鉄鋼産業発展政策」を
発表して以降、鉄鋼業の量から質への転換、資源
利用効率の向上、収益性の改善等を図るべく、過
剰生産能力の削減を進めてきた。第 12 次五カ年
規画期間（2011 ～ 15 年）には約 9,486 万トン（工
業情報化部）の旧式設備の淘汰が行われたが、こ
の間、実需の伸びを大幅に上回る新規設備が建
設されたため、2015 年末時点の粗鋼生産能力は
11 億 3,000 万トン（国家統計局）に拡大し、同年
の粗鋼生産量約 8 億トンとの比較において、過剰
生産能力は 3 億トンを突破したものとみられる。
一方、2016 年の中国の鉄鋼内需（粗鋼換算見掛
消費）は、政府のインフラ投資などの経済政策に
より 3 年振りに増加に転じたものの、中・長期的
には縮小傾向と予測されている。
また 2016 年の中国からの鋼材輸出は、2015 年
に続いて 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。世界的な過剰鉄鋼
生産能力の解消は、2016 年に開催された G7 サ
ミット
（伊勢市・日本）、
G20 サミット
（杭州市・中国）

でも取り上げられ、世界鉄鋼業にとって喫緊の課
題として共通認識が得られた。

たものの、2015 年に続き 2 年連続で 1 億トン超え
となった。

このような中、中国政府は 2016 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）、同年 11 月に「鉄鋼
業調整・高度化計画（2016-2020 年）」を公布し、
2020 年までの 5 年間で製鋼能力を 1 ～ 1.5 億ト
ン削減し、10 億トン以下を目指すとしたほか、産業
集約度を向上させ、粗鋼生産上位 10 社の全国合
計に占めるシェアを 60％に引き上げるとしている。
また、イノベーション強化による世界的先進企業の
育成、対外開放の推進などの目標を掲げている。

こうした高水準の鋼材輸出を受けて世界各国で中
国製鋼材に対する警戒感が強まる中、
中国政府
（商
務部）は 2016 年 11 月 10 日の定例ブリーフィン
グにて、鉄鋼製品の貿易摩擦問題に関し、
「この
問題は過剰生産能力の問題であり、こうした観点
から世界の協力が必要」との認識を示している。
また、中国鋼鉄工業協会は「国際市場では中国材
に対する AD・CVD 措置が増加し、鋼材輸出は困
難を増している」と分析している。

同計画の初年である 2016 年の成 果について、
2017 年 3 月に開催された全人代では、鉄鋼生産
能 力の削減 実 績は 6,500 万トン超と、年度目標
（4,500 万トン）を上回ったとするとともに、従業
員の再就職にも適切に取組んだ旨報告された。
日本鉄鋼業界は中国政府・業界によるこれらの積極
的な取り組みに敬意を表するとともに、引き続き実効
性のある形で迅速かつ確実に構造調整が推進される
ことを要望する。加えて、今後の過剰生産能力削減の
進捗を最大の関心事項の一つとして注視している。
また、中国鉄鋼業が早期に構造調整を実現できる
よう、日本鉄鋼業界としても、過去の構造調整にか
かわる経験を中国の鉄鋼業界と共有するなど、最
大限の協力を惜しまない所存である。

第３部

②鉄鋼生産について

各産業の現状・建議

2016 年の GDP 成長率は 6.7％にとどまり、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％は上回ったものの、前年比 0.2 ポイン
ト減速した。政府は、中国経済が高度成長から安
定成長を表す「新常態（ニューノーマル）」に移行
したとの認識を示した。
中国鋼鉄工業協会によると、2016 年の国内鉄鋼
需要（粗 鋼換 算）は前年比 2.03％増と、わずか
ながら 3 年振りにプラスに転じた。しかし、これ
は中国政府によるインフラ投資などの政策効果
によるところが大きく、中・長期的には鉄鋼需要
は減速が続くとみられている。2017 年の国内鋼
材消費について、中国冶金工業規劃研究院は前
年比 0.9％減の 6 億 5,800 万トンとの予測を発
表している。
日本鉄鋼業界としては、中国の鉄鋼企業が統合・
再編を進めて過当競争体質を改善し、健全な鉄鋼
市場を早期に構築できるよう要望する。そのため
にも、両国政府が主催する日中鉄鋼対話などさま
ざまな機会をとらえて、中国鉄鋼業界との相互交
流を一層促進させ、中国鉄鋼業のさらなる発展に
貢献していきたいと考えている。
③鉄鋼貿易について
2016 年の鋼材輸出は前年比 3.5％減の 1 億 800
万トンと、2009 年以来 7 年振りの前年割れとなっ
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日本の鉄鋼業界は、自由で公正な貿易体制の維
持が世界経済発展のために不可欠と認識しており、
中国政府ならびに中国鉄鋼業界に対しては、東南
アジアをはじめとする世界鉄鋼市場の健全かつ
持続的な発展に配慮するとともに、鋼材輸出に対
する増値税の還付制度の見直しなどを含め、適切
な通商政策がとられるよう要望する。
加えて、日中鉄鋼貿易においては、これまで長きに
亘り培ってきた信頼関係をベースに、両国政府主
催の日中鉄鋼対話というプラットフォームを通じ、
鋼材貿易に関する相互理解を深めていきたい。
④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）
、
2016 年
（東
京）と 2 年連続で開催された。日本鉄鋼業界は、
両国が地球規模での温暖化対策および環境対策
という観点から、同交流会のような定期的な意見
交換を通じて日中両国が目標を共有し、技術開発
などを通じ協力の成果をあげることを要望する。
⑤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 年には、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、鉄鋼業全体の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
2016年の家電業界は、経済の減速の影響を受けて全般とし
て昨年と横ばいとなり、
テレビ、冷蔵庫など大物家電は伸び悩ん
だが、空気清浄器、
ドライヤー、シェーバーなど健康・美容関連
の小家電は成長。また、販売ルート別では、オフライン市場の不
振は止まらず、オンライン市場が引き続き高い成長を記録した。
（※業界動向のグラフ、数字データ出所は Gfk）

主要商品の概況

エアコン

2016 年のエアコン販売台数は約 3,800 万台と前年より微
増した。2016 年夏の高温で、エアコン販売が増加した。特に 3、
4 級都市、農村部での伸び率が顕著となった。
エネルギー利用効率化やスマート化が継続的に進む中、中
国初のスマートエアコン基準（房間空気調節器智能指数認
証）が中国家電研究院に発表された。エアコンをスマート機能
（ユーザ動き感知など 24 項目）、スマート特性（自動学習な
ど 7 項目）、スマート效用（安全性など 5 項目）という 3 つの
カテゴリで評価する。

図３：エアコン販売台数（単位 :1,000 台）

薄型テレビ

2016 年のテレビは、ネット販売がさらに成長し、全体規模
で 4,300 万台と前年並みとなった。2016 年のトレンドは、1）さ
らなる大型化の継続、2）4K テレビへのシフト継続、3）オンラ
イン販売の増加。業界への新規参入は沈静化したが、既存メー
カー間の競争がさらに激化し、
価格下落は続いている。LeTV に
代表されるネット TV ブランドは、昨年に続き、動画配信サービ
スとハードウエアを組み合わせて差異化を図る一方で、既存の
テレビブランドが高価格の商品を増やす動きも出てきている。

図１：テレビ販売台数（単位：1,000 台）

冷蔵庫

第３部

2016 年冷蔵庫の販売台数は約 3,200 万台で昨年より減
少するが、ネット販売が全体を占める割合はさらに増加してい
る（18％→ 28％）。

各産業の現状・建議

商品カテゴリーでは、三ドア式は昨年より市場に占める割合
が減少するも、依然として市場の約 1/4 を占める主流となってい
る。一方、十字四ドア式は大容量、ハイエンド市場中心に 2015
年より販売額がほぼ倍増している。

デジタルカメラ

デジタルカメラは、
400 万台弱で、
減少傾向が続いているが、
その減少スピードは減速傾向にある。スマートフォンのカメラ
機能の進化により、スマホと差別化できないデジカメは今後
とも減少が続くとみているが、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。コンパクトデジカ
メについても、高機能なカメラは微減にとどまっている。

2016 年 10 月から新しい冷蔵庫電力消費効率基準（家用
電冰箱耗電量限定値及能效等級）が実施されている。

図４：冷蔵庫販売台数（単位 :1,000 台）

図２：デジタルカメラ販売台数（単位：1,000 台）

洗濯機

2016 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、トータル約 3,600 万台となり、
前年から増加した。
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商品カテゴリーでは、洗濯・乾燥一体型を中心にドラム式
の販売が伸びている。特にローエンド商品のシェアが伸びる
傾向にあるが、小売価格が下降している。一方、WiFi 機能や
衣類分け洗い用に複数の洗濯槽を有する商品など、ハイエン
ド商品の陣営も拡大されている。
また、乾燥機能への需要が拡大、独立式の乾燥機の販売が
伸びている。現状は外資系ハイエンドが主流となっている。

図５：洗濯機販売台数（単位 :1,000 台）

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頂く
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。
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、2017
年 1 月上旬までに、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。
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、
支払いの加速を要望する。

中国家電企業の世界進出
2016 年、フォーチュン 500 に中国の家電企業（美的）が始
めてランクインするなど中国の家電企業の世界進出はさらに大
きく進んでいる。各社の 2016 年上期の海外市場での販売前年
比は、ハイアール62%増、美的13% 増、
格力60% 増となっている。

第３部
各産業の現状・建議

美的は 2016 年に東芝の家電部門、東芝ライフスタイル、イ
タリアの大型空調企業の Clivet、
スウェーデン掃除機メーカー
Eureka を買収。さらに、ドイツロボット大手の KUKA、イスラ
エル自動化ソリューション企業の Servotronix を買収し、海
外進出と事業の高度化を加速している。
ハ イ アール は 現 在、ハ イ アール ブ ランド 以 外 に GE、
Fisher&Paykel、アクア、カサルテ、リーダーなどのブランド
を世界に展開しており、調査会社 Euromonitor の大型家電
グローバル販売調査では、2016 年の世界シェアは 10.3% と
八年連続世界一となった。特に、冷蔵庫（シェア 16.8％）、洗
濯機（同 14.4％）などが 2 位を大幅リードしている。
また、テレビ業界においては調査会社北京群智営銷咨詢
によると、2016 年中国ブランドテレビ出荷台数は約 5,120
万台、世界シェアは 34％となる見込み（前年比 4％増）。一方、
韓国勢は 31％の見込みとなり、初めて中国勢は韓国を超え
世界一となる。

さらに近年、LeTV、小米など新興メーカーはインターネット

テレビを持って業界へ参入し、テレビ業界の構図が変わりつ
つあり、特に LeTV はアメリカの Vizio を買収するなど海外に
おける販売台数を急速に拡大している。

＜建議＞
廃棄電器電子製品回収処理管理条例関連
①「廃棄電器電子製品回収処理管理条例」
（中国版
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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。
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。
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。
①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。
②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。
③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
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、昨
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取り扱いを行
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。
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
て全国にて運 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）
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・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
③ HS コードに関しての判断の一元化
各地方により同一品番の部 材・完成品であって
も HS コードの 判 断 が異 なるケースがある。判
断が難しいケースも確かに存在するため完全な
一元化は難しい点は理 解するが、企 業としては
過去に一度認められた HS コードが使用できな
い事例においては対応に苦慮するため、運用上
この問題を打開する仕組みの構築を要望する。
＜改善の提案＞
・帰 類センターの 発 行する預 帰 類 建 議 書の有 効
期間、有効地域を拡大する。
・ 全国で通用する預帰 類 決 定 書の運用を本 格 的
に実施する。
・ 過去に当局が使用を認めた HS コードに関して、
別担当者、別地域の当局が異議を唱えた場合に、
企業が仲裁を求めることのできる当局機関を設
ける。
中国国外への人民元資金貸付規制の緩和を要望
2016 年 11 月、中国人民 銀 行は、
「域内企 業の
人民元域外貸付業務をさらに明確化することに
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関する通達（銀行発 [2016]306 号文）」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。
外国人保障、労働派遣、ビザ関連
①日中 社 会 保 障 協定の交 渉 が 再 開され、直 近で
は、昨 年 の 11 月に第六回の日中 社 会 保 障 交渉
が実 施されているが、この協定の締 結により、
社 会 保 険 料 の二重 払い 等 の問 題を 解 決し、日
系 企 業 および日本人従 業 員の負 担 が 軽 減され
るよう、日中 社 会 保 障 協 定の 協 議 開 催 頻 度 を
高め、交渉が加速されるよう要望する。
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昨年 11 月より試行されている外国人就業許可制
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。

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て伸び
を示すも、2012 年以降の中国経済減速の影響を受け、再び
鈍化傾向にある。ただし、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。中国の事務機器（OA 機器）
市場は、成長が鈍化したとはいえ、中期的にはまだ緩やかな
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
売が二ケタの割合で成長している。一方、中国国内の景気後退
や政府購買の減少もあり、全体的には成長鈍化が見られる。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。
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多様な販売ルート
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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。ただし、2016 年 7 月には
北京の海龍電子城、8 月には上海の美羅城といった大都市を
代表する電脳城が、家賃の高騰や E コマースの普及を理由に電
脳城としての機能を失うなど、店頭販売は減少傾向にある。

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。

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
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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
体および消耗品についても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、中国国内の景気減退や政府購買減少の影
響もあり、昨今は成長が鈍化しつつある。ただし、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。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。
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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製品標識標注規定
・同規定の廃止に伴い、外国製品についても国内生産
品と同様に「企業標準番号」などの表示が必要となっ
ているが、外国製品については企業標準の登録先が
無く対応が不可能であるといった問題が生じている。
本規定の廃止に対する代替措置の導入を要望する。
② 廃 棄 電 器 電 子 製 品 回 収 処 理 管 理 条 例（中 国 版
WEEE）での企業向け製品について
・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。且
つ海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
を上げられているため、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実態の説
明や情報公開の法制化を要望する。
③模倣品（消耗品）取り締まり
・中国市場では依然として模倣品（消耗品）が多く存在
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しているが、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ため、引き続き税
関による模倣品輸出取り締まり強化を要望する。
④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。
⑤省エネ・エネ効・環境関連ラベル制度
・能効標識など、国際的な Energy Star 基準に合わせ
た新基準策定の動きにより、企業の負荷も減る方向
なので非常にありがたいが、一部の規制は準備期間
が十分でないことがある。例えば、エネ効ラベル管理
弁法と実施規則の改定は公布から施行まで 3 カ月程
の期間しかなく、メーカーは充分な対応期間が持てな
かった。本制度に限らず、新たな制度を施行する際は、
十分な準備期間を設定いただくことを要望する。
・異なる認証で同一内容の試験が要求されている。
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、試験
結果の共有使用を許可するなどの改善を要望する。
⑥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、
「網絡安全法」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。

10．電子部品・デバイス
世界経済の現状は、ユーロ圏での減速や新興国での成
長鈍化など懸念材料が一部にあるものの、米国における
雇用や投資改善への期待、インドや東南アジア等でのイン
フラ整備や消費拡大の進展により堅実な成長を維持する
ことが見込まれている。
こうした世界的経済成長の背景に、第 4 次産業革命とも
呼ばれる IoT を核とした産業構造変革の波が存在すること
は言を待たないが、その成否を左右する大きな要因のひとつ
が中国市場の動向と日系企業とりわけ電子情報産業、電子
部品・デバイス事業の伸長である。
注目市場のひとつであるスマートフォンの生産においても、
これまで世界市場を席巻していた米国、韓国企業を中国企
業が猛迫し、中国三大メーカーによる国内出荷額は 2017
年に 5 億台を超えると予想されている。このような、有力中
国企業の成長を支える上で不可欠とされるものが高機能化
された電子部品・デバイスであり、その生産を担う多くの日
系企業の存在である。これまでの長きに渡る中国政府から
の支援、指導に感謝すると共に、中国政府が目指す新たなイ
ノベーションの実現に向け、本白書の内容が真摯に検討さ
れることを期待するものである。
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電子部品・デバイスの産業状況
2016年の動向

各産業の現状・建議

2016 年における電子部品の世界生産額は 22 兆 1,995
億円で前年比 7％減と見込まれている。
通信機器向けでは、
スマートフォンの台数の伸びが鈍化したが、1 台あたりの部
品使用数の増加で需要数量は台数以上に増加しており、自
動車向けでも、自動ブレーキ等の安全技術の普及や電装化
率の向上により需要は増加しているため、市場環境ではな
く為替の影響による部分が大きい。特に日系企業では自動
車市場において、車線維持支援システム（ADAS）向けの需
要が増加し、スマートフォン市場でも新興国の高速通信サー
ビス (LTE) の拡大により、高機能端末の需要が増加した。
ディスプレイデバイスの世界生産額は 13 兆 611 億円で
前年比 18％減と落ち込みが見込まれている。液晶テレビ市
場が飽和状態にあることやスマートフォン市場の成長鈍化
が影響した。高精細 ･ 高画質技術を先行して持つ日系企業
も海外企業との競争では苦戦を強いられた。
半 導 体 の 世 界 生 産 額 は 36 兆 4,429 億 円 で 前 年 比
10％減と見込まれている。2016 年後半になり、中国での
高画素カメラ機能や LTE 通信機能を搭載した高付加価値
スマートフォンの需要増やパソコンの一時的な反動増など
によりメモリを中心に好影響があったものの、スマートフォ
ンの成長鈍化とパソコン需要の減少傾向は変わらずマイナ
スとなった。
中国市場の動向ではスマートフォン市場での中国メー
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カーの急成長が特筆される 1 年であった。広東歩歩高電子
工業 (Vivo) や広東欧珀移動通信（OPPO）といった中国国
内メーカーが急成長し、2016 年の国内スマートフォン出荷
数（約 5 億 6,000 万台 前年比 8.0% 増）の約 70%( 約 4
億台 ) を占めるまでに成長したことは電子部品・デバイスの
新たな需要を生むこととなった。

2017年の展望

2017 年における電子部品の世界生産額は 22 兆 8,201
億円で前年比 3％の伸びが予想されている。データセン
ターの拡充やブロードバンドの普及、自動車への通信機
能の搭載などが期待されているが、中でも日系企業の高
機能 ･ 高信頼性部品への需要は一段と高まることが予想
されている。
ディスプレイデバイスは海外企業の規模拡大等により依
然として厳しさは残るものの、2017 年における世界生産額
は 13 兆 6,500 億円と 5％の成長が見込まれている。
半導体の世界生産額は 37 兆 6,657 億円で前年比 3％の
増加と予想されているが、要因として省エネ機運の高まりに
よりエネルギー効率の高い機器への買い替えが進むことか
らパワー半導体需要に期待が持てることや、自動車の電装
化率の高まりによる需要の増加が期待されている。
中国市場で今後特に注目されるのは、地方政府による固
定資産投資の拡大である。
「インフラ」
「産業」
「環境」
「暮らし向き向上」の各分
野に重点が置かれているが、中でも前年比 7.5％の拡大が
見込まれる江蘇省では、投資額が 5 兆 3,000 億元に膨ら
んでおり、その一角を占める半導体産業の振興（新工場の
建設等）に注目が集まっている。

今後注目される分野の動向

短期的な市場動向だけではなく、中長期的なスパンで今
後注目される分野を見ると、電子部品・デバイスの中でもと
りわけセンサとアクチュエータ技術の進歩がその発展に大
きく貢献している、ロボットおよび人工知能（AI）に関する市
場が注目されている。
「ロボット」
は、
生産現場での作業を行う
「産業用ロボット」
に加え、
今後「コミュニケーションロボット」
「業務支援ロボッ
ト」
「介護ロボット」
「清掃ロボット」と幅広い分野での活用
が期待されているが、さらに「移動ロボット」として、自動運
転車やドローンが交通、運輸などの分野で社会や人々の生
活を大きく変えていくことが期待される。
2025 年における移動ロボットを除く 5 種類のロボット世
界需要額は 38 兆 4,500 億円 (2015 年から年平均 36.6％
増加 ) と見通され、特に会話、見守り、接客等を行うコミュ
ニケーションロボットの需要額は 20 兆 2,000 億円（同年
平均 76.9% 増）でロボット 5 種全体の 53% を占めると予
想されている。また、移動ロボット 2 種の 2025 年における
世界需要額は、93 兆 6,200 億円と予想され、そのうち自動
運転車は 87 兆 900 億円を占めると予測されている。

図：ロボット 5 種の世界需要額見通し

（交流会）が行われるようになった。

引き続き改善が求められる点
①市場経済ルールの近代化

貿易・通関／税務・会計／国際物流等の業務分野にお
いて、関連する税額の算定方法が多くの国で一般的と
される内容とは異なる中国独自の方式であることや、
中国内の地域もしくは担当官により運用、判断の差異
が存在している点が問題となっている。これらについ
ては引き続き改善を要望する。
また、新企業会計準則における連結財務諸表の作成要
件については、統括会社機能を有する投資性公司が多
い北京地域の特殊事情にも考慮いただきたい。
②外国人労働者にかかわる規制の緩和

出所：電子情報技術産業協会

一方、人工知能（AI）は、既存のさまざまな製品を「AI」
搭載によって高い付加価値のある新しい製品に生まれ変
わらせる可能性を有しており、幅広い分野での活用が期待
されている。
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2025 年における人 工知 能（AI）市場の世界需要 額は
317 兆 8,500 億円（2015 年から年平均 41.0% 増）と見通
され、AI 搭載ロボットを中核にしつつ、産業分野の壁を越
えた AI 技術の広がりとデータ利活用の変革によりさらなる
市場拡大が期待できる。人工知能 (AI) の需要部門で 2020
年の最大構成は自動車、交通分野で安全安心な運転を支
援する自動運転車の拡大により 52 兆 2,100 億円が見込ま

各産業の現状・建議

れている。
さらに 2025 年には公共ビジネスが 132 兆 4,400
億円と自動車 ･ 交通の 107 兆 3,300 億円を抜いて最大構
成になると予想されている。

具体的な問題点と改善要望
上述のとおり電子部品・デバイスは多くの産業分野にそ
の用途を拡大しているが、さらなる成長、発展に向けた現状
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みられた事例として
以下のようなものがある。
①貿易
事後まとめ通関の実施により海関の PC 故障やシステ
ム不具合時にも影響を受けずスムーズな輸入作業がで
きるようになった。
②税務 ･ 会計
改正税制（営業税に代えて増値税を徴収する試験の全
面的な実施）の運用開始により企業に節税効果が発生
した。
③省エネ・環境
省エネ ･ 環境に関連する政策、法律、計画の策定過程
において外資企業を含む関連業界、企業との情報交換
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中国の産業発展にとって人材の活用が重要であること
は言うまでもなく、不法就労者の排斥や社会保険制度
の充実、障害者雇用の拡大など労務政策の充実は喫緊
の課題である。ただ、外国人労働者の場合、本国制度
との関係調整が無ければ本人にとっては合理性を欠く
ものになる可能性もある。
したがって、中国内の制度を外国人労働者に適用する
にあたっては、一律の運用ではなく個別企業および本
人の事情に配慮した柔軟な制度の適用を望む。
③政策課題のグローバル化
中国の産業発展に対するリスクとして多くの外資企業
が共通に認識している問題のひとつが成長による環境
破壊である。危険廃棄物に対する適正な処理能力を持
つ企業の育成や、各地で相次いでいる爆発事故に対す
る抜本的な対策の実施を早急に求めるとともに、各種
の手続等における透明性、公平性の確保と実施細則の
整備や解釈の明確化、規制に関する問い合わせ窓口の
周知等を要望する。

＜建議＞
近代的な市場体系の完備
①中古機械の輸入関税およびその他通関業務の
改善
「重点旧機電産品輸入管理便法」で指定され
ている中古機械を輸入する際の税金算出方法
が各地方税関により異なる。地域によっては複
数の計算式があり、担当官の判断で税率が変
わってしまう事例も発生している。また、他国で
は残存簿価に対する課税が一般的であるが、中
国の計算式では課税額が相対的に高額となり
産業競争力を低下させる要因にもなっており、
課税ルールの統一と見直しを要望する。併せて
輸出入申告事務全般に関する担当官のトレーニ
ング強化や規則 ･ 規定解釈の全国統一運用に
ついても、引き続き要望する。
②新企業会計準則の運用ルール見直しおよび税
関システムの安定運用
新企業会計準則では連結財務諸表の作成要件

が規定されている。統括会社機能を有する投資
性公司が多い北京地区では、今後新基準への
対応のため、新たな体制整備やコスト増など運
営上の大きな問題が発生してくる。連結財務諸
表作成対象会社を上場会社等に限定するなど
の見直しを要望する。また、税関から税務シス
テムに送信する輸出通関情報の転送が不安定
なため、取り扱うデータの時間的差異により不
必要な検証作業が発生している。関連する情報
をタイムリーに共有できるシステムの安定運用
を要望する。
③国際物流にかかわる課税の特例廃止
本来、増値税・所得税とも非課税である海外か
らの輸入時の着払い運賃・港湾費用に対し、大
連市では課税通達が発行されている。非課税
を証明するために要求されている資料（代理店
契約書、Debit Note コピー、銀行支払い証明、
免税処理委託書業務フローチャート）の作成に
は多大な時間を要しており、このような個別地
域の特例適用については撤廃を要望する。
外国人労働者にかかわる規制の緩和
①外国人の就労許可にかかわる運用の明確化と
改善
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新基準では外国人を A、B、C の 3 類に区分し許
可申請手続を行うとしているが、区分の基準につ
いては、いまだ不明確な部分があり対応に不安を
感じている企業も多い。試行地域の企業からの
要望等も踏まえ、早期に申請方法、区分基準、担
当官の裁量範囲等に関する統一的な指針の提示
を要望する。併せて、新基準の適用にあたっては
企業規模や本人の学歴、年齢に過度な制約を設
けず当該企業の持つ固有技術や中国におけるこ
れまでの事業実績、また本人の職務経歴等を広
範に考慮した柔軟な運用を要望する。
②社会保険制度の国レベルでの統一的運用およ
び日中社会保障協定の早期締結
社会保険諸制度の地域による相違が中国内で
の広範な人材の活用を妨げる要因の一つとなっ
ている。また、制度の実施レベル（加入状況等）
についても地域間で差があり、突然の方針転換
による企業の経営計画への影響も発生してい
る。長期的な方針を明確にし、段階的な統一を
要望する。また、日中社会保障協定の締結によ
り、社会保険料の二重払い等の問題を解決し、
日系企業および日本人従業員の負担が軽減さ
れるよう、日中社会保障協定の協議開催頻度を
高め、交渉が加速されるよう要望する。
③障碍者雇用に関する補償金納付基準の是正
昨年の法改 正により計算基 準が改められ、一
部地域では納付金額が大幅に増加する事態が
発生している。個別企業の業種、業態あるいは
地域間の物価水準の相違等を考慮しない一律
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的な改定は合理性に欠ける面がある。特に、流
動的な要素の多い外国人労働者の賃金を基数
計算に織り込むことは制度基盤を不安定なもの
にする可能性がある。地域や個別企業の実態
を踏まえた早期の改定を要望する。
政策水準のグローバル化
①危険物管理の水準向上
危険廃棄物は専門業者への委託処理が必要だ
が、業者の処理能力が不足し企業活動に影響
を与える事態が発生している。専門業者の処理
能力向上に関する指導の強化を要望する。一方
で、依然として一部地域において爆発事故が発
生している状況も鑑み、環境への影響や地域住
民の安全を確保するために必要な規制管理の
強化と対処状況の開示を要望する。
②環境行政の高度化
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
報交換を十分に行っていただくことを要望する。
各種手続等における透明性、公平性の確保と
実施細則の整備や解釈の明確化、規制に関す
る問い合わせ窓口の周知を要望する。また、環
境規制への対応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）を導入することを引
き続き要望する。
③知的財産権の保護強化
知的財産権（商標、特許等）の保護について、
引き続き商標登録審査の厳格化、模倣品に対
する取り締まり強化を要望する。再犯に対する
厳罰化の法運用を適切に進めていただくととも
に、これらの取り組みが全国規模で実施される
ことを期待する。また、権利侵害に関する係争
では、侵害者側の逃げ得を許さず権利者が納
得できる判決を要望する。

11．自動車

と 310 万 8,000 台となり、
同期比はそれぞれ 11.2% 増、
8.8%
増となった。

新エネ車の販売台数は同期比で53.0%上昇

2016年自動車工業
経済運行状況について

2017 年 1 月 17 日、工業情報化部装備工業司の発表に
よると、2016 年の中国の自動車生 産・販 売は比 較的に
速やかな成長を見せ、生産・販売総量は過去最高を再度
更新した。年間自動車生産・販売台数は、それぞれ 2,811
万 9,000 台と 2,802 万 8,000 台に達し、同期比はそれぞ
れ 14.5% 増、13.7% 増となり、前年同期比ではそれぞれ
11.2 ポイントと 9.0 ポイント上回ったとしている。

乗用車販売は同期比で14.9%増加
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中国汽車工業協会（CAAM）の統計によると、2016 年の
乗用車生産・販売台数はそれぞれ 2,442万1,000 台と2,437
万 7,000 台にのぼり、同期比はそれぞれ 15.5% 増、14.9%
増となり、伸び率は自動車全体より1.0 ポイントと 1.2 ポイ
ント上回った。その急成長は、自動車生産・販売台数増加へ
の貢献度がそれぞれ 92.3% と 94.1% となった。このうち、
普通乗用車（セダン）の販売台数は 1,215 万台に達し同期
比 3.4% 増、SUV の販売台数は 904 万 7,000 台に達し同
期比 44.6% 増、MPV の販売台 数は 249 万 7,000 台に達
し同期比 18.4% 増、クロスパッセンジャーカーの販売台数
は 68 万 4,000 台に達し同期比 37.8% 減、となった。

排気量1.6L以下の乗用車は急成長を維持

各産業の現状・建議

購置税優遇政策の影響を受け、2016 年の排気量 1.6L
以下の乗用車販売台数は 1,760 万 7,000 台にのぼり、同期
比 21.4% 増となり、乗用車販売台数の 72.2% を占め、同期
比 3.6 ポイント増となった。

自主ブランド乗用車の販売台数は
初めて1,000万台を突破

2016 年 の自主ブランド乗 用 車 の 販 売 台 数は 前 年比
20.5% 増の 1,052 万 9,000 台となり、乗用車販売総台数の
43.2% を占め、市場シェアは同期比で 2 ポイント上がった。
このうち、自主ブランドの普通乗用車（セダン）の販売台数
は 234 万台に上り、前年比 3.7% 減で市場シェアは 19.3%
となり、同期比で 1.4 ポイント下落した。SUV の販売台数は
526 万 8,000 台に上り、前年比 57.6% 増で市場シェアは
58.2% となり、同期比で 4.8 ポイント増加した。MPV の販
売台数は 223 万 8,000 台に上り、前年比 19.9% 増で市場
シェアは 89.6% となり、同期比で 1.2 ポイント上昇した。

商用車の販売台数は同期比で5.8%増加

2016 年の商用車の生産・販売台数はそれぞれ 369 万
8,000 台と 365 万 1,000 台となり、同期比はそれぞれ 8.0%
増、5.8% 増となり、伸び率はさらに拡大した。車種ごとには、
バスの生産・販売台数はそれぞれ 54 万 7,000 台と 54 万
3,000 台となり、同期比はそれぞれ 7.4% 減、8.7% 減となっ
た。トラックの生産・販売台数はそれぞれ 315 万 1,000 台
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2016 年の新エネ車の生産台数は 51 万 7,000 台にのぼ
り、販売台数は 50 万 7,000 台に達し、同期比でそれぞれ
51.7% 増と 53.0% 増となった。
そのうち、
電気自動車の生産・
販売台数はそれぞれ 41万 7,000 台と40万9,000 台に達し、
同期比でそれぞれ 63.9% 増と 65.1% 増となった。プラグイ
ンハイブリッド車の生産・販売台数はそれぞれ 9 万 9,000
台と 9 万 8,000 台に到達し、同期比でそれぞれ 15.7% 増と
17.1% 増となった。

1～11月の重点企業（グループ）の経済的利益は良好

中国汽車工業協会の統計によると、
業界内の重点企業
（グ
ループ）は営業収入の成長を維持し、伸び率が高くなった。
2016 年 1 ～ 11 月、自動車産業の重点企業（グループ）の
営業収入は累計で 3 兆 2,596 億 9,000 万元を実現し、同
期比で 16.2% 増加した。利益総額は累計で 5,309 億 5,000
万元に達し、同期比で 7.4% 増加した。

1～11月の自動車輸出は同期比で4.7%増加

税関統計に基づき、2016 年 1 ～ 11 月の自動車完成車の
輸入台数は 95 万 8,000 台に上り、
同期比で 3.4% 減となり、
輸出台数は 73 万 2,000 台に達し、
同期比で 4.7% 増加した。
出所：工業情報化部装備工業司

2017年市場予測について
自動車産業の展望

2017 年 1 月 12 日に行われた CAAM 記者会見にて 2017
年市場予測の分析が行われた。

底堅い需要による影響

2015 年現在の千人あたりの自動車保有量は 119 台で、
2006 ～ 2015 年の千人あたりの自動車保有台数の平均成
長率は年率 16.7％となり、今後の一定期間に目立った増加
傾向を維持すると見込む。
中国都市化の推進、区域経済レベルの発展、収入向上に
伴って今後の自動車消費ニーズは相変わらず比較的に大き
く拡大すると推測する。

マクロ経済による影響

・GDP 成長速度が継続して穏やかになる。
・固定資産投資伸び率の下落が顕著になり、民間投資の
落ち込み速度が速くなる。
・M1 は急成長を維持する。
・社会消費品小売総額の成長速度が回復し、経済をある
程度牽引できる。
・消費心理が不安定化し、購入予測が不安定化する。

市場構造変化による影響

・消費構造 ･･･ 主力人口規模が縮小し、SUV は今後の主

力的な需要である。
・末端市場の構造 ･･･ 三線以下市場が今後の市場成長を
牽引する。
・車種構造 ･･･SUV が継続的ヒット車種である。

政策による影響

2016 年は購置税優遇政策の牽引を受けて比較的成長が
見えたが、2017 年は購置税の優遇幅が縮小し、さらに基数
が多く、奨励策の単一性などの原因で 2017 年の市場は比
較的大きく減少すると予測する。

2017年の自動車市場予測

2017 年販売への影響要素の分析に基づき、2017 年の市
場販売状況を下記のように見込んでいる。
2017 年の乗用車の成長速度は約 5％になり、販売台数
は約 2,570 万台になると予測する。
そのうち、セダンとクロスパッセンジャーカーの成長はマ
イナスになり、SUV と MPV 型は引き続き速い増加を維持し
ていく。
2017 年の商用車の伸び率は約 2％になり、販売台数は
約 370 万台になると予測する。
そのうち、バスはマイナス成長になる可能性があり、
トラッ
クはプラス成長が続いていく。
年間自動車市場の販売台数は約 2,940 万台になり同期
比で約 5％に達する。

第３部

2017年の輸出入の予測

各産業の現状・建議

CAAM 会員企業のデータに基づくと 2016 年の年間輸出
台数は70万8,000 台に上り、継続で5カ月間成長を維持し、
2017 年は底打ちで回復する望みがある。2017 年の輸出は
75 万台になり、同期比で約 5％増であると予測する。

輸出

輸入

税関統計によれば 2016 年 11 月までの自動車輸入台数
が 95 万台であり、同期比は 4％減であり、年間での減少の
動きは変わらない。中国の経済成長方式の転換、市場需要
の変化、輸入車種の国産化などの要素による影響を受け、
輸入車市場は「在庫削減」の問題に直面しており、成長の
空間が比較的小さいため 2017 年の輸入車は約 100 万台
への減少を見込んでいる。

2017年の中国自動車市場需要
予測によれば、2017 年の中国自動車の卸売り総台数は
約 2,940 万台に達し、そのうち輸出は 75 万台であり、輸入
は100 万台である。
年間の自動車市場の総ニーズは約 2,965
万台である。
（年間自動車市場需要 = 卸売り総台数 - 輸出
台数＋輸入台数）

＜建議＞
①中国の外貨管理規制が強化され、取引業者が
外貨調達 銀 行以 外の銀 行から海 外送 金がで
きなくなった。この結果、特定の銀行を通した
D/P 決済を採用している場 合には、その銀 行
から外貨調達するしかないため、より有利な条
件での外貨調達を行うことが出来なくなった。
従って、実際の取引においては外貨調達を行う
銀行からの T/T 決済に切り替える、また、T/T
決済での運用の中でも Invoice を調達外貨の
範囲内に分割せざるを得ないなどの事態が生
じている。このように、今まで、貿易業 者と銀
行の間で円滑に進められていた日常の取引業
務が、突如、阻害されることがないよう、今後
の法 令施行の際に配 慮いただくと共に、関連
規定の緩和を要望する。
②外資メーカーによる自動車の小売制限の撤廃、
または緩和を要望する。法令の制限はないも
のの、当局指導により直接小売や販売店の子
会社化は実質的に不可能な状態にある。経済
が「新 常 態」に移 行する中、経営 難に陥った
販売店を早期に整理または再建し、顧客への
サービス低下を防ぐためには、メーカーの積
極的な関与が必要となる場合が増えている。
③低速 EV、電動自転車、歩行者の交通ルールの
見直しと教育、罰則強化に関する法規、政府主
導活動の強化によって、現在のように交通ルー
ルが十分に守られていない状態の改善を要望
する。
④厳しくなる排気規制に対応するためには、新し
い排 気技術を導入する必 要がある。これらの
技術導入には、同時にクリーンな燃料が要求さ
れる。中国では大都市周辺市場の燃料性状に
ついてはガソリン、ディーゼル共に大幅改善し
ている。しかし地方 市場において粗 悪燃料が
多く存 在する。排 気 規制レベルと市場での燃
料性状の整合を要望する。
また、事 前通 告なしに国 5 排ガス規 制（例：
2015 年 3 月広東省）を実施したり、事前情報
無しでナンバープレート発 給 制限が行なわれ
ること等により、自動車販 売計画に負の影 響
がある。法規制の実施時期を予見できるよう、
事前通知を要望する。
⑤燃費規制未達メーカーに対する管理強化に関
する通達および CCC 認証実施規則が発行され、
未達時のペナルティなどが明らかになった点は
評価できる。しかし燃費規制管理暫定弁法の
WTO 通報が行われ、工業情報化部 単独で提
出されているが、中国質 量認証中心（CQC) が
追従するかは不明といった状況が起きないよう、
関係各政府機関の合意形成を推進する努力と
その結果を示していただきたく要望する。
生産量が少ないスポーツタイプの車等の導入
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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。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の
で、ご検討いただきたく要望する。
また、クレジット取引制度においては、試行期
間の設定、取引相手・取引価格・自社内繰越
（ 赤 字含む）・クレジット有 効 期 限 等 の自由
度を設けていただきたく要望する。
⑥ NEV 規制の導入につき、救済措置について下
記を要望する。
・開発リードタイムを考慮し、2018 年からの強
制実施ではなく、2018 ～ 2019 年は準備期間
とすることを検討いただきたい。
・強制実施年の延期が困難な場合は、業界全体
での平均値を基 準とするなど、適切な強制比
率とすることを検討いただきたい。
・政府からのクレジット購入（罰金）制度の導入
を検討いただきたい。
⑦環境保護の観点で、排気部品に対するマーキ
ングの要求や、触 媒 測定の要求、排 気目録の
ための VIN 登 録要求など相次いでいる。この
ような要求を出す前に、各国のメーカー等とも
十分な議論を行い、リードタイムを確保した上
での導入を要望する。

第３部
各産業の現状・建議

⑧本来、業界の推薦規格である QC/T、GB/T な
どを GB に引用し、認証時に強制法規として課
すケースが多く存在する。規格はあくまでも強
制的なものではなく、技術の方向性を示すもの
として、国際的な場でも認識されている。未だ
欧米の技術規格（ISO, SAE 等）をベースとした
自主基準（QC/T、GB/T 等）が認証ルールに引
用されている。強制法規はあくまでも国家標準
「GB」のみとして頂く事を要望する。なお、国
務院において本建議にかかわる「深化標準化
工作改革」が進められており、結果に期待する。
⑨中国質量認証中心（CQC) から在庫車両の登録
可能な期日についての確認を得た上で、生産終
了車両の CCC 登録を抹消したところ、車両登録
可能期日前であったにも拘らず一部の地方車管
所で当該車両の登録が許可されない事態が発生
した。このような事が発生しないよう要望する。
CQC から正式通達を各地の車管所に発行する
手続は煩雑で時間が掛かる上に、それを受け
取った地方車管所の対応にもさらに時間が掛
かるとの理由で、メーカー側で問題が発生した
車管所に対して個別に説明を行って解決せざ
るを得なかった。メーカー側で問題が発生す
る都度、各地の車管所に対して個別に説明を
行うのは大きな負担であり、CQC での決定事
項が速やかに各地に周知徹底されるようなプ
ロセスの構築を要望する。
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⑩知的財産権関連について、以下を要望する。
・知財訴訟における証拠の採用基準に関して、
社内資料、当事 者が発行した資料、海 外で発
行された資料が非常に採用されにくい等、他国
に比べて厳しい基 準となっている。権 利行使
および防御の機会が適切に与えられるよう、改
善を要望する。
・税関における知的財産権に基づく摘発で、他
国での摘発情報を共有し、侵害品が中国で通
関して輸出されないよう、対策を進めていただ
きたく要望する。
・発明報奨 制度について、従業員との無用の紛
争を避けるため、専利法に基づくもの等、明確
に権利化されたもののみを報奨の対象として
いただきたく要望する。
・商標において、海 外で既に著名な商標の権 利
化阻止を進めていただくとともに、一旦権利化
されたものについても、海外での著名性を考慮
して無効化するよう要望する。また、多数の冒
認出願を行う悪意ある出願人の権利化を阻止
していただきたく要望する。
・技術ライセンスに関係する法律の規定を整理
していただきたく要望する。以下の具体例のよ
うに、既に廃止された法律を前 提とした規 定
が他の法律に残存する等の矛盾を解消するよ
う要望する。廃止された「技 術導入 契 約 管 理
条例」を前 提にした「中外合 資経営企 業法実
施 条 例」43 条（技 術 譲 渡 契 約の期間は一 般
的に 10 年以内に制限）が存続している。
⑪完成車物流トレーラーの搭載台数、
トレーラー
の長さ・幅に厳しい規制があり、非効率な運用
が強いられている面がある。また、本規制によ
る取り締まりに地域的、および時期的なバラ
つきがあり、規制よりも多い台数を搭載した違
反車も多数公 道を走っている状 態であり、公
平性にも問題がある。妥当な規制内容への改
正と公平な取り締まりを要望する。
⑫自動車生産企業において、50％を超える出資
ができない。また、50％以内の出資率でも、出
資率変化に対し国家発展改革委員会、工業情
報化部、商務部など関係諸官庁の許可を得るこ
とが必要である。これにより、合弁企業の実質
的支配権を掌握することができず、50％内での
出資比率の変更についても、関係各当局から条
件（法 ･ 規則に則ったものではない）を付けら
れることが多く、個別企業の事業の方向性に国
が影響力を行使できる形となっている。
「中国
自動車中長期発展計画」で合弁企業の出資比
率制限を段階的に緩和する方向性が示された。
その具体策が明らかにされることを要望する。
⑬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。
・2016 年 3 月 24 日に「中華人民共和国輸出入

貨物通関申告書の記入規範」
（税関総署 2016
年 20 号）が公布され、同年 3 月 30 日に実 施
が開始された。輸入業者と輸入者間の特殊関
係の有無、ロイヤルティ支払いの有無、価格影
響有無についての確認が要求され、さらに原産
地表記規定がより詳細に強化された。公布され
て 1 週間の即実施で、要求内容の理解および
準備する時間がなく、対応に大混乱が生じた。
今後、規定改定時に、貿易取引業 者の必要準
備時間についても考慮して頂くよう要望する。
・国家税務総局の特別納税調整法（試行）で規
定される移転価格文書に関して、現地法人が記
載する
「ローカル文書」
の要求事項が明確になっ
ていないので、その明確化を要望する。
・移転価格文書の対応について 2016 年 6 月に
42 号が 公布され、2016 年度の申告より対応
が義務付けられている。ローカル文章に関して
は、バリューチェーン分析や関連 社間の役 務
に関する分析などを追加することとなっている
が、具体的にどのような内容をどの程度詳細に
ということは明確になっていないので、これら
の明確化を要望する。また、マスターファイル
に関しても、OECD の定義に対して中国固有の
要件が含まれており、特別な対応が必要となる
ので、再考を要望する。

第３部
各産業の現状・建議

・通関ルールが地方毎に異なるケースがあり、認
証車両の一時通関時にトラブルが生じている。
一部の港では、認証車両であるにも関わらず、
ある一定距離を走行しているために中古車扱い
となり通関できないケースがある。税関には、
認証車は一時通関であり転売を目的としたもの
ではないことを理解して頂き、全土で共通の認
識を持って対応頂きたく要望する。
・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
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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。
⑭二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。
⑮大 型二輪車の取り扱いについて、中国の経済
発展に伴い、今後大 型二輪車の需要も増える
と考えるが、30％を超える関税や高速道路の
通行禁止など、諸外国に比べ大型二輪車普及
への障害が存 在する。このような大 型二輪車
に対する不合理な関税や不公平な取り扱いの
改善を要望する。

第５章
情報通信業
１．情報通信
2016 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 15 億 3,000 万ユーザーで、その内
訳は携帯電話が 13 億 2,000 万ユーザー、固定電話が 2
億 700 万ユーザーであった。またインターネット利用者は
7 億 3,100 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 53.2％と国別ランキングで 104 位（出
典 : ITU、2015 年データ）であるが、インターネット利用者
を含め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。
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2016年の中国情報通信マーケットの状況

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
移動電話
固定電話

ユーザー数
普及率
ユーザー数

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
13億2,193万
1億5,955万
ユーザー
ユーザー
96.2％
125.7％
2億662万
2,333万
ユーザー
ユーザー
15.0％
18.4％
2億9,721万
3,849万
ユーザー
ユーザー
1,977万
299万ユーザー
ユーザー
2億2,766万
2,867万
ユーザー
ユーザー

出所： ［中国］工業情報化部「2016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28年9月末数値）
※普及率は総務省統計局「人口推計 平成28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

電話サービス、ブロードバンド
アクセスサービスの状況

各産業の現状・建議

中国の携 帯電 話 利用者は、2016 年 12 月末時点で 13
億 2,193 万ユーザーとなっており、1 年間で 5,054 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
2015 年のデータに基づく報告によると中国 13 億 574 万、
インド 10 億 1,105 万、米国 3 億 8,231 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 7 億 6,995 万ユーザーで年間 3 億 3,957 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 58.2％
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 7,081 万ユーザーで構成比は 12.9％、残りは 2G およ
び 2.5G 利用者 3 億 8,118 万ユーザーで同 28.8％となっ
ている）。
一方、固定電話の利用者は 2437 万減少の 2 億 662 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 1,977 万ユーザーで年間 3,261 万減少し
ている一方、FTTH 利用者は 7940 万増の 2 億 2,766 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。

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

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）への移行に
ついては全般的に順調に進んでいる。しかしながら個別に
みると、中国聯通においては 4G 利用者は増加しているもの
の全体の携帯電話利用者数が純減となっていて、“ 一人負
け ” 傾向に陥っている。加えて、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）
利用者数を見ると、同年 10 月には中国聯通の利用者数を
上回っており、この部分においても中国聯通は厳しい状況
に置かれている。
結果、2016 年度の中国通信キャリア 3 社の業績は、中国
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移動が増収増益、中国電信が増収減益である一方で、中国
聯通は減収減益で特に純利益は前年比 94.1％減の大幅
減となった。3G サービス時代には iPhone 先行導入や通
信方式等により、比較的優位性を持ってサービスを展開し
ていたが、4G サービスの導入を契機に競争環境が大きく
変化したことも一因と思われる。

図３：インターネット海外接続帯域推移

また、中国聯通だけでなく中国キャリア 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、営業税から増値税への税制改革に伴う基礎通
信サービスの税率上昇等もあり、コスト上昇圧力が強まっ
ているようである。さらには 3 社共同出資で設立した鉄塔
管理会社「中国鉄塔（China Tower）」へ支払う設備 等使
用料が自社で設備運営していた時よりも逆にコスト増加に
なっているといった報道も見られる。

インターネット利用者の状況

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
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2016
年度
決算

４Ｇ

中国移動

中国電信

中国聯通

848.9百万
[+2.7%]
535.0百万
[+71.3%]

215.0百万
[+8.6%]
63.4百万
[+23.4%]
126.9百万
[▲5.6%]

263.8百万
[▲8.0%]
104.6百万
[+136.8%]
66.6百万
[▲9.8%]

123.1百万
[+8.9%]

75.2百万
[+4.0%]

固定電話

－

ブロード
バンドアクセス
(有線)

77.6百万
[－]

営業収益
純利益

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
（2017年1月）」

中国のインターネット利用者は、2016 年 12 月末時点で
7 億 3,125 万人となり、年間 4,299 万人増加した。増加率
自体は 6.2％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

7,084.21億元 3,522.85億元 2,741.97億元
[+6.4%]
[▲1.0%]
[+6.0%]
1,087.41億元 180.04億元 6.25億元
[+0.2%]
[▲10.2%]
[▲94.1%]

各産業の現状・建議

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2016年12月末数値、売上高・純利益は2016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。2016 年度の全国光ファイバー総延長は
3,041 万 km にとなり、対前年 22.3％増で 554 万 km 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
2016 年度は対前年比 23.1％増の 664 万 Mbps まで増幅
している。

図２：光ファイバー総延長推移

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
（2017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 2016 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）利用が昨年比で増加している点が
挙げられる。これは中国的な「中食」の進展と言えるかもし
れない。
それ以外には、モバイル・ペイメントがさらに浸透してい
ることも注目できる。また、中国政府が注力する「インター
ネット＋」の効果の一つとして、PC による電子政府の利用
が項目として初めて登場した。

出所：工業情報化部「2016年通信運営業統計公報」
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図５①：インターネットサービス利用状況

タートできない状態が続いている。2017 年には本格
スタートか？

2017年の展望
中国情報通信研究院（CAICT）が 2016 年末に発表し
た「 中国情報通信業 2017 年の 10 大予測」をキーワー
ドで俯瞰すると、①情報基盤設備の高速化・フルカバー
化・スマート化、② 4G・5G、③ IoT ネットワーク、④
インダストリー・ネットワーク、⑤コネクテッドカー・
ネットワーク、⑥ VR/AR、⑦ブロックチェーン、⑧ AI（人
工知能）、⑨シェア・エコノミー、⑩ネットワーク・セキュ
リティとなっており、これは世界的な ICT の関心毎とほ
ぼ一致する。

図５②：モバイルインターネットサービス利用状況

中国には、これらの技術やビジネスをいち早く実現・展開し
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るので、国内外で協
調的かつ開放的に進めていくことが重要であり、それが中国
にとっても大きなビジネスチャンスにつながると考える。

＜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

第３部
各産業の現状・建議

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
（2017年1月）」

2016年の主なトピックス
1. 中国電信と中国聯通が「リソース共有を通じてユー
ザーサービスの質的向上を共同で進める 」ための戦
略的提携協定を締結。ネットワーク共同建設 ･ 共同
利用、端末、ネットワーク相互接続、サービスイノベー
ション、国際ローミングの 5 分野において協力を進
めると発表。
2. 工業情報化部が中国広播電視網絡と中国交通通信信
息中心に対して「基礎電信業務経営許可証」を交付、
第 4 の通信キャリア誕生へ。これに合わせて中国広
播電視網絡傘下の中国広電移動が周波数 700MHz 帯
のプラチナバンドを獲得。
3. 中国、5G の国際標準策定に貢献。国内で各種トライ
アルを展開。
4. 政府主導の「インターネット＋」に呼応して、通信キャ
リアが 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を進めるなど
IoT 戦略を着々と進行。
5. 中国 MVNO （Mobile Virtual Network Operator）にお
いて、一部で実名登録制が徹底されていないことを背
景に、トライアル終了から 1 年経過しても商用化をス
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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。
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3) 基 礎 通信の事 業についても、2013 年 5 月 17
日に発 表された工信部通 [2013]191 号「移動
通信転売業務試行プランに関する通告」による
試行サービスが 2015 年末で一区切りしたとこ
ろであるが、試行中に確認された幾つかの課題
に対応中のため 2016 年末時点でまだ正式商
用サービスに移行していないと理解している。
ユーザーの不利益を招くような課題に対して十
分な対策を講じることは必須であるが、あわせ
て外資への緩和を進めていただくことを強く要
望する。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
ある事業者の知見を取り入れるためにそれらの
事業者が参入することは、グローバル環境から
のサービス向上の策となり結果として中国消費
者の利益にもつながるはずである。これに対し
て、試行サービスで定められた「参入事業者が
海外で上場している場 合に外資の出資比率が
10％未満」との制限は、外資としてパートナー
である MVNO に付加価値サービスやノウハウ
等を提供するには厳しい条件だと想像する。
従って、正式商用サービスまたはその先に向け
て、是非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
緩和を進めていただくように要望する。

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。
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中国のソフトウェア産業の変遷

中国のソフトウェアマーケットの動向
2017 年のエンタープライズ向けの ICT マーケット規模は
909 億ドル（注 1）の見込みである。この内、ソフトウェア・IT
サービス市場規模は 310 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。

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。

新規ICT領域の進展とオープンソースの活用

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, 2014-2020, 4Q2016 発行日30
January 2017」 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。

但し、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。
・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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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。

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。

実績のあるソリューションの提供

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

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。

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。

（注2）出典：「Gartner "Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical
Industry Market, Worldwide, 2014-2020, 4Q2016 発行
日30 January 2017」

SaaSをはじめとするサービスビジネスへの取り組み

ソフトウェア事業環境変化に伴う開発拠点のシフト

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
ソフトウェア人材育成
第３部
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。

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
212

約 2 分の 1 という状況にある。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。
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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
れた国家ネットワーク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。

＜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。

第３部
各産業の現状・建議

・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。
・2011 年から日中間で協議が行われている二国間
社会保障協定の早期締結を要望する。
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
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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、急激な円安等で中国
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
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。

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

2016 年の中国映画年間興行収 入は、前年比 3.7％増の
457 億 1,200 万元であった。そのうち輸入映画の興行収入は
190 億 4,900 万元を占めた。2016 年の映画館の延べ観客数
は前年比 8.9％増の 13 億 7,200 万人であり、また 9,552 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4 万1,179
面に達し、世界最多となった。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
興行収入は前年比 8.5％増の 2,355 億 800 万円である。
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2015 年の出版、印刷、発行サービス業全体の売上は前年
比 8.5％増の 2 兆 1,655 億 9,000 万元であった。2015 年の
図書出版部数は前年比 5.8％増の 86 億 6,000 万冊、定期刊
行物出版部数は前年比 7.0％減の 28 億 8,000 万冊。デジタ
ル出版の売上は前年比 30.0％増の 4,403 億 9,000 万元。

音楽

2015 年の中国音楽産業は前年比 2.3％増の 665 億 3,200
万元。内訳は、CD/DVD のパッケージ市場が 5 億 5,900 万
元、デジタル音楽市場が 498 億 1,800 万元、音楽演出産業
が 150 億元、音楽図書出版産業が 8 億 3,000 万元、音楽著
作権運営管理産業が 3 億 2,500 万元。2015 年のデジタル
音楽ユーザーは 5 億 100 万人に及ぶ。かつて違法配信してい
た市場に正規品が流通してきている。

ゲーム

中国ゲーム市場の 2016 年の販売収入は前年比 17.7％増
の 1,655 億 7,000 万元で、ユーザー数は前年比 5.9％増の 5
億 6,600 万人。販売収入の内訳は、パソコン用オンライン
ゲームが前年比 4.8％減の 582 億 5,000 万元、
ブラウザゲー
ムが前年比 14.8％減の 187 億 1,000 万元、モバイルゲーム
が前年比 59.2％増の 819 億 2,000 万元などと続く。

外国企業や海外コンテンツに
対する過度な規制が存在
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。

映画
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、
2015 年は 2 作品、2016 年は 11 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。

海外映画・ドラマの放送時間に関する規制

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。

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

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
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又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

第３部
各産業の現状・建議

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。

出版

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において「オーディオ・ビジュアル
製品（映画を除く）の流通」が同目録 2015 改正版より、外商
投資を制限する産業の目録より外され、外資規制自由化の進
展が見られた。ただし「オーディオ・ビジュアル製品および電
子出版物の出版、製作業務」や「インターネット出版サービス」
は依然として、外商投資を禁止とする産業の目録に挙げられ
ている。
「インターネット出版サービス」については、2016 年
3 月 10 日施行の「インターネット出版サービス規定」により
外資企業の参入がより明確に禁止された。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。
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さらに輸入音像製品をインターネットで流通させる場合には、
文化部の審査・批准および新聞出版総署の内容審査・批准の
両方が必要となる。

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、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、著作権を冒認登記
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記されている。

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。

第３部

非正規コンテンツの市場からの排除

各産業の現状・建議

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

2016 年の中国のインターネットユーザーは前年より 4,299
万人増の7 億3,100 万人、そのうち 95.1% 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となる。著
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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、登録を抹
消する手続を整備する。
・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

メディア別の内訳
テレビ・ラジオ

中国広告市場の概況

大手調査会社、央視市場研究股份有限公司（CTR）に
よると、伝統的な 4 媒体（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌）
の 2016 年広告費は 6,802.48 億元（約 11.2 兆円）となり、
前年比 4.9％減であった。新聞・雑誌などの紙媒体での
広告費削減が顕著となっている。日本の 4 媒体広告費が
約 2.9 兆円（電通総研発表。前年比 99.6％）なので、日
本のおよそ 3.9 倍である。
一方、デジタル領域での広告費は 2,808 億元（約 4.6 兆
円）となる見込みで、前年比 34.1% 増を記録した模様であ
る。
日本のインターネット広告は約 1.3 兆円（前年比 13％増）
なので、約 3.5 倍である。
総額は発表されていないため市場規模の正確な伸び率は
不明である（CTR によると、2015 年の広告市場は約 9,200
億元（約 15.2 兆円。日本の 2.5 倍程度）であった）が、巨大
な広告市場が、
急速にデジタルシフトしていることが分かる。

中国広告市場の内訳
業種別の内訳
第３部
各産業の現状・建議

業種別の広告出稿量では、上位 5 業種は①飲料、②化粧
品 / 日用雑貨、③食品、④医薬品、⑤サービス業であった。
2015 年は①化粧品 / 日用雑貨、②飲料、③サービス業、④
食品、⑤医薬品だったため、上位 5 業種に変化はない。目
立つところでは、不動産が前年比 18.3％減、サービス業が
17.2％減、化粧品 / 日用雑貨が 15.6％減と大きく出稿量が
減少した。これは 2015 年と同じ傾向であり、中国経済の先
行き不透明感、および 2013 年からの政府の反腐敗キャン
ペーンの影響と考えられる。
一方、
医薬品や酒類の出稿量は、
それぞれ15.4％増と8.8％
増と大幅に上昇した。

表１：業種別出稿量（単位：億元）
飲料
化粧品/日用雑貨
食品
医薬品
サービス業
娯楽/旅行
酒類
交通
不動産
通信

2015年

2016年

前年比

959.53
852.75
773.60
722.09
694.36
450.93
369.02
368.39
315.20
314.38

826.11
719.52
757.86
833.46
574.80
403.57
401.39
316.97
257.63
307.79

-13.90%
-15.62%
-2.03%
15.42%
-17.22%
-10.50%
8.77%
-13.96%
-18.26%
-2.10%

出典：CTR、AdexPower
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テレビ広告は、引き続き最も活用されているメディアで
あり、その額は 5,611 億元（約 9.3 兆円で日本の 4.7 倍）
に及ぶ。ただし、出稿量は前年比 3.7％減となった。一方、
自動車が下級都市にまで普及してきた影響で、ラジオの
出稿量が前年比 5.4％増の 405 億 元（約 6,700 億円で
日本の 5.2 倍）となり、投下量が新聞を上回り、テレビ、
デジタルに続くメディアへと成長している。

新聞・雑誌

新聞・雑誌の出稿量はここ数年の減少傾向がさらに加速
し、
それぞれ新聞は 364 億元（約 6,000 億円、
日本の1.1 倍）
で前年比 35.5％減、雑誌は 97 億元（約 1,600 億円、日本
の 0.7 倍）で同 30.2％減と、大幅な減少となった。インター
ネットやモバイルの発展にともない、各社はモバイル端末に
おける APP の開発や、WeChat( 微信 ) での公衆アカウント
の運用など補ってはいるものの、2016 年には廃刊や合併な
どのニュースが次々と発せられた。
屋外

従来型の屋外広告は前年比 3.1％減となったが、オフィス
ビル広告は前年比 22.4％増、
映画館広告は 44.8％増となり、
2015 年に引き続き、速い成長が続く。
2016 年の映画の興行収入は 457.12 億元（7,540 億円、
日本は 2,355 億円。日本映画制作者連盟発表）で前年比
3.7％成長、観客人数は 13.72 億人（日本は 1.8 億人）で前
年比 8.9％増となり、都市化によるオフィスビルの増加、映
画などの娯楽文化の発展といった変化が起きていることが
うかがえる。
デジタル

広告市場におけるデジタル領域の拡大は年々進んでおり、
2016 年において 29.6％のシェアを占めている。デバイスの
変化などによってデジタル広告領域内での変化も激しく、今
後の主流はモバイル広告と動画広告になると思われる。
iResearch によると、2016 年のモバイル広告市場規模は
1,565.6 億元（2.6 兆円）に達した模様で、前年比 73.7％増
となる。2018 年には市場規模が 3,000 億元を突破すると
予測されている。ネット環境の整備とスマートフォンの普及
により、モバイル広告市場は引き続き高い成長率が保たれ
ると思われる。
そして、動画サイトの発展にともない、オンライン視聴
者も拡大しつつある。2016 年の動画広告はインターネット
広告全体の約 9.1％と推定されており（iResearch）、今度
も急速な成長を見せると予測される。それに伴い、愛奇芸
（iQiYi）
、
アリババ、
小米（シャオミ）
などの大手企業はスマー
トテレビを低価格で市場へ投下しており、動画サイトの利
用拡大を後押しするであろう。

表２：媒体別広告費（単位：億元）
2015年
テレビ
ラジオ
新聞
雑誌
屋外
デジタル
Total

2016年

5,827.90
5,611.21
384.65
405.21
564.53
364.01
138.88
96.88
219.44
208.67
2,093.70 2,808.00(見込)
9,229.10
9,493.98

表３：海外からの代理購買利用率
前年比

シェア

-3.72%
5.35%
-35.52%
-30.24%
-4.91%
34.11%
2.87%

59.10%
4.27%
3.83%
1.02%
2.20%
29.58%

出典：CTR、AdexPower、iResearch

消費者に起きている変化
広告は時代を映し出す鏡のようなものであり、消費者の
変化を表している。
「同じブランドが 3 年持続しない」と言
われるほど変化の激しい中国市場においては、この変化を
先取りして動くことが、企業活動の成否を決める。媒体別の
数字の推移を見ただけでも、デジタル化（紙媒体の衰退、
スマホや動画サイトの隆盛）、自動車の普及、都市化、経済
成長の減速からによる不透明感や娯楽活動の発展、といっ
た動きが見えた。
ここではさらに、ごく簡単にではあるが、毎年 1 月に発表
される検索エンジン最大手「百度」のランキングを用いて、
消費者に起きていることを推察する。

生活の「昇級」と、それを支えるインターネット

第３部
各産業の現状・建議

中国では今、生活の質を上げる「生活昇級」が話題になっ
ている。百度が発表した「社会を表した 10 の言葉」と「最
も検索された言葉」には、
その傾向が現れている。例えば、
「社会を表した 10 の言葉」のランキングで 7 位になった「子
宮癌ワクチン発売（宮頚癌疫苗上市）」と 8 位「春節休暇
が 9 日間に延長（両会提議春節假延至 9 天）」、
「最も検
索された言葉」
のランキングで 2 位になった
「何食べる？
（吃
啥）」が挙げられる。
子宮癌ワクチンは、
「予防」にお金を使う行為であり、
「春
節休暇」は旅行、
「何食べる？」の言葉は「何」に重点が置か
れており、
「食べること」よりも「「何を」食べるのか？」が重
要となる。健康に気を配り、余暇や食生活を充実させようと
いう意識の変化により、今後「QOL（生活の質）の向上」に寄
与する商品やサービスが注目を集めていくと予想される。
そして、それを支えるのがインターネットである。
「最も
検索された言葉」のランキングで 1 位の「買う買う買う（買
買買）」は、
「思い立ったらすぐに買う」というネット上での
購買行動を表す流行語である。表 3 の「海外からの代理
購買利用率」が示すとおり、中国で買えないものは越境 EC
や「代購（代理購買）」で国外から入手している。また表 4
の「都市級別 EC 利用率」によると、EC 取引額は一・二級
都市よりも下級都市の方が大きく、地方小都市で買えない
物は EC が届けていることを表す。
このように、
「生活の質を上げたい」という欲求を EC が
支える構造が出来上がっており、実物は店で見て買うのは
ネット、という購買行動も起きている。ブランドの構築と EC
の活用が今後ますます重要になっていくと思われる。
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海外からの代購
利用率(％)n=1,018
全国平均19%▲
一級都市
24
二級都市
23
三級都市
19
四級都市
16

海外からの代購による
消費金額の割合（％）
サプリメント ぜいたく品
洋服
40
36
29
25
50
38
21
10
39
29
0
38

出典：2016中国数字消費者調査報告

表４：都市級別 EC 利用率
全国EC取引総額の割合①
EC普及率②
ECユーザ数
ECユーザ増加率

一級、二級都市

三級以下の都市

49.9%
  89%
1.83億人
  43%

50.1%
62%
2.57億人
61%

備考：①全国EC販売商品取引総額における割合、②13歳以上のユーザ
に限る、n=2,616
出典：2016中国数字消費者調査報告

「昇級」志向と、経済活動減速の板挟みで
感じる「無力感」

一方、経済成長に一時期ほどの勢いはなく、給料は生活
の昇級を支えるための十分な伸びがない。表 5 の「10 大
キーワード」の 2 位に「不動産価格の高騰」があるように、
都市で生活するのは容易ではないと伺える。10 位「全面
2 人っ子」が解禁され、子供にもお金がかかる。このよう
に、昇級欲求と成長鈍化に挟まれた人々はプレッシャーと
戦い、それに疲れて無力感さえ感じるようになっている。
このような気分を表した言葉が、表 6「10 大流行語」に
見られる。1 位は、ネットで流行った「青くて痩せたキノコ」
のことであるが、
「悲しい、どうしようもない」という意味。
9 位は「体が空っぽ」という脱力感を表し（ソファにだらし

なく寝転ぶ絵がよく使われる）、10 位は「椅子にもたれる」
という意味で、こちらも脱力感を表す。
このような「少し疲れた」という気分も世間には漂ってお
り、
「癒し」を与えるコンテンツやサービスが消費者の心を
捉える状況にあると想像される。

表５：10 大キーワード
順位

キーワード

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

里約奥運会
房価飆漲
車 牌 揺号
営改 増
疫 苗安 全
全面開 放 落戸限 制
人 工智 能
互聯 網 金 融
反腐
全面二孩

出典：百度

表６：10 大流行語

表７：各世代の 10 大注目事項

順位

流行語

順位

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

藍 痩香 菇
洪 荒 之力
猴賽雷
老司機
狗帯
友誼的小船説翻就翻
撩妹
套路
感 覚 身体 被 掏 空
葛優 躺

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

出典：百度

新しい価値観を持つ消費者群

「80 后（1980 年代生まれ）
」
「90 后（1990 年代生まれ）
」
はよく取り上げられる言葉であるが、
2016 年にはそれぞれ、
27 〜 36 歳の中堅どころ、17 〜 26 歳の新社会人群と、社
会に大きな影響を与える世代になってきている。そして彼ら
に加えて、
「00 后（2000 年代生まれ）」
（7 〜 16 歳）も高中
（高校）に上がる年齢になってきた。表 7 のとおり彼らの関
心事トップ 10 を見比べると、いくつか面白い発見がある。
まず「80 后」に特徴的なのは「生活感」。4 位「163」
は、ニュースサイトとメールボックスが 一 緒になった、
Yahoo!Japan のようなサービスで、10 位「58 同城」は
同世代間の生活情報交換サイトである。1980 年から始

第３部

まった「一人っ子政 策」を受け、経済成長の恩 恵を受け
てきた「6 ポケットを持つ小皇帝」が社会の中核となり、
ネットを起点に生活を充実させようとしている。

各産業の現状・建議

「90 后」は「個性重視」の「多様な世代」であると言わ
れる通り、5 種類も動画サイトがトップ 10 入りした。1 位「愛
奇芸」は各世代共通であるが、3 位「闘魚 TV」はインタラク
ティブコミュニケーションができ、自分の趣味やノウハウを
発信できる YouTube のような機能を持ち、さらに課金もで
きる（「作者への贈り物」という形で支払う）。6 位「優酷」
は YouTube 同様の動画共有サービス、7 位「電影天堂」
（映
画）、10 位「パンダ TV」
（映画）と多彩である。近年、著作
権管理が厳しくなってきた関係で、動画サイトによって見ら
れるコンテンツが異なるという状況もあり、多様な世代であ
る 90 后は自分の見たい動画が見られるサイトをそれぞれ見
ている、ということが分かる。
最後に「00 后」は「二次元世代」である。1 位の「bilibili」
は、アニメ、コミック、ゲームの総合サイトで、漫画か
ら派生したサービスが盛んであり、社会現象や社会問題
にまでなりつつある。6 位「4399」も 9 位「LOL」もゲー
ム（サイト）であり、ゲーム上で二次元の相手と結婚ま
でできるようになっている。女子高校生がバーチャルの
彼氏を作ってその彼と何をしているのかをネットにアッ
プしたり、少年が殺人を犯し「どうせ復活するから」と
ゲームと混同したような発言をしたことが話題になった
りと、若い世代が二次元に夢中になっていることが、社
会を賑わしている。
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順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

80后

注目事項

微信網頁版
愛奇芸
淘宝
163
電影天堂
京東
順豊
在線翻訳
NBA
58同城
90后

注目事項

愛奇芸
淘宝
斗魚TV
NBA
微信網頁版
優酷
電影天堂
京東
百度云
熊猫TV
00后

注目事項

bilibili
淘宝
百度云
愛奇芸
斗魚TV
4399
NBA
優酷
LOL
在線翻訳

出典：百度

以上のように、QOL 向上欲求とそれを支える EC、圧力に
よる疲弊からの癒し欲求、生活情報、
多様性、
二次元などが、
2016 年に消費者に見られたトピックであった。中国で消費
者に有効にリーチし買われるブランドを築こうとするならば、
彼らのニーズや気分を理解した上でのデジタル＋コンテン
ツの活用が、ますます重要になってきていると言える。

＜建議＞
①海外コンテンツに対する、よりバランスの取れ
た規制への改善要望
2016 年に日本映画「君の名は。」が中国でも
公開され、公開 16 日間の興行収入が 5.3 億元
（約 88 億円）に達し、中国で公開された日本
映画の歴代最高記録を更新した。中国における
映画の興行収入は今後 10 年間、毎年約 15％
成長し、2026 年には 2,000 億元（3 兆 3,000
億円）に達するという見 込みもある。2015 年
の日本の映画興行収入は 2,171 億円であるた
め、中国の規模の大きさが分かる。海外コンテ
ンツの代表である映画に関しては、2012 年の

WTO 加盟時の文 書（WT/DS363/19）にある
通り、海外作品が中国で上映できるのは、年間
20 作 品に加え 3D および IMAX14 作 品 の 合
計 34 作品までとなっており、その輸入は、中国
電影集団進出口分公司をはじめとする大手国
有企業のみが行なっている。しかし、多くの中
国人が海外へ行き、インターネットが発達して
いる状況下では、国内にいながらにしてさまざ
まなコンテンツに触れることができる。これは
すなわち、情報は国境を超えて流通していると
いうことであり、本来であれば制作者である海
外スタッフや、その流通や周辺商品に携わる中
国人に与えられるはずの恩恵が正しく分配され
ず、結果として中国のコンテンツ産業の発展を
阻害していると考えられる。コンテンツとは制
作者の持つ文化的背景を反映したものであり、
これらにより多く触れることは、文化の相違に
対する相互理解を促すとともに、コンテンツ産
業人材の育成にも寄与すると思われる。一定程
度の規制を行うことは理解できるが、良質なコ
ンテンツが消費者や産業に携わる人々の経済
的・文化的発展に寄与するよう、よりバランスの
取れた規制へと改善されることを要望する。
②広告法の規制内容の明確化に対する改善要望

第３部

消費者保護を目的として、2015 年 9 月に大規
模な広告法改正が行われた。この改正点に関
し、以下の 2 点に代表される「曖昧さ」があり、
現場の混乱につながっている。
⑴ 10 歳未満の子供を「広告タレント（代言人）」
として使用してはならない
（広告法第3章 38 条）

各産業の現状・建議

2015 年 9 月に施行されたこの条文では、対象
範囲について明確な基準がない。広告に出てく
るメインのタレントだけなのか、脇に出てくる子
供も対象なのかが不明なため、家族を対象とす
る商品であるにも関わらず子供が出せない、と
いう事象が起こっている。
⑵インターネット広告には全て「広告」と表示しな
ければならない（インターネット広告管理法「互
聯網広告管理暫行弁法」）第 7 条
2016 年 9 月 1 日に施行されたこの条文に関し
ては、
「広告」の解釈に対して、
「インターネット
広告＝ WEB 上における商品の販促にかかわる
もの」という解釈が工商総局の有識者より示さ
れた。これは、広告として露出されているものだ
けでなく、自社ホームページも全て含まれること
を意味し、自社サイトの全てのページに「広告」
と表示しなければ違法、と解釈することができ
る。現在では、実際に全てのページに表示して
いる事例を見ることはなく、違反を指摘された
事例があるか不明であるが、サイトに広告と表
示しないのは「グレー」の状態となっており、現
場に混乱が起きている。
上記に代表される条文上の曖昧さは、
「クリエー
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ティビティの萎縮」を引き起こし、無味乾燥な
広告を奨励することとなり、結果として消費意
欲の刺激を阻害し経済活動の減速に繋がりか
ねない。消費者保護が行われるべきであるこ
とはいうまでもないが、その運用ガイドライン
を明示し、健全な消費意欲を刺激する健全な
クリエーティビティの発展を促進することを要
望する。

第６章
運輸業
１．海運
2016 年の中国の貿易総額は前年比 6.9％減の3 兆 6,848
億ドルとなり、輸出入ともに 2 年連続で前年を下回った。世
界経済を牽引する存在となった中国の貿易不振は貨物輸
送を支える外航海運の業績にも大きく影響を与え、昨年に
引き続き需要の低迷により船腹過剰が一層浮彫りとなり、
市況の悪化に苦しんだ年となった。
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
2016年回顧

第３部
各産業の現状・建議

政府の製造業の過剰生産能力引き締めが市況に影響を
与えるという見方もあったが、一方で引き締めがすぐに実
現することに懐疑的な意見も少なくなかった。蓋を開けて
みると鉄鉱石輸入量は初めて 10 億トンの大台を突破、粗
鋼生産は微増の 8 億トンと影響は限定的なものとなった。
年初来記録的な低水準だったケープサイズ市況は安定し
た中国の鉄鉱石輸入にも支えられ、秋口には主要 5 航路
の平均が一時的に 2 万ドルに迫る場面があったものの、
クリスマス休暇の影響等により、再び上値が重くなった。
2016 年前半に増加した解撤も後半には落ち着いたことも
あり、完全な需給ギャップの改善には至らなかった。
パナマックス以下の中小型船市況は、中国の石炭輸入の
増加等を背景に秋口まで緩やかな回復傾向だったが、依
然上値は重い展開が続いた。11 月に入り、上記の安定した
中国石炭輸入に加え、北米産穀物の収穫期を追い風に大
幅に市況が上昇、しかしケープサイズ同様にクリスマス休
暇を境に調整期間に入った。
全体としては、乱高下する局面はあったものの、若干の
回復基調を維持した。

2017年展望

2016 年に引き続き、鉄鋼・石炭においては数値目標
を掲げて過剰生産能力の引き締めが行われる予定であ
る。さらに、ガラス・セメントにおいても同様の数値
目標を掲げるべく調査が 2 月に行われている。これら
の要素はドライバルク船市況へ悪影響を及ぼす可能性
がある。その一方で、2017 年の党大会に向けて政府は
安定した経済を目指しており、公共インフラ投資など、
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テコ入れは続くと思われる。そのため、中国経済の減
退は 2016 年同様の緩やかなものに留まるという見方
が多い。さらに世界的な資源価格（含む石油）に底入
れ感があり、一定の資源輸送量は世界的に保たれる見
通しである。ブラジル鉄鉱石の出荷拡大も長い目で見
て好材料となる。
また、中国造船所の発注残は 2016 年末時点で、ピーク
時の半分の水準まで落ち込んだ（2016 年末で 9,595 万
DWT、うちドライバルク船 33％）。新造船の竣工は 2015
年には既にピークアウトしており、将来の需給ギャップ解
消へ少しずつ前進していると言えるだろう。
これらの要素に鑑みて、ドライバルク市況は 2017 年も
2016 年同様、穏やかな回復基調を維持するとの見方が
多い。

コンテナ船輸送の動向
2016 年は、大手コンテナ船社間の買収 ･ 合併など統合
が進み、また一部船社の経営破綻もあり、コンテナ船世界
上位 20 社のうち 4 社が減少している。また、2018 年には、
日本船 3 社のコンテナ船事業の統合も予定されている。

2016年回顧

中国交通運輸部の発表によると、2016 年の中国全港の
コンテナ取扱量は、3.6％増の 2 億 2,000 万 TEU であっ
た。また、上海国際港 務 集団のまとめによると、上海港
の 2016 年コンテナ取 扱 量は前年比 1.6％増の 3,713 万
3,000TEU で 7 年連続で世界一を堅持している。
以下、主要航路毎に 2016 年を 2015 年と比較して振り
返る。( 出所：各統計値を日本海事センターが纏めたデータ )

北米貨物輸送量

東航 ( アジア発 ) の1〜12 月累計ベースでは、
前年比 3.7％
増の 1,561 万 TEU となった。このうち中国 ( 含む香港 ) 積
みは前年比 2.9％増の 1,041 万 TEU である。西航 ( アジア
着 ) では、
前年比 6.7％増の 681 万 TEU で、
このうち中国 ( 含
む香港 ) 揚貨物は前年比 3.0％増の 314 万 TEU であった。

欧州貨物輸送量

西航 ( アジア発 ) は前年比 1.2％増の 1,508 万 TEU、東
航 ( アジア着 ) は前年比 0.9％増の 699 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 1.9％減の 1,353 万 TEU
となった。

日中間貨物輸送量

2016 年の日本発貨物輸送量は前年同程度の11,240トン、
中国発貨物輸送量は前年比 0.2％減の21,380トンとなった。

2017年の展望

貨物需要が伸び悩み船腹過剰に苦しんだ2016 年と同様、
2017 年も厳しい状況が続くと見込まれており、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＞
中央政府および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、円滑に対応
していくためには十分な準備期間が必要である
ため、具体的な規則・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。

第３部
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あわせ、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。
今後もこの航空需要の伸びは続くと思われ、国際航空運送
協会（IATA）は 2024 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。

2016年の概況および2017年の予測
航空旅客

第３部

2016 年、
中国の航空旅客輸送実績（国内線、国際線合計）
は 4 億 8,775 万人、前年比 11.8％増で 5,150 万人増加した。
そのうち国内線旅客は 4 億 3,615 万人で 10.7％増、国際線旅
客は 5,160 万人で 22.7％増となっており、特に国際線におけ
る航空旅客需要の伸びは昨年より低下したものの、国内線に
比べ依然大幅な伸びとなっている（出所：中国民用航空局、
特に記載ない限り以下も同様）。

各産業の現状・建議

2016 年は前年に比べ為替レートが円高傾向で推移したこ
ともあり伸び率は前年より鈍化したが、旺盛な個人消費を背
景とした海外旅行者数の増加や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、中国からの訪
日者数は 637 万人に達した。これは前年の 499 万人に比較
して 28% 増であった（出典：日本政府観光局（JNTO））。
反面、日本人の中国訪問者数は 2015 年実績では 250 万

人にとどまっており、減少に歯止めがかからない状況が続い
ている ( 出所：中国国家旅遊局 )。

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、これまでの団体旅行
中心から次第に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
顕著となり始めている。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、
2017 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

2016 年、
中国の貨物輸送実績は 665 万トンと前年比 6.0％

234

中国経済と日本企業 2017 年白書

増であった。内訳は国内貨物（香港、澳門、台北路線含む）が
475 万トンで前年比 7.0％増、国際貨物は 195 万トンで前年
比 3.4％増であった。
日本向け輸出は、中国経済成長の減速や日本の個人消費低
迷などを背景に、2016 年前半はやや低調な動きであったが、
2016 年後半は日本の緩やかな景気回復や E コマースによる
需要の底上げ、韓国の海運大手企業破綻による輸送モードの
航空シフトなどを背景に堅調に推移した。一方で、北米向け
輸出は 1 年を通して安定した伸びとなり、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。
2017 年は、米国新政権による自動車産業への影響や海外
から中国への投資減少傾向、中国から労働コストが廉価な東
南アジアへの工場移転といった懸念要素はあるものの、引き
続き自動車需要が期待できる北米・中米向けの輸出や、半導
体・電子関連工場の新設を追い風に電子部品・製品需要が期
待できるアジア向け輸出を中心に、
「3 国間物流」がますます
増加する見込みである。
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・欧州との直行便に加えて、オーストラリアなどオセ
アニア路線の新規開設が続いており、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 2017 年も厳しい状況が続くであろう。

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
上極めて重要な問題であり、早急な改善を求めたい。

＜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、徐々に
改善はされているものの、スロット前年使用実績
の通知やスロットの交換、回答期限などに関する
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。以下のように料金の是正を要
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

第３部
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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 Decision-Making） 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、これまで外国航空会社に
対し、一部見解は示されているものの十分な開示
は行われておらず、建設計画、運用方法等の詳細
が依然不明な状況である。また利便性の向上に
は利用者の意見聴取が有効であることを踏まえ、
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早期且つ必要な情報開示と要望ヒアリング等の
実施を要望する。
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
多大な迷惑をかけ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
北京など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
ら発行まで約 1 カ月程度かかる場合がある。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、以前より簡素化・効率化が進んできて
いるが、今後は、運航者側の電子承認を可能とするこ
と等により、さらなる効率化の実現を要望する。
また、CCAR-129 の改訂申請においては、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部品等の保
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
空機部品・工具については、関税を支払い内貨品と
しているが、その使用目的が外国籍航空機への装
着に限られおり、空港エリア限定で保管・使用を行
うことから、全て保税品扱いとなるよう要望する。
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、たとえ短時間で修復可
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

卸売業の展望

中国の 2016 年の GDP は、約 74 兆 4,000 億元で前年
比 6.7％増、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、2016 年の消費財販売総額は
33 兆元を突破した（表 1）。2016 年の消費の GDP に対す
る寄与率は 64.6％と、投資・輸出合計を上回っており、第
13 次五カ年規画においても、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１：GDP および消費財販売総額の過去 5 年推移
（単位：億元、前年比伸び率は％）
暦年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年
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GDP総額 534,123 588,018 636,138 676,708 744,127
前年比
7.8
7.7
7.4
6.9
6.7
伸び率
消費財
210,307 242,843 271,896 300,931 332,316
販売総額
前年比
14.3
13.2
12.0
10.7
10.4
伸び率
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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（在庫・配送）機能な
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
転換が必要となっている。
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2016 年 3 月の全人代で「政府活動報告」が発表され、8
大重点活動の中の一つの項目として、国内需要の潜在力を
深く掘り起こし、より大きな発展の余地を広げていくことが
示された。これによると、総需要を適度に拡大させる一方で、
供給とのバランスの取れた発展を促し、安定的かつ永続的
に経済発展を支える内需の形成を求めている。
流通業界に関連するところでは、具体的には物流配送
網をより完全なものにすることで、これまでネックで

あったラストワンマイルを整備し宅配産業を健全に発展
させること、嗜好の高度化にあわせた政策を含めた消費
環境整備を行なうこと、介護、ヘルスケア、教育・研修、
文化・スポーツ関連のサービス消費の発展をサポートす
ること、EC や多様化（個性化）する新たな消費を大き
く喚起し発展させ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変化がより進
み、発展のチャンスが拡大していくと考えられる。

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、適度なサプライ
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
と見られる事例が後を絶たない。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、且つ小売
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
まりも行なわれている。但し、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 者の返品伝票の
発行が遅く、増値税の還付が遅れたり、返品伝
票が発行されないために増値税の還付が受け
られないケースもある。
さらなる公平かつ健全な取引の浸透と業界の
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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、或いは交通渋滞、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。

２．小売業

出行や、出前アプリの餓了麼などさまざまなサービスが普及して
おり、生活に欠かせない必需品となっている。

EC事業者は、ますます小売業界への影響力を増す

ECが小売全体の成長を牽引し、
実店舗の業態転換が進む

中国の小売総額（社会消費品小売総額）は 2007 年に日本の
小売業販売額を抜き、2016 年には約 33 兆元にまで拡大した。
前年からの伸び率も 10.4% を保ち、消費は中国経済の成長を
後押しする存在となっている。一方、小売業界自体はここ数年、
百貨店、GMS を初めとした大型業態の成長が鈍化し、代わって
EC 市場やコンビニエンスストア（以下、コンビニ）を初めとした
小型業態が成長する傾向が続いている。2015 年の百貨店業態
の前年比成長率はついにマイナスとなった。小売業各社は、EC
事業者を中心とした企業再編が進むとともに、消費者のきめ細
かいニーズに対応した新しい小売業態が出現しつつある。

二ケタ成長を維持した消費市場

第３部
各産業の現状・建議
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中国の 2016 年実質 GDP 成長率が 6.7% と政府が掲げる成
長目標を達成した。それを牽引する中国消費市場（社会消費
品小売 総 額）は、2016 年ベースで 33 兆 2,316 億元、前年比
10.4% 増となり、成長率も 2015 年（10.7%）とほぼ同水準を堅
持した。2013 年以降の倹約令、腐敗防止等による「三公消費」
（公費による飲食、公用車の私的利用、公費による出張・旅行）
の減退以降、拡大を続ける中国の中間所得層が牽引する「大
衆消費」へのシフトが順調に進んでいるといえる。都市化の推
進などにより、この傾向は今後も継続することが推測される。

小売業は、大型業態を中心に成長鈍化が続く。
EC市場はB2C化、モバイルEC化

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、2014 年 6.3%、
2015 年 4.5% と鈍化し、2016 年 1~9 月ベースでは、3.7% まで
下落している。業態別でも、大型業態の成長鈍化がさらに鮮明
化している。中国連鎖経営協会の報告によると、2015 年の主要
業態別成長率は、総合スーパーこそ 4.1% とプラスを保ったが、百
貨店は 0.7％減とついにマイナスに転じた。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。一方、小型業態の代表格であるコンビニの成長
率は、15.2% と 2014 年の 17.8% より成長スピードが下がったも
のの、二ケタ成長は維持している。そして、近年急激に成長して
いるインターネット通販（以下、EC）は 36.2% と、コンビニと同じ
く 2014 年（46.8%）と比較すると成長スピードは減速しつつあ
るが、高い成長を示している（iResearch 調べ）。EC 市場成長の
中身も変容しつつある。これまで淘宝を中心とする C2C 取引が
EC 市場の多くを占めてきたが、天猫や京東を中心とする B2C 取
引が伸び、2015 年に B2C 取引が C2C 取引を上回った。また、ス
マートフォンの普及が後押しし、
モバイル EC 市場の成長も加速し
ている。2015 年第二四半期には、モバイル経由の EC 取引が PC
経由を上回った。スマートフォンは、タクシー配車アプリの滴滴
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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れ
ば、2015 年の Top20 のうち、EC 事業者が 3 社ランクインし、し
かも 1 位、2 位は天猫、京東と EC 事業者がトップを占め、2014
年と比較しても 3 位以下との差をさらに拡大させている。また実
店舗業態の最上位である蘇寧雲商集団も、2015 年の売上高は
約 25% の成長を達成したが、EC チャネルが牽引したものであり、
実店舗の成長は止まっており、店舗数は減少している。一方で、
EC 事業者による伝統的小売事業者への出資・提携も相次いで
いる。アリババグループは、2015 年に百貨店大手の銀泰百貨の
最大株主となり、蘇寧雲商と相互出資による資本提携を行って
いる。2017 年 2 月には、上海を地盤とする百聯集団との戦略的
提携を合意している。京東も、2015 年に生鮮食品で強みを持つ
永輝超市へ出資するなど、EC 事業者が大きな影響力を持つに
至っている。これらの出資・提携の多くは、オンラインとオフライ
ンの融合を目的に掲げており、O2O（Online to Offline）店舗の
開発といった新しい買い物体験の試行がなされている。

表１：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
蘇寧雲商集団股份有限公司
大商集団有限公司
国美電器有限公司
華潤万家有限公司
康成投資(中国)有限公司(大潤発)
沃尓瑪（中国）投資有限公司
山東省商業集団有限公司(銀座)
聯華超市股份有限公司
重慶商社(集団)有限公司
永輝超市股份有限公司
唯品会
家楽福(中国)管理咨詢服務有限公司
合肥百貨大楼集団股份有限公司
長春欧亜集団股分有限公司
中百控股集団股份有限公司
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
宏図三胞高科技術有限公司

2015年
2014年
販売額
販売額
11,410
7,600
4,627
2,602
3,430
2,735
2,004
1,702
1,537
1,434
1,094
1,040
1,079
856
735
723
654
670
605
617
594
614
493
430
402
235
401
457
392
378
362
323
350
322
346
340
328
321
320
303

出所：中国商業連合会

小型を中心とした新業態が出現

実店舗を中心とする伝統的小売事業者は、実店舗経営の新
たな取り組みとして、さまざまな新業態を模索している。ここ数
年で注目されているのが、小型の新業態である。これは、コンビ
ニが拡大する一方、コンビニの過当競争や同質化により収益化
がなされないことが背景にある。典型例が小型生鮮スーパーで
ある。安徽省合肥市の中堅小売事業者の安徽楽城投資股份有
限公司
（以下、
楽城）
が 2015 年に立ち上げた小型生鮮スーパー
「生
鮮伝奇」は、売場面積 200-300 平米ながら新鮮な野菜・果物
を中心に市場（いちば）のような売場を実現し、一日 30,000 元
程度の売上を達成している。小型生鮮スーパーは、2016 年に

入ると北京大手小売の京客隆、武漢大手小売の中百など、有力
小売事業者が相次いで参入している。

中国小売業界の課題
面積生産性の改善

出店競争が熾烈になるにつれ、既存店売上の改善を経営課
題に掲げる企業は増えているが、面積生産性の根本的な改善
は見られていない。家賃・人件費の高騰は依然として継続して
おり、小売事業者各社はコスト上昇を補う売上改善に至ってい
ない。小売業各社は、メーカーへの「場所貸し」で稼いでいた
ため、消費者視点に立った商品企画や売場作りを行ってきて
いない。インターネットを活用した集客や新しい事業モデルの
構築と同時に、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、新サービスへの対応

いずれの業態においても、
同質化からの脱却を模索しており、
前述の小型生鮮スーパーなどの新しい業態だけでなく、弁当、
惣菜、カット野菜などの中食や、店頭受け取りやクリーニング
取次ぎなどのサービスの強化が起こっている。今後もさらなる
新業態、新サービスの強化、差別化競争が起こると予想され
る一方、安心・安全の根幹となる鮮度管理や、それを実現する
ための物流や店内オペレーションの質的向上に始まり、許認
可などの法整備に至るまで、小売業態の新しいイノベーション
を促す環境整備が必要である。

第３部

急成長するインターネット市場における問題解決

各産業の現状・建議

インターネット市場の普及により、小売事業者のみならず、
取引先であるメーカーや代理商も相次いで参入・強化している
一方で、従前より顕在化していた問題は解決し切れていない。
例えば、EC における品質問題・ニセモノ問題などのクレームは
増加の一途をたどっている。また、EC 事業者が主催する大型
キャンペーンにおいても、返品率の高さや取引先への参加強
要などが問題視されている。さらに、相次ぐ参入、熾烈な顧客
獲得競争の結果、黒字化を達成している EC 事業者が少ない
ことも、持続的な発展の障害となるであろう。

＜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
的向上へ産業構造調整政策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徐々に
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。その一方で、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
される場合が見受けられる。内資企業と外資企業
が平等の環境で競争できる市場の確立が必要であ
るため、外資企業の合法的権益の保護、知的財産
権の保護を高度に重視し、内資企業・外資企業を平
244
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等に扱うことを要望する。
②食品生産許可に掛かる製品分類の見直し
食品生産許可管理弁法（国家食品薬品監督管理総
局令第 16 号）によると食品の生産に必要な食品生
産許可証は定められた品目分類に従って申請・認可
されることになっているが、この分類は消費期限の
長い工業製品を想定したものであった。2014 年末
に公布されたサラダ・カットフルーツの生産許可審
査基準に続き、北京市は 2015 年 7 月に「チルド即
食食品の生産許認可基準」を策定したほか、天津市
でも 2015 年 10 月 28 日に「チルド食品の生産許認
可基準」を策定し、
「弁当」「サラダ」などの今まで
QS 認証カテゴリーに存在しなかったチルド即食食
品にも明確な審査基準ができ、企業の認証手続が
比較的スムーズになった。しかし、チルド即食食品
の審査基準は北京市・天津市の審査基準であり、
他地区では未だにそれぞれの地区の解釈の中で、
対応が統一されていないという問題があるため、中
国各地で統一した対応を要望する。また、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添加物使用基準（GB2760）
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、食品添加物使用基準
（GB2760）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両規定の整合
性を取っていただくよう要望する。
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におけるオリ
ジナル商品の生産から販売までのプロセスは、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。そのため 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、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」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。
⑦店舗開発における所有権証について
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
取得の可否判断をしていただきたい。一方、内資の便
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。
⑧営業免許について

第３部

中国（北京市）では店舗竣工後、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。しか
し担当者によって現場検査の日程、内容が異なり、
営業許認可取得までに竣工後約 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、内資の便利店では、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。
⑨消防検収、消防許認可について

各産業の現状・建議

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。また、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。
⑩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い。例えば賃貸借契約期間
が短いため短期で収益を見込まなければならず、契
約更新においては、新たな賃貸借条件の合意が出来
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。
⑪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。
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100 ～ 200㎡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。
⑫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 1 カ月半から 2
カ月の時間を要する。以前の 1.5 ～ 2 倍の時間がか
かっているため、迅速化を要望する。
⑬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。
⑭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当局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。
⑮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、一般的に赴任する会社の所在地で就労許可証
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。
⑯インターネットでの販売
インターネット販売の市場規模が急拡大している。し
かし、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適切に税
金の徴収を行い公平な競争環境の確立を要望する。
⑰ 10 都県産の酒類に関する輸入制限の解除
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
の輸入禁止をなったままである。事故から 5 年以上
が経過し、酒類については科学的にも放射能が残
留するリスクは極めて低く、また、日本国内でも問題
なく流通消費がなされており、輸入制限を解除する
よう要望する。
⑱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。

第８章
金融·保険業
１．銀行
中国当局は、2016 年秋に 5 年に 1 度の共産党指導部改選を
行う共産党大会を控え、経済、金融、マーケット、政治等の全面
的な安定運営を図ると見られる。2016 年 12 月の中央経済工作
会議において、2017 年は昨年に続き「穏健な金融政策」を維持
するとしつつも、
「合理的に充足した流動性供給を維持する」と
の表現から、
「穏健中立。流動性の基本的な安定性を維持する」
と表現が変化した。全体として金融緩和の方針自体は不変であ
るものの、マネーサプライ M2 や社会融資総量の目標を引き下
げる等、昨年よりもやや引締めた金融政策をとり、貨幣供給量
を適切な水準にコントロールすることで、資産バブル問題等に
対処すると共に構造改革の推進をサポートする意向を示した。

銀行業の経営状況
第３部
各産業の現状・建議

中国商業銀行全体の 2016 年の純利益は 1 兆 6,490 億元と、
2015 年対比で 3.5％の増益となり、伸び率は 2015 年の 2.4％か
ら若干回復した。また、資産総額は 232 兆元と前年比 15.8％増、
負債総額は 215 兆元と前年比 16.0％増となったほか、主要な指
標をみると、ROA は 0.98％、ROE は 13.4％、不良債権引き当て
カバー率は 176％、自己資本比率は 13.3％となっており、中国銀
行業監督管理委員会は、他国の銀行業界と比較して高い水準で
あると指摘。
2016 年マネーサプライ M2 の伸び率は前年の 13.3％から
12.8％と、政府による通貨政策の当初目標 M2 伸び率 13.0％前後
を下回ったものの、景気の回復等を背景に、新規人民元貸出増加
額は12 兆 6,500億元と、
前年の11兆 7,100 億元を上回った
（図1）
。
2016 年末における金融機関の人民元および外貨預金残高は
155 兆 5,000 億元と、前年比 11.3％増、そのうち外貨預金残高

表 2：商業銀行の不良債権残高

2015年末

不良債権債権分類別
次級類(破綻懸念)
可疑類(実質破綻)
損失類(破綻)
金融機関分類別
大型商業銀行
株式制商業銀行
都市商業銀行
農村商業銀行
外資系銀行

残高(億元)
12,744
5,923
5,283
1,539
12,744
7,002
2,536
1,213
1,862
130

不良債権
比率
1.67%
0.78%
0.69%
0.20%
1.67%
1.66%
1.53%
1.40%
2.48%
1.15%

出所：中国銀行業監督管理委員会(CBRC)

248

中国経済と日本企業 2017 年白書

合計に占
める比率
100.0%
46.5%
41.5%
12.1%
100.0%
54.9%
19.9%
9.5%
14.6%
1.0%

は 7,119 億ドルと、元安の進行を背景に、前年比 13.5％増（2015
年末は前年比 3.2％増）と大幅に増加した。金融機関の人民元お
よび外貨貸出残高は 112 兆 1,000 億元、前年比 12.8％増、この
うち人民元貸出は 106 兆 6,000 億元、前年比 13.5％増となった
（表 1）。

図 1：金融機関の人民元建て貸出

出所：中国人民銀行、国家統計局

表 1：金融機関貸出・預金統計
貸出残高
預金残高

人民元
外貨
人民元
外貨

単位
兆元
兆元
億ドル
兆元
兆元
億ドル

2016年末残高 前年末比(％)
112.1
12.8
106.6
13.5
7,858
△ 5.4
155.5
11.3
150.6
11.0
7,119
13.5

出所：中国人民銀行「中国貨幣政策執行報告二〇一六第四季度」

一方、中国銀行業監督管理委員会の統計によれば、2016 年
末の商業銀行の不良債権比率は 1.74％と、2015 年末の 1.67％
から上昇した。残高は 1 兆 2,744 億元から 1 兆 5,122 億元へと
18.7％拡大している（表 2）。

1-3月
残高不良債権
(億元)
比率
13,921
1.75%
6,510
0.82%
5,792
0.73%
1,620
0.20%
13,921
1.75%
7,544
1.72%
2,825
1.61%
1,341
1.46%
2,060
2.56%
150
1.30%

2016年
4-6月
7-9月
残高不良債権
残高- 不良債権
(億元)
比率
(億元)
比率
14,373
1.75%
14,939
1.76%
6,364
0.77%
6,416
0.76%
6,289
0.76%
6,566
0.77%
1,720
0.21%
1,957
0.23%
14,373
1.75%
14,939
1.76%
7,595
1.69%
7,658
1.67%
2,959
1.63%
3,170
1.67%
1,420
1.49%
1,488
1.51%
2,237
2.62%
2,464
2.74%
160
1.41%
157
1.41%

10-12月
残高合計に占
(億元) める比率
15,122
1.74%
6,091
0.70%
6,640
0.77%
2,391
0.28%
15,122
1.74%
7,761
1.68%
3,407
1.74%
1,498
1.48%
2,349
2.49%
103
0.93%

銀行業をめぐる動き
人民元改革の進展

2016 年 10 月 1 日、人民元が正式に SDR（Special Drawing
Rights、特別引出権）に組み入れられた。新たな通貨構成は、
各国の貿易量と各通貨の外貨準備として保有される量の加重平
均を基に計算されており、人民元はドル、ユーロに次ぐ構成比と
なる（ドル 41.73％、ユーロ 30.93％、人民元 10.92％、日本円
8.33％、英ポンド 8.09％）。人民元の SDR 構成通貨入りにより、
2016 年以降、海外の中央銀行や国際機関等の非居住者による
人民元建て債券の購入が増加したと見られる。

不良債権処理

近年、中国政府は、石炭・鉄鋼・化学業等の資本集約型産業
を中心に、非金融企業部門の債務水準が高まっていることを注
視しており、レバレッジ比率の解消が急務となっている。また、
商業銀行においては、足許の自己資本比率や不良債権引き当て
カバー率の水準が高いとされている一方、不良債権残高が増加
し続けている状況。

足許、中国当局は経済のソフトランディングを図る上で、最
も注視すべきリスクファクターとして、過剰債務問題や不良債
権問題等の金融市場の抱えるリスクに言及しており、全人代に
おいてもこの解消に向けた取組を進める方針を改めて示した。
依然として内外経済の不確実性が存在するなか、利息収入や
手数料収入等のトップラインの大幅な拡大は見込みにくいも
のの、実体経済が安定推移することにより、銀 行の業 績も比
較的安定的に推移すると予測される。

＜建議＞
①金融の自由化にかかわるロードマップ

2016 年、中国当局はこれら商業銀行の不良債権増加に対し、
債務の株式化（Debt Equity Swap、DES）や不良債権の証券化
といった不良債権処理のガイドラインを策定した。具体的には、
2016 年 10 月に国務院より、
「企業レバレッジ比率の積極的かつ
穏健な提言に関する意見」および「債務の株式化に関する指導意

・2013 年の三中全会で打ち出された金融自由化の
方針については、金利の自由化や多層的な資本市
場の育成にかかる各種改革が急速に進捗している
一方、金利の市場化や人民元建て資本取引の自由
化等は、今後さらに加速化していくと理解している。

中資系銀行の海外展開

・これら金融自由化にかかわる改革は、中国の実体
経済や企業活動、金融業の営業環境のみならず、
周辺国家や世界経済に大きな影響を与えると考え
られることから、今後の自由化改革にかかるスケ
ジュールやロードマップがより具体化・明確化され
ることを要望する。

見」が発表されたほか、10 月から12 月の間に銀行業金融機関に
より10 件以上、取引総額 1,400 億元以上の DES が実施された。

第３部
各産業の現状・建議

2015 年 末 時点で、中 資 系 銀 行 22 行 が 59 カ国・地 域 で
1,298 の支 店を設 立しており、総 資 産は 1 兆 6,900 億ドル
に上る。中資系銀行の拠点展開の対象地域は、主に欧州、東
南アジアに集中している。

外資系銀行の動き

2015 年末時点で、14 カ国・地域の外資系銀行は 100％出
資の現地法人 37 行を設立しており、245 の支店を有する。ま
た、2 行の合弁銀 行が営業しているほか、26 カ国・地域の現
地法人を設立していない 77 の外国銀行が 94 の支店、182 カ
所の駐在員事務所を設置している。外国銀行の資産総額は 2
兆 6,000 億元で前年より 3.9％減少した一方、不良債権比率は
1.15％、自己資本比率は 18.48％と、各々中国銀行業の平均よ
りも良い水準となっている。

2017年の銀行業の展望
2016 年 12 月の中央経済工作会議では、金融政策方針につ
いて「穏健」から「穏健中立」に変更するとし、貨幣供給量を適
切な水準にコントロールすることで資産バブルを抑制する方針。
具体的な数値目標として「マネーサプライ M2 の伸び率と、社
会融資総量の増加額を前年比 12％前後増」と、2016 年目標の
13％前後増から 1 ポイント低く設定した。また、中国人民銀行
総裁は 2017 年 3 月の全国人民代表大会（全人代）期間中に
開いた記者会見にて、
「流動性を適切な水準にコントロールす
ることは、中国経済の構造改革に寄与する。過度な資金供給は
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資産バブルを助長し、実態経済に有害である」と説明した。実
体経済の資金調達難と豊富な流動性という矛盾を解決するた
めに、金融の役割として実体経済を支える機能を強化し、不動
産や株式等へ資金が向かうことを防ぐため、三農（農民、農業、
農村）や中小企業向けの金融サービス拡充等の金融システム
改革を推進する方針。
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②国外投資家の国内証券投資枠（RQFII）の日本への
開放、国内投資家による国外投資促進
・2016 年 9 月に RQFII について規制緩和が実施さ
れ、投資枠の登録制への移行、資金の国外送金へ
の柔軟性向上等が実現した。また、それに先立って
2016 年 2 月には国内銀行債券市場への投資が長
期投資を目的とする国外投資家に開放されている。
このような国内証券市場の対外開放および制度の
緩和は、国外投資家にとって有益である。
・このうち RQFII については、世界各国・地域に設定
されているが、依然として日本には設定されていな
い。日本における人民 元市場の育成は、人民 元の
国際化推進に大きく貢献できると考えられる。
また、
日中間における人民元建てでの貿易や投資、金融
取引をより拡 大させるためには、決済の安 全 性・
効率性の確保が不可欠であることから、引き続き
RQFII の日本への設定を要望する。
・また、国内投資家による国外投資について、現状で
は国外証券投資枠（QDII）の新規設定は容易でな
いと理解しているが、中国の投資家にとっての投資
対象多様化やリスク分散にも資するものであるため、
QDII 枠新規設定への柔軟な対応含め国内投資家に
よる国外投資促進策の立案および実行を要望する。

③債券引受け資格の外資金融機関への開放
・債券市場を含む多層的な資本市場の育成は、金融
自由化の推進や、直接金融比率を高めるという政府
方針にも適うものと認識される一方で、外資金融機
関に対する債券引受け資格の開放は、参入基準等
の問題から進展していない印象である。
・海外の債券業務で豊富な経験を有する外資金融機
関の参入により、債券市場の効率化、市場の活性化、
投資家層の裾野拡大につながると考えられることか
ら、資格開放に向け弾力的な取り扱いを要望する。
④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）の発行について
・今後の中国市場・ビジネスの拡大規模を鑑みると、
本邦企業にとって、将来的に人民元の安定調達基盤
の拡充が財務の課題となる蓋然性は高いと考える。
・一方、日本企業によるニーズが高まると考えられる、
パンダ債の発行については、現状では、IFRS また
は中国 GAAP のみ会計基準が認められている点、
中国国内の会計事務所による監査報告を必須とし
ている点の 2 点が高いハードルとなっている。金融
自由化と債券市場の発展に資することから、当該
基準の緩和を要望する。
⑤中国（上海）自由貿易試験区を利用したクロスボー
ダー取引の柔軟な取り扱い

第３部

・中国（上海）自由貿易試験区の諸政策の他地域へ
の展開を実効的なものとするため、中国（上海）自
由貿易試 験区と全国版で異なる規 定の統 一化の
推進、運用ルールの明確化を要望する。
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・足許の自由貿易口座を活用した取引について、人
民元と外貨で取り扱いが異なる部分の統一化、規
制緩和を要望する。また、当該取引情報の監督管
理に関しては、中国人民銀行上海本部の関連規定
に基づく報告、国際収 支 統計に関する申告、外貨
管理情報システムへの報告と、報告窓口が複数に
渡り負担 感があることから、報 告・申告について
窓口の統一化および簡素化を要望する。
⑥国外投資家の低リスクかつ安定的な人民元調達に
ついて
・国外投資家の中国国内証券投資において、低リス
クかつ安定的な人民元調達が必須であるが、一般
国外投資家は中国国内の外為市場での直物取引の
み解禁されており、海外中央銀行やソブリンウェル
スファンドのようにフォワード・スワップ取引を行う
事ができない。国外投資家の国内証券投資を促す
ために、人民元調達手法の多様化が有効と考え、
QFII 投資家によるヘッジ付人民元調達を可能とす
る観点から、一般国外投資家による国内外為市場
でのフォワード・スワップ取引の解禁を要望する。
・また、人民元以外の主要通貨については、中央銀
行による流動性供給ファシリティが整備されており、
緊急時に十分な資金供給が行える仕組みが構築さ
れている。人民元についても、同様な制度・仕組み
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の整備を進めると共に、日本との通貨スワップ協定
締結について向きに検討することを要望する。
⑦預金乖離度管理について
・2015 年 10 月に預貸率が撤廃された一方、月中平
均残高と月末残高の乖離を管理する預金乖離度管
理は現在も継続されている。
・本管理制度の趣旨は理解するものの、月末はさま
ざまな取引の決済が行われ、それにともなう資金
移動が多数発生する。こうした取引の中には、銀行
側で事前に想定しないものもあり、顧客の資金の
動きを銀行側で完全に把握することは困難。この
ため、管理を徹 底するためには、相当程 度 余裕を
持った運営を行う必要があるのが実態。こうした状
況は、本来の制度趣旨や想定水準を超えるもので
あり、顧客の実需に基づく資金管理、資金運用の
制約要因となっている。こうしたことから、本管理
制度の緩和を要望する。
⑧外貨規制について
・外貨転両替、対外送金等の業務に関する規制に加
え、指導、管理も強化されていると認識している。
・こうした状況が長期化する場 合には、顧客の実需
に基づく資金 管 理に支障が生じる等、マイナス影
響 が 顕 在 化 する可能 性 がある。外資 系 企 業の中
国への進出の懸念材用となる可能性も高い。これ
に加え、為替取引、クロスボーダー取引の自由度、
透明性を高めることは、人民元の国際化を進める
上でも必須である。こうしたことから、本件に関す
る規制、指導・管理の緩和、適正化を要望する。
⑨各行政機関間の連携について
・規制緩和や新業務についての運用細則やその解釈
が、地域や関連当局の部門間において異なるケー
スが散 見される。結果として、規制緩 和や新業務
開始の発表から実務を行うまでに、担当当局や必
要 要件の確 認などに多くの時間がかかり、その恩
恵が実現されにくい状況が存 在している。金融自
由化の実効性を高めるためにも、各地域や行政機
関間における規定解釈の統一化や、運用細則の明
確化、
情報連携の強化が進展することを要望する。
・また 2016 年 5 月に金融サービス業に対し増値税
の適用が開始されたが、増値税における控除可能
項目分類についても、地方税務局ごとに判断が異
なるケースが散 見されるため、各地方政 府による
規定や解釈の統一を要望する。
⑩銀行 ATM の偽札対策について
・銀行 ATM からの現金引き出しで偽札が出るケー
スがあるため、銀行の偽札管理を徹底するよう要
望する。

２．生命保険

表２：内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
2012年

2016 年の中国生命保険 市場は、人身保険会社 74 社
の収入保険料が 2 兆 1,693 億元で、前年比 36.8％増と、
2008 年以来の最高の伸び率で堅調な成長を見せている。
生命保険業務、健康保険業務および傷害保険業務の 3 大
分野は、
いずれも高い成長率で業界実績を牽引している。
特に、提唱されているリスク保障への回帰と長期貯蓄型
商品販売への促進に伴い、生命保険業務の収入保険料は
1 兆 7,442 億元で前年比 31.7％増となり、うち伝統生命
保険業務が 55.4％増の貢献で際立っており、商業健康保
険加入者に対する個人所得の税優遇の促進による健康保
険業務の収入保険料は 67.7％増の急速な発展を遂げた。
外資系生保会社について、新規進出外資系生保会社は無
く現状の 28 社に留まっている。外資のマーケットシェア
は 6.4％と前年比 0.1％の微増となった。販売チャネルに
おいては、個人代理人と銀行窓口は、依然として各社の主
力チャネルとなっているが、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。

マーケット概況
第３部

2016 年の生命保険業界全体の収入保険料は、前年比
36.8％増の 2 兆 1,693 億元となり、伸び率が直近数年の最
高値となった。
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表１：生保業界全体の収入保険料伸び率推移（2012
～ 2016 年）
前年比(％)

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

4.1

7.9

18.1

24.9

36.8

出所：中国保険監督管理委員会HP

収入保険料規模は急速な成長を遂げているが、中国全
体の保険普及率は、依然低水準にあることには留意すべき
である。2016 年の普及率は 4.17％、2015 年のアジア地
域の保険普及率の 5.43％および世界全体の 6.24％を下
回っている。2015 年の中国の一人当たり保険料も約 281
ドルで、アジア平均の 312 ドルや世界平均の 621ドルを下
回っている。このことから、中国保険マーケットの発展潜
在力が十分にあるとも言えよう。
2016 年末時点、生命保険会社は 74 社で、そのうち内資
系生保会社が 46 社、外資系生保会社が 28 社。内資系会
社と外資系会社の収入保険料はそれぞれ 2 兆 305 億元と
1,388 億元で、
マーケットシェア比率は 93.6％対 6.4％で、
外資系会社のマーケットシェアが微増している。
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内資系
外資系

95.2
％
4.8
％

39
社
26
社

2013年
94.4
％
5.6
％

40
社
28
社

2014年
94.2
％
5.8
％

40
社
28
社

2015年
93.7
％
6.3
％

45
社
28
社

2016年
93.6
％
6.4
％

46
社
28
社

出所：中国保険監督管理委員会HP

生命保険業界を巡る動向～保険業の
“保”(保障)への回帰を中心に
中国保険業発展“13次五カ年規画”概要

2016 ～ 2020 年の保険業発展五カ年規画について、中
国保険監督管理委員会は、2006 年・2011 年に続いて 3 回
目の中間報告をした。今般の五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。

中短期保険期間生命保険商品への規範

中国保険監督管理委員会は 2016 年 3 月に、「高キャッ
シュバリュー商品に関連ある事項を規律する通達」に替え、
「中短期の保障期間の生命保険商品に関連する事項を規
律する通達」を公布し施行した。背景としては、中小生保会
社や新設生保会社は、収入保険料規模を拡大するために、
高利回り保証付きの中短期生命保険商品を、銀行窓口およ
びインターネットを通じた販売にシフトしていることから、
支配余力不足のリスクを防ぐ目的がある。当通達によって、
中短期保障期間の生命保険商品を大量に販売した生保会
社に対し、商品認可または届出における董事長とチーフ・ア
クチュアリーの責任、ソルベンシー・マージン基準未達時の
販売停止、資本金増強の強制措置等を明確化した。

人身保険商品の監督管理への強化

中国保険監督管理委員会はこの数年、生命保険会社に対
し、保障型商品および長期貯蓄型商品の開発や販売強化
を求めてきて、さらなる商品供給側の改革を進め、多様な消
費者ニーズを満たすため、2016 年 9 月に「人身保険商品の
監督管理の強化に関する通達」を公布。同通達によって、事
前審査・許可が必要とされていない商品は、発売後 10 日以
内に報告・届出をすることに簡素化するとともに、生保会社
の総経理とチーフ・アクチュアリーの責任を明確にし、ユニ
バーサル保険商品について独立した監査制度の設定、独立
した会計勘定での管理を生保会社に求め、生保商品が市場

で発売されるまでの時間の短縮化および商品開発・管理レ
ベルの向上を図っている。

方針の変化により、個人保険保障型生保商品販売の大幅な
拡充が期待される。

ユニバーサル保険商品の監督管理への強化

ただし、低金利投資環境の中で投資収益が低迷している
状況は 2017 年も変わらない。収入保険料は伸びているも
のの、投資型生保商品の占率がまだまだ大きく、固定収益
投資資産の比率が低下しており、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。

中国保険監督管理委員会はユニバーサル保険収入保険
料が過大だった前海人寿・恒大人寿、その他一部の生命保
険会社に業務改善措置をとり、2016年12 月 9 日と 28 日に、
「ユニバーサル保険の監督管理を継続に強化し、法規違反
行為を断固抑制すること」と「ユニバーサル保険の監督管
理をさらに強化し、ユニバーサル保険の規範的且つ健全な
発展を推進する」という意見書を相次いで発出した。さらに、
12 月 30 日に「人身保険業務の監督管理へのさらなる強化
に関する通達」を公布した。背景としては、資金調達の目的
で高利回りの短期ユニバーサル保険を過大に販売している
一部の中小生保会社は、
特定の上場会社株を大量に保有し、
短期的な株価上昇を狙った投機的行為を行っていることを
中国保険監督管理委員会は問題視し、金融システムのリス
クを抑制することがあげられる。同通達によって、四半期ご
との収入保険料規模のうち中短期保障期間の商品の収入
保険料占率が 50％超の場合、四半期ごとの元受収入保険
料の当四半期収入保険料規模での占率は 30％を下回った
場合、他に該当した生保会社に対し、一年間は支店の新設
申請を認可しないといった厳しい監督管理措置をとるよう
になる。一方、リスク保障型と長期貯蓄型保険商品販売を積
極的に展開する生保会社に対し、中国保険監督管理委員会
は、状況に応じてその支店の新設申請を認可し、規範的健
全な発展を支持・奨励することとなっている。
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中国人身保険業経験生命表（2010－2013）の公表
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2016 年末に、中国保険監督管理委員会は生命保険業
の保障への本業回帰を確実に推進するために、中国アク
チュアリー協会が 2014 年より作成してきた「中国人身保
険業経験生命表 (2010 － 2013)」を公表。当生命表の作
成にあたって、巨大なサンプルデータ (3 億 4,000 万件保
険 契 約、1 億 8,000 万名保 険 契 約 者、185 万 給付 案件 )
を収集し、自主開発したプログラムによりデータ処理を行
い、完成させた。

2017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。
保険の「保」を基に、2017 年の中国保険監督管理委員
会の監督管理の中核は、保険会社出資構造の整備、生保商
品構造の改善（中短期保障期間の生保商品販売の監督管
理へのさらなる強化）、資産運用の監督管理への強化、ソ
ルベンシー・マージン基準の達成にある。このような監督管
理環境の下で、大手生保会社の営業職員による期払い個人
生保商品販売の強化、生保会社の収益性への重視等、経営
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＜建議＞
①中国生保業進出時の出資上限について
外資系生保が中国に参入する場合、合弁企業の
設立を義務付けられている。加えて、外資の出
資比率は 50% が上限になっているため、同制
限の緩和を要望する。
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、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
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。
先進的な保険コンサルティングノウハウを伝播
する手段として、現状、明文化はされていないも
のの、実質的に制限されている保険代理会社の
外資出資制限の撤廃、さらに、保険代理会社へ
の外国生保による 100％出資を要望する。
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

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。

中国損害保険市場の現状

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。

市場規模の拡大

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飛躍的な発展を遂げ、
2016 年度は元受収入保険料ベースで 8,724.50 億元に達
し、5 年でほぼ倍増する力強さを見せている。
2016 年度の中国経済はやや減速したものの、損害保険
市場は引き続き GDP 成長率を上回る成長を遂げ、前年比
9.12％増となった。2017 年についても、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
年
年
年
年
年
年
年
年

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

図１：中国損害保険収入保険料・増収率の推移

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。
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。
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。

表２：2015 年

第３部

国・地域

各産業の現状・建議

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 4.5 兆元 (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して
いる。
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。
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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。
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米国
中国
ドイツ
日本
英国
フランス
カナダ
オランダ
韓国
イタリア
全世界

世界損害保険市場規模比較

収保総額
(百万ドル)
763,766
175,737
116,538
105,891
105,685
80,402
65,637
62,810
55,402
40,189
2,019,967

順位

世界シェア

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
-

37.81%
8.70%
5.77%
5.24%
5.23%
3.98%
3.25%
3.11%
2.74%
1.99%
100%

保険密度
保険深度
(ドル)
2,377
4.22%
128
1.63%
1,381
3.36%
837
2.55%
1,067
2.44%
1,129
3.09%
1,832
4.23%
3,712
8.35%
1,094
4.12%
612
2.06%
276
2.77%

出所：Sigma World insurance in 2015

表３：2015 年

国民一人当たり年間保険料比較

順位

国・地域

損害保険料（ドル）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22
56

ケイマン諸島
オランダ
スイス
米国
ルクセンブルク
カナダ
ニュージーランド
デンマーク
オーストリア
ドイツ
日本
中国

12,105
3,712
3,292
2,377
1,866
1,832
1,722
1,401
1,386
1,381
837
128

出所:Sigma World insurance in 2015

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

2016 年末時点での中国の損害保険会社は 81社であり、
そのうち、中資系損害保険会社が 59 社、外資系損害保険
会社は 22 社となっている。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 9,077 億元に対し、外資系
損害保険会社は 189.2 億元となっている。
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 2.04％の低位
に留まっている。
WTO 加盟から 15 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スピード
アップ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 1.5 億元以
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
緩和を期待したい。

第３部

表４：2016 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）

各産業の現状・建議

拠点数
2016年度
市場シェア
(本支店) 元受収入保険料
中国人民財産保険
38
31,045,348
33.50%
平安財産保険
41
17,790,765
19.20%
太平洋財産保険
42
9,607,112
10.37%
国寿財産保険
35
5,973,598
6.45%
中華聨合保険
30
3,858,725
4.16%
大地財産保険
37
3,195,785
3.45%
陽光財産保険
37
2,839,216
3.06%
太平保険
28
1,818,029
1.96%
輸出信用保険
26
1,730,795
1.87%
天安保険
32
1,387,436
1.50%
華安財産保険
30
1,003,487
1.08%
永安財産保険
25
903,559
0.98%
英大財産保険
26
832,974
0.90%
華泰財産保険
32
701,094
0.76%
永誠財産保険
34
634,907
0.69%
安邦財産保険
32
537,090
0.58%
中銀保険
27
502,535
0.54%
紫金財産保険
23
494,475
0.53%
安華農業
10
440,981
0.48%
都邦財産保険
34
401,874
0.43%
その他（39社計）
5,069,859  
5.47%
中資系損害保険会社（小計）
90,769,643
97.96%
全損害保険会社（合計）
92,661,683
100.00%
会社名

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５：2016 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）
会社名
アクサ
グルパマ
チャーティス（AIU）
リバティー
富邦産物保険
アリアンツ
三星火災保険
国泰産物保険
東京海上日動火災保険
チューリッヒ
ジェネラリ
三井住友海上火災保険
損害保険ジャパン
チャブ
Starr Property & Casualty
Insurance (China)

2016年度
国・ 拠点数
市場
元受収入
地域名 (本支店)
シェア
保険料
フランス 63
797,132 0.86%
フランス
6
183,452 0.20%
米国
7
137,331 0.15%
米国
6
122,963 0.13%
台湾
6
96,622 0.10%
ドイツ
7
82,895 0.09%
韓国
7
81,765 0.09%
台湾
11
65,120 0.07%
日本
6
50,939 0.05%
スイス
2
47,978 0.05%
イタリア
6
46,284 0.05%
日本
4
44,858 0.05%
日本
5
36,430 0.04%
米国
3
29,138 0.03%
米国

12

18,284

0.02%

スイス・リインシュアランス スイス
3
12,897 0.01%
LIG
韓国
2
11,192 0.01%
現代海上火災保険
韓国
2
11,080 0.01%
日本興亜損害保険
日本
2
5,701
0.01%
あいおいニッセイ同和損害 日本
2
5,546 0.01%
XLインシュランス
米国
1
3,222 0.01%
ロイズ
英国
2
1,214
0.01%
外資系損害保険会社(小計)
1,892,040
2.04%
100.00%
全損害保険会社(合計)
92,661,683
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

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。但し日系に対
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 17 年度、自動車保険の収益性に対する監督をさら
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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６：2011 ～ 2015 年自動車保険 ( 自賠責＋任意 )
収入保険料推移 ( 全社ベース )
2011
2012
2013
2014
2015
前年
前年
前年
前年
前年
金額
金額
金額
金額
比
比
比
比
比
12.38
16.84
17.87
14.28
16.66
収入保険
6,199
5,516
4,721
4,005
3,505
%
%
%
%
%
料(億元)
10.20
11.28
21.01
28.36
27.26
支払保険
3,336
3,027
2,720
2,248
1,751
%
%
%
%
%
金(億元)
年度

金額

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

第３部
各産業の現状・建議

「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。

＜建議＞
① WTO 加盟 15 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。
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③ 2012 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。
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、
「保監会簡報 201557 期（保監会積極推進保
検 業 服務 京津 冀 協同発 展）」の通 達が 2015
年 12 月に出状されている。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。
⑥ C-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 CIRC 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。

４．証券
2016 年末時点の世界の株式時価総額のうち、日本と中
国は、日本取引所が 5 兆 615 億ドルで世界第 3 位（前年と
同ランク）、上海証券取引所が 4 兆 1,040 億ドルで同 4 位
（前年と同ランク）、深圳証券取引所が 3 兆 2,167 億ドル
で同 7 位（前年第 5 位）であった。中国全体では 7 兆 3,207
億ドルとなった（2015 年末時点では 8 兆 1,880 億ドル）。
2016 年の世界の株式売買代金のうち、日本と中国は、深
圳証券取引所が 11 兆 6,059 億ドルで世界第 3 位（前年第
2 位）、上海証券取引所が 7 兆 4,923 億ドルで同 5 位（前
年第 1 位）、日本取引所（東京）が 5 兆 6,183 億ドルで同 6
位（前年と同ランク）であった。中国全体では 19 兆 982 億
ドルとなった（2015 年は 40 兆 9,541 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
各産業の現状・建議

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、2017 年 2 月末時点で 278 社が計 892 億 900 万
ドルの運用枠を認められている（2016 年 2 月末時点では
279 社、計 807 億 9,500 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、2017 年 2 月末時
点で 181 社が計 5,411 億 2,900 万元の運用枠を認められ
ている（同様に 158 社、計 4,714 億 2,500 万元）。
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、Qualified Domestic
Institutional Investors の略称、2006 年 4 月導入） 制度
の下、2017 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（同様に 132 社、計 899
億 9,300 万ドルで、この 1 年間全く新規の運用枠の認可は
ない）。

合弁証券会社および合弁運用会社の新設・再編

2016 年、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（申港証券、華菁証券）が設立された。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
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資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、合弁証券会社には国内系
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。2017
年 1 月末時点で登録証券会社は 129 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、
2017 年 1 月末時点で 109 社設立されており（証監会）、う
ち 44 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。
外資参入規制については、2014 年 1 月の証監会による
全国証券期貨監管工作会議で、
「証券・先物業の外資参入
規制を段階的に開放し、外資金融機関の出資比率規制を
撤廃し、外資証券・先物経営機関による独立子会社や支店
の設立を容認し、合弁証券会社のライセンス制限を撤廃す
る」との方向性が確認された。続いて同年5月、国務院は「資
本市場の健全な発展をさらに促進するための国務院の若干
の意見」
（新 9 条意見）を公表し、
「外資が資本参加・支配
する国内の証券・先物経営機関の経営範囲を適時に拡大す
る」との方向性を確認した。
また、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、
天津市、福建省、広東省にも 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、上記の四地域に適用さ
れる 2016 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、実効性のある実験が行なわれているとは
言い難い。その後、2016 年 12 月 7 日、国家発展改革委員
会と商務部は「外商投資産業指導目録」のパブリックコメン
ト版を公表し、外資への中国全体でのネガティブリスト方式
の導入を初めて打ち出しているが、証券会社・基金管理会
社ともに、現行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 51％以上、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おり（マカオ資
本の証券会社も同様）、内外無差別の扱いがされてない。
他に証券業では、証券投資顧問会社について、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。

2016 年 11 月からは、
深圳・香港相互株式投資制度も始まっ
た。今後、現物株以外の商品（債券など）や、香港以外の海
外市場を対象とした同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。

中国では、2015 年 10 月の第 18 期 5 中全会で可決され
た第 13 次五カ年規画の建議および 2016 年 3 月の全人代

中国国内での外資企業のファイナンス緩和

で可決された同計画に、
「銀行・保険・証券・年金等での外
資の市場参入を拡大する」との方針が盛り込まれている。そ
の後、2017 年 1 月 17 日、国務院は「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）を公表した。新外資政策のうち、サービス業への外
資参入規制の緩和では、金融業を重点分野とする方針を打
ち出している。細則は、関係当局によってこれから検討され
公表される予定である。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、各種規制緩
和と規制緩和日程の公表を期待する。

国内外投資規制の緩和
第３部
各産業の現状・建議

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。但し、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
1.28％に過ぎない（2016 年 12 月末）。一方、日本は個人投
資家が 17.5％、外国人投資家が 29.8％となっている（2016
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
度が始まり、個人投資家も上海・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。
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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。先ず株式市場では、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、関連法令は公表されておらず、あくまで個別認可に
留まっている。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出来た。
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、国家外貨管理局
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、また国家外貨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

外国指数 ETF（Exchange Trade Funds、上場投資信託）
の中国国内上場は、中国投資家に分散投資の機会を提供
し、国内市場の過熱を押さえる効果がある。また、中国投
資家に対外投資を解禁するにあたり、個別銘柄であれば発
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

第３部

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 2016
年末には 19 にまで拡大した。

各産業の現状・建議

また、2016 年の人民元建て対内直接投資は 1 兆 3,988
億元となった（2015 年は 1 兆 5,871 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
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。2016 年 2 月末には、中国工商銀
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行が東京プロボンド市場で 40 億ドルを限度額とするプロ
グラム上場の承認を受けたり、同年 10 月には中国中信集団
（CITIC グループ）が同社としては 20 年ぶり、中国発行体
としては 16 年ぶりにサムライ債（1,000 億円）を発行した。
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、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（債券など）への拡大
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
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。

第９章
観光·レジャー
１．旅行
2016 年の日本からの訪中客数は 3.6％増の 258 万人
であった。過去 5 年間続いた減少傾向が改善されたこと
は喜ばしいが、日本人の訪中旅行を本格的な回復基調に
乗せるためには、環境改善に関するより効果的なアピール
が求められる。一方で、中国からの訪日客数は過去最高の
637 万人（前年比 27.6％増）と全市場で初の 600 万人台
に達し、2015 年に続いて最大の訪日旅行市場となった。
中国公民の海外旅行の高度化、日中両国の相互理解促進
を図るため、外商独資旅行社に対する中国公民の出境旅
游経営の開放が求められる。

2016年訪中日本人観光マーケットの動向
第３部
各産業の現状・建議

法務省出入国統計 2016 年（1 月～ 12 月）によると、日
本人出国者数は前年比 5.6％増（90 万 2,631 人増）の 1,711
万 6,420 人となり、4 年ぶりに増加に転じた（ただし、2015
年は欧州方面を中心に治安への不安等から海外旅行需要
が大幅に落ち込んだことから、実際のマーケット動向として
は 2014 年との比較が妥当である）。2014 年比では 1.3％増
（21 万 3,302 人増）と、ほぼ 2014 年の水準に戻った状況
となった。世代別では 25 ～ 44 歳の若年・現役層や、60 代
以上のシニア層は男女ともに 2014 年比ではマイナス、都道
府県別でも 2014 年比で増加したのは北海道、東京、京都、
大阪、兵庫、福岡、沖縄などの 11 都道府県のみで、都市部
を除けば海外旅行需要が本格的に回復しているといえる状
況にはない。
観光庁が観光立国推進基本計画で 2016 年に 300 万人
の目標を掲げていた若者（20 ～ 29 歳）
のアウトバウンドは、
2015 年比 11.2％増、2014 年比 4.6％増の 281 万 9,197 人
と、目標には達しなかったものの増加傾向となった。一方で、
治安問題などに敏感なシニア世代の需要回復は遅れており、
観光目的の訪中日本人の中心層である 60 ～ 64 歳の女性
は 2014 年比 10.9％減、男性は同 5.9％減、70 歳以上の女
性は同 7.1％減、男性は同 1.9％減と、2014 年レベルに届い
ていない。とくに男性に比べて女性の回復が遅れており、
2017 年はシニア女性の需要回復がテーマとなる。
中国国家旅遊局統計速報値によると、2016 年上半期（1
月 ~6 月）の訪中外国人数は 1,347 万人（前年比 9.0％増、
香港・マカオ・台湾を含まない）
と増加し、
下半期
（7 月 ~12 月）
についても、4％程度の伸び率は維持するであろうと予測し
ている。2016 年（1 月 ~12 月）の訪中日本人数については、
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中国国家旅遊局統計は未発表ではあるが、駐日中国大使
の談話によると「2016 年の日本からの訪中客は 3.6％増の
258 万人」であった。2015 年まで 5 年連続で減少してきた
傾向が改善されたこと（2015 年は 249 万 7,700 人）は喜ば
しいが、日本人の訪中旅行が本格的な回復基調にあると判
断するには根拠が乏しい状況にある。

中国に対するイメージの低下

近年の日本においては、中国における大気汚染、食の安
全性、中国人のマナー等に関するネガティブな情報が喧伝
され、旅行目的地としての中国のイメージが低下している。
内閣府の外交に関する世論調査（2016 年 11 月実施）にお
いても、中国に「親しみを感じる」とする者の割合が 16.8％
（「親しみを感じる」3.4％と「どちらかというと親しみを感
じる」13.4％を合算）、
「親しみを感じない」とする者の割合
が 80.5％（「どちらかというと親しみを感じない」34.6％
と「親しみを感じない」46.0％を合算）となっており、調
査対象の国や地域の中でも低い状況にある。

図１：各国・地域に対する日本人の親近感

出所：内閣府の外交に関する世論調査（2016年11月実施）より作成

日本の旅行会社は日本人の中国旅行志向の低下傾向や、
地政学リスクを内包したボラティリティの大きな方面という
見方も相まって、日本における個人旅行向けの販売店舗に
陳列するパンフレットの縮小化（設定コース減少）や、団体
旅行セールスにおける提案仕向地としてのプライオリティを
下げざるを得ない状況にある。個人旅行客・団体旅行客の
減少は、日本の旅行会社社員の中国に関する知識の低下、
販売意欲の低下へとつながり、さらに中国旅行参加者が減
少するという悪循環が生じている。
また、中国に対 するイメージの 低下は 1990 年代 から
2000 年代に活発に行われていた姉妹都市間の交流事業や
修学旅行を中心とした青少年交流を激減させ、日本人と中
国人の相互理解の機会減少につながっている。特に青少年

の訪中促進は、旅行事業者のビジネスという狭義のメリット
だけでなく、中長期にわたる日中両国の相互理解促進を図
るためにも有意義である。15~24 歳の 2016 年の出国者数
は 2015 年比 16.7％増、2014 年比 13.2％増となっており、
学生の修学旅行や研修旅行、個人旅行先が海外へ向き始め
ている状況にある。2017 ～ 2020 年度の 4 カ年を対象と
した観光立国推進基本計画の改定案では、アウトバウンド
2,000 万人の目標に加えて、参考指標として若年層（20 ～
29 歳）のアウトバウンド人数（2020 年に 350 万人）を掲
げている。青少年・若年層の海外旅行の目的地として中国
が選択される取り組みをさらに進める必要がある。

原価の高騰

旺盛な中国人の訪日旅行需要は、日本線の航空座席供
給量の増加につながってはいるものの、運賃は上昇傾向に
ある。同時に中国人の国内旅行需要の増加は、ホテルにお
ける日本人マーケットの優先順位の低下につながり、年間
を通じた客室数の確保と室料の安定化は極めて厳しい状
況にあり、日本の旅行会社の個人旅行企画造成担当者お
よび団体旅行セールスパーソンにおいては、仕向地として
中国に対し消極的にならざるを得ない状況を生んでいる。
一方で、一般社団法人日本旅行業協会（JATA）は、日中
国交正常化 45 周年を記念し、年間を通じて中国各地へ「新
しい中国の発見」をテーマに 2017 年の訪中日本人数 350

第３部

万人を目標に掲げ、旅行業界を挙げて需要喚起・拡大に向
けて取り組んでいる。就航都市、世界遺産、5A を中心とし
た観光素材などをもとに新しい中国の魅力あるツアーの商
品造成、販売を図っている。主要都市では、地方旅遊局と
協力した 45 周年記念イベント（観光、文化・スポーツ、祭り、
青少年交流など）の実施に向けて取り組んでいる。

各産業の現状・建議

2016年訪日中国人マーケットの動向
日本政府観光局（JNTO）推計値によると、2016 年訪日
外客数は過去最高の 2,403 万 9,000 人
（前年比 21.8％増）
となった。中でも中国は前年比 27.6％増の 637 万人と全市
場で初の 600 万人台に達し、2015 年に続いて最大の訪日
旅行市場となった。クルーズ船寄港数の増加や航空路線の
拡充、
これまでの継続的な訪日旅行プロモーションに加え、
ビザ要件の緩和や消費税免税制度の拡充、
個人旅行
（FIT）
客の増加等が主な要因として考えられる。
中でも 2015 年 1 月からのクルーズ船の外国人乗客にか
かる入国審査手続の円滑化を図る「船舶観光上陸許可制
度」導入に伴う寄港増加の効果は絶大で、法務省の出入国
統計によれば、2016 年の船舶観光上陸許可数は、前年比
80.7％増（86 万 4,745 人増）の 193 万 6,469 人であった。
国籍・地域別の船舶観光上陸許可数では、中国が 87.3％
増の 160 万 5,707 人と最も多く、全体の 82.9％を占めた。
港別内訳における中国人数は、博多港が 56.2％増の 76
万 3,768 人と最も多く、次いで長崎港が 23.9％増の 40 万
5,598 人、那覇港が 80.4％増の 14 万 4,951 人、鹿児島港
が 156.9％増の 9 万 4,684 人、石垣港が 6,203.6％増の 1
万 5,885 人の順であった。航空路線も新規就航のほか、夏
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期休暇に合わせた増便やチャーター便運航がなされ、
海路・
空路双方での供給量増加が旺盛な需要を後押しした。

外商投資旅行社の問題点と
環境対策に関する要望
環境問題に関する効果的なアピール

2017 年 2 月 23 日に中華人民共和国駐日本国大使館で
開かれた
「第 2 回中国ツアープランニングコンテスト授賞式」
において駐日中国大使は、当面の目標として中日双方向交
流 1,000 万人を掲げ、
「中日両国は観光資源が豊富。観光
需要をまだまだ伸ばすだけの大きな潜在能力、ポテンシャ
ルがある」として、民間交流を進めることで「中日関係の改
善、国民の相互理解促進も期待できる」と述べた。さらに、
訪日需要が約 30％増と大幅に伸長している一方で、訪中
需要は伸び悩んでおり、
「一層多く日本の友人が中国を訪
れるように後押しすることを期待している 」と観光・航空
関係者に協力を求めた。
中国は世界遺産をはじめとして、食・文化・歴史など観光
資源の豊富さでは世界有数の国であることは言うまでも
ない。さらに近年は高速鉄道網の発達、LCC を含めて日本
40 都市と結ばれる豊富な路線網があり、都市部のみなら
ず中国の地方を訪れやすい環境が急速に整いつつある。
日本人の訪中旅行の本格回復への転回に向けての必要条
件は、
やはり日本人の持つ中国に対するイメージの改善だ
と考える。健康志向・安全志向の強い日本人、特に年配層・
ファミリー層が中国旅行を躊躇する主な要因、また修学旅
行先としての魅力は十分認識しつつも実施の判断を阻害
する要因は、大気汚染をはじめとする環境への不安である
ことと言える。中国において大気汚染対策をはじめとする
環境政策に力点が置かれており、環境保護相の 2017 年 3
月 9 日の記者会見においても、微小粒子状物質「PM2.5」
を定点観測した主要 74 都市の平均濃度について、2016
年は 2013 年比で約 30％下がったことを明らかにし、
「大
気汚染の問題は確実に改善に向かっている」と述べたが、
残念ながら日本での報道は限定的であった。そもそも旅行
行動、特に観光旅行行動とは、一部の場合を除き、旅行先
の安全性に対する不安と旅行先の魅力とを天秤にかけ、
魅力が不安を上回った時にのみとられる消費行動である。
本年は日中国交正常化 45 周年、来年は日中平和友好条
約締結40周年にあたり、例年以上に日中関係の注目度が
増す状況にある。中国旅行を検討する日本の潜在消費者
に対して、中国の魅力を発信するプロモーションはもとより、
環境改善に関するより効果的なアピールが求められる。

外商投資旅行社について

2011 年に外資系合弁旅行社 3 社（うち 1 社が日系）に対
し、中国公民出境旅行取り扱いが試験認可されたが、それ
以降は新たに外商独資旅行社に同業務が認可されていな
い。2015 年 10 月、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ものの、北京においては合資形態
の日系旅行社は非常に少なく、この形態での新規投資は現
実的に難しい状況にある。また国務院は 2016 年 7 月、外

商独資旅行社は中国人の出国観光旅行業務および香港、
マ
カオ、台湾への観光旅行業務を扱ってはならないと定めて
いる旅行社条例第 23 条において、これを自由貿易試験区
内では暫定的に停止して、条件を備えた外商独資旅行会社
に国公民の出境旅游業務（台湾を除く）を認めるとしたが、
自由貿易試験区内という制限が付けられている。
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。

第３部
各産業の現状・建議

近年、中国人旅行客の訪日旅行の拡大ばかりが注目さ
れている一方で、中国系旅行会社の旅行サービス品質や安
全・安心の観点について疑問を呈す見方も少なからず存在
している。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。

図２：日中両国相互の訪問旅客数の推移

出所：法務省出入国統計資料、国連世界観光機関（UNWTO）、日本政
府観光局（JNTO）、中国国家旅遊局 他により作成
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＜建議＞
①中国公民の出境旅游経営の開放
1972 年の日中国交 正常化 以 来、日系旅行 会
社は多くの日本人旅行客の中国訪問のサポー
トを通じて、日中両国の観光・文化・経済交流
の発展に貢献してきた。特に日系旅行会社が
誇る高水準な旅行サービス品質維持のノウハ
ウは、中国の観光関連産業のサービス水準向
上に加え、その経済的な発展にも大きく貢献し
てきた。しかし近年の訪中日本人数は、大気汚
染の深刻化や食の安全への不安などの影響も
あり、2007 年 の 397 万人をピークに大 幅な
減少傾向が続いており、日系旅行会社の経営
基盤は大きく揺らいでいる。2011 年に外資系
合弁旅行社 3 社（うち 1 社が日系）に対し、中
国公民出境旅行取り扱いが試験認可されたが、
それ以降は新たに外商独資旅行社に同業務が
認可されていない。2015 年には中国人の海外
旅行 者数が 1 億人を超えるなか、中国人旅行
客の訪日旅行の拡大ばかりが注目されている。
その一方で、中国系旅行 会社の旅行サービス
品質や安全・安心の観点について疑問を呈す
見方も少なからず存在している。
外商独資旅行社の成長と発展は、中国の観光
関連産業の高度化およびその発展と共にある。
今後大幅な増加が予想される専門的な出境個
人旅行に関して、外商独資旅行社が有するネッ
トワークとノウハウは、中国公民の出境旅行高
度化と観光関連産業の発展に大きく寄与する
ものと考える。そのため、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．ホテル

中国のホテル事情
高級ホテル群の現状と未来

訪日中国人と訪中日本人

ホテル業界のビジネスの優劣は、海外からのインバウン
ド客の変動に大きく左右される。とりわけ日本においては
訪日中国人の増加、中国においては訪中日本人の減少に
よってホテルビジネスの明暗が浮き彫りになっている。

訪日中国人は増加の一途、訪中日本人は減少傾向

日本政府観光局によると、2016 年 1 ～ 7 月に日本を訪
れた中国人旅行客の数は、前年同期比 38.2％増の 380
万 7,900 人に達した。訪日中国人の数は過去最高だった
2015 年をさらに上回るペースで増加が続いている。
一方、中国国家旅遊局によると、2015 年通年で中国を
訪れた日本人は、前年比 8.1％減の 249 万 7,700 人に留
まった。訪中した日本人はビジネス・観光いずれの場合も
減少し、特に観 光目的で中国を訪れた日本人は、前年比
35.0％減の延べ 51 万 6,200 人であった。
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日本を訪れる中国人の数と、中国を訪れる日本人の数に
明確な対比がある中、中国メディアの人民網は、中国を訪れ
る日本人旅行客を増やすことは中国旅行市場における喫
緊の課題であることを指摘し、
「訪中日本人を増やすには
どうすれば良いのか」を考察する記事を掲載している。

各産業の現状・建議

記事は、中国を訪れる日本人旅行客が減少している背景
について、
「日本における対中イメージの悪化」と、
「卒業
旅行をする日本人の減少」が挙げられると紹介し、中国に
は中華料理や風光明媚な景色といった観光資源が多くあ
るにもかかわらず、日本人旅行客が減少し続けていると論
じている。また、中国の大気汚染問題も大きな理由の一つ
だとし、
「健康を気遣う人にとって、中国の大気汚染は嫌悪
の対 象」であると指摘したほか、中国側の積極的なプロ
モーションが不足していること、日本人のニーズが変化し
ていることも理由として挙げている。
これらも踏まえて考察すると、中国を訪れる日本人旅行客
が減少している要因は、大気汚染問題をはじめ日本人の中
国に対するイメージ低下が大きいと考えられる。これらの要
因は一朝一夕で解決できるものではなく、中国を訪れる日
本人旅行客の足取りが戻るには、時間がかかるであろう。

表１：2011 ～ 2015 年 訪日中国人と
訪中日本人の推移（単位：万人）
2011 2012 2013 2014 2015
年
年
年
年
年

訪日中国人 104

143

131

241

499

訪中日本人 366

352

288 272 250
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高級ホテル群では外資系ホテルチェーンのシェアが、地場
ローカルホテルや中資系ホテルチェーンを大きく上回って
いる。外資系は知名度の高さに加えて、長年蓄積した運営ノ

ウハウやスケールメリットによるコスト競争力が高く、客室
単価や運営利益などの指標において高い水準を保っており、
中資系に比べて総じて堅調な業績を維持している。
今後の高級ホテル群の展望であるが、旅客数の大幅な伸

びが期待できないなか、客室数は一層の増加が見込まれて
おり、客室稼働率は現状維持に留まるとみられ、客室単価
の上昇も望み薄である。加えて、一般的な高級ホテルにおい
て売り上げの半分を占める宴会料飲部門は、中央政府によ
る「三公経費の抑制」方針を受けて減収傾向にあり、その一
方で人件費は引き続き上昇基調を辿ることから、今後も収
益性が低下する懸念は払拭できない。
2011 年以降の中国全国星級ホテル数と客室総数の推移
を以下表のとおりまとめた。4 星 5 星の高級ホテル群は増加
傾向にあり、1 ～ 3 星の低価格ホテル群は減少傾向にある。

表２：2011 ～ 2015 年 星級ホテル数と客室数の推移
2011 2012 2013 2014 2015 2011年と2015
年
年
年
年
年
年の対比
5星ホテル数(軒)
615 640 722 745 789
174軒増
客室数(万室)
21.8 25.2 26.9 26.1 26.9
5.1万室増
4星ホテル(軒)
2,148 2,186 2,370 2,373 2,375
227軒増
客室数(万室)
42.5 43.7 46.9 47.0 47.1
4.6万室増
3星ホテル(軒)
5,473 5,379 5,735 5,406 5,098
375軒減
客室数(万室)
61.1 60.3 63.5 59.2 57.2
3.9万室減
2星ホテル(軒)
3,276 3,020 2,922 2,557 2,197 1,079軒減
客室数(万室)
21.4 19.8 19.3 17.0 14.7
6.7万室減
1星ホテル(軒)
164 142 146
99
91
73軒減
客室数(万室)
0.8
0.7
0.7
0.5
0.4
0.4万室減
星級ホテル合計(軒) 11,676 11,36711,895 11,180 10,550 1,126軒減
客室数合計(万室) 147.5 149.7 158.0 149.8 146.3
1.2万室減

数値出典：中国国家旅遊局統計公報

星級ホテルの地域別競争力
2011年と
2015年の対比
395万人増
479.8％増
116万人減
68.3％減

出典：日本政府観光局(JNTO)
参考：2016年訪日中国人は637万人で過去最高だった。
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中国においては 1980 年代後半から 4 星 5 星の高級ホ
テルが拡大基調を辿っており、今日も増加の一途である。
ただし、国内旅客数は顕著に増加しているものの、先進国
における景気低迷を背景に昨今は訪中外国人が低い水準
に留まっているため、客室稼働率は弱含みである。客室単
価も小幅の増加に留まっているため、高級ホテルの売上高
伸び率は近年鈍化している（参考：訪中外国人数は 2011
年 2,711 万人⇒ 2015 年 2,599 万人）。

1 星 から 5 星を 含めた 星 級ホテル 合 計 数は 2015 年
10,550 軒であった。都市別地域別の客室営業成績の動向
を以下表のとおりまとめた。商業都市である上海市の強さ
が浮き彫りとなっているが、レジャーマーケットに力を入れ
ている海南省が強い競争力を発揮している。トップ 10 は
政令指定都市と臨海線の華東地区華南地区に集中してい
るが、
稼働率では湖南省や湖北省もトップ 10 に迫っており、
四川省成都市と共に湖南省長沙市、湖北省武漢市の目覚
ましい発展が期待される。

表３：2015 年度星級ホテル主要地区別の
客室稼働率と平均単価
客室稼働率
北京市
上海市
天津市
重慶市
海南省
広東省
福建省
浙江省
江蘇省
四川省

61.4%
65.8%
51.1%
56.0%
56.2%
54.7%
57.9%
55.0%
58.1%
56.8%

客室平均単価
（元）
513.1
684.8
398.4
332.0
498.8
396.7
351.9
366.6
338.8
325.9

競争力RevPAR
＊()内は営業成績順位
315.2 (2)
450.6 (1)
203.5 (6)
185.8 (9)
280.4 (3)
216.8 (4)
203.6 (5)
201.5 (7)
196.8 (8)
185.0(10)

数値出典：中国国家旅遊局統計公報

営業税から増値税への移行について
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中国ホテル業界では 2016 年 5 月 1 日からの税制改革に
より、
「営業税」から「増値税」に移行された。増値税はホ
テルにとって減税効果が期待されているが、一部の欧米外
資系ホテルは増値税への移行を口実に、料金の値上げに踏
み切ったため、当局から厳重注意を受けた経緯がある。
「営
業税」はホテル収入総額の 5％を地方税務局に支払う制度
であったが、
「増値税」は料金の 6％相当を付加価値税とし
て顧客から預かり、国税局に支払う制度である。従ってこの
6％はホテル収入に計上できないため、ホテルにとっては減
収となる。一方「営業税」の支払いが免除されたため費用は
着実に減少し、営業利益そのものは税制改革前とほぼ同じ
である。また「増値税」では仕入れ税額を控除できるため、
さらなる減税措置に繋がると期待されている。このことか
ら、通常では減収増益となるはずだが、一部ホテルは減収
分を値上げで補い増益幅を拡大したため、当局からは不当
値上げと見做された。
ホテル管理者ならびに財務責任者は「増値税」の意義を
正しく理解し、顧客の負担を増やさぬよう注意を喚起する
べきである。

＜建議＞
①中国には世界に誇る観光資源が数多くあるが、
依然として外国人観光客数は回復していない。
国家旅遊局が主体となって日本を含む海外に
向けた観光誘致活動を積極的に展開するよう
要望する。
② PM2.5 などの大気汚染問題が、外国人観光客
数が回復しない大きな理由の一つである。官民
一体となって改善に向けて努力していること、
それにより改善の兆しが出てきていることを、
中国国内のみならず海外に向けても発信するよ
う要望する。
③中国当局が認定している CNN や NHK 国際放
送は、中国にかかわる報道があると突然画面が
真っ黒になる場合がある。ホテル宿泊客は事情
が呑み込めず、テレビが壊れたとホテル側が苦
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情を受けることがある。画面が消えている間は、
「都合により暫くの間放映を見合わせる」など
のテロップを流すよう要望する。
④就労許可証と居留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す
る。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 新に要する作業日を短 縮する
か、二年毎の更新にするなど対策を講じるよう
要望する。
⑤バイクや自転車の夜間の無灯火運転が多く、中
国の交通事情に慣れていない外国人にとっては
危険である。特に電動バイクは音もなく近づくた
め、危険な目に何度も遭遇している。交通規則
の遵守徹底を政府主体で進めるよう要望する。

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

2016 年の北京市の域内総生産（GRP）は 2 兆 4,899 億
3,000 万元、実質成長率は 6.7％と、全国の成長率（6.7%）
と同様の水準となった。1 人当たり GRP は 11 万 5,000 元
だった。市政府は、2016 年の各四半期の GRP が 6.7％～
6.9％で、各月の失業率が 1.5％前後の低水準にとどまり、
各月の消費者物価指数（CPI）上昇率が 1.5％以内に収まっ
たため、2016 年の経済は安定を維持したとしたうえで、
2017 年の成長率目標を 6.5% 前後とした。

2016年の経済状況
2016 年の GRP 成長率は 2015 年の 6.9％に比べ 0.2 ポ
イント鈍化した。北京市統計局は 2016 年の経済が安定か
つ健全な発展を見せており、第 13 次五カ年規画の実現の
ために良いスタートを切ったとの見方を示した。GRP を産
業別にみると、
第 1 次産業は前年比 8.8% 減の129 億 6,000
万元、第 2 次産業は 5.6% 増の 4,774 億 4,000 万元、第 3
次産業は 7.1% 増の 1 兆 9,995 億 3,000 万元だった。
消費者物価上昇率は 1.4％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 5.9％増（2015 年は 5.7％
増）、一定規模以上の工業生産は 5.1％増（1.0％増）、社会
消費品小売総額は 6.5％増（7.3％増）となり、消費がわずか
に鈍化したものの安定成長を維持した。
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2016 年末の常住人口は 2015 年末を 2 万 4,000 人上回
り、前年比 0.1% 増の 2,172 万 9,000 人となった。常住人口
の増加数は 2015 年末（18 万 9,000 人）に比べ 16 万 5,000
人減少し、伸び率も 2015 年より 0.8 ポイント鈍化した。常
住人口の増加率は前年比で 2011 年から 6 年連続で鈍化し
た。商品房（商用不動産物件）販売面積は 2015 年の 6.6%
増から 7.7％増と 1.1 ポイント増加した。

各地域の現状・建議

対内直接 投 資は、契 約 額が前年比 31.8％減の 220 億
7,000 万ドル、実行額が 0.3％増の 130 億 3,000 万ドルと
なった。契約額の減少幅が 22.5 ポイント拡大、実行額の増
加幅は 43.5 ポイント縮小した。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、2016 年は
前年比 2.1％増の 1 億 2,449 万ドルとなり増加に転じた（契
約ベースは 85.8％減の 5,506 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 2016 をもとに GRP の産業
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別シェア（2015 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 79.7％と全国 1 位で、次いで同産業の
シェアが高い上海市（67.8％）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 2016 をもとに第 3 次産業にお

ける業種別シェア（2015 年）をみると金融（21.6％）、卸・
小売（12.9％）、情報通信・ソフトウェア（13.1％）、科学研
究・工業技術サービス（10.0％）、リース・ビジネスサービス
（9.7％）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）。後者 3 者は対事業所向けのサービ
スを指し、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。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
上記の観点を踏まえ、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。
特に、
障害者保障金の年間納付金額の計算方法において、
外国人駐在員を含む全従業員の平均賃金が基数となったこ
とで、納付金額が数十倍に急増した日系企業が見受けられ
る。障害者雇用の観点から考えると、その地域の給与水準

で納付金を支払うことが適切と考えることから、所在地域
の平均年収を算定基数とするよう要望する。
また、障害者の人材市場が確立され、障害者人材に特化し
た紹介センター等を立ち上げることで、障害者と雇用者の間
で双方向の選択が可能な環境が実現することを要望する。
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、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。
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。
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第三に、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、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。
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引き続き対話継続を
2016 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。
日中社会保障協定の締結により、社会保険料
の二重払い等の問題を解決し、日系企業およ
び駐 在員等の負担が軽減されるよう、日中社
会保障協定の協議開催頻度を高め、交渉が加
速されるよう要望する。
・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、2016 年 9 月 27 日に、国家外

国専門家局より「外国人訪中就労許可制度試
験実施案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。
・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。
・障害者保障金の徴収基準
現在の障害者保障金の年間納付金額の計算方
法において、在職中の全従業員人数、障害者の
従業員数および在職中の従業員の年間の平均
賃金が、年間納付金額の基数とされている。しか
しながら、外国人駐在員を含む全従業員の平均
賃金が基数となったことで、納付金額が数十倍
に急増した日系企業が見受けられる。障害者雇
用の観点から考えると、その地域の給与水準で
納付金を支払うことが適切と考えることから、所
在地域の平均年収を算定基数とするよう要望す
る。また、障害者の人材市場が確立され、障害者
人材に特化した紹介センターを立ち上げること
で、障害者と雇用者の間で双方向性の選択が可
能な環境が実現することを要望する。
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(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。

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。
中国経済と日本企業 2017 年白書

・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
企業などを含めたハイテク企業の立地促進に
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
2011 年に北京市の外資合弁旅行会社 3 社に
のみ中国公民の海外旅行取り扱いの認可がな
されたが、独資旅行会社に対する開放の動きが
見られない。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、中国人学生への日本留学斡旋業務や中国
での旅行博覧会等のイベント主催業務など、旅
行関連事業も外商旅行会社にはライセンス規
制が課せられている。旅行サービス業の発展に
資するこれら事業についても、併せて外商旅行
会社への開放を要望する。
・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

2016 年の天津市の域内総生産
（GRP）
は 1 兆 7,885 億 3,900
万元、実質成長率は 9.0％と、全国の成長率（6.7%）を 2.3 ポ
イント上回り、引き続き高い経済成長を維持した。1 人当たり
GRP は 11 万 5,613 元と 31 省・自治区・直轄市の中で 2011 年
以降 6 年連続 1 位である。市政府は経済の健全な発展と社会
の安定を維持すべく、2017 年の成長率目標を 8.0% とした。

2016年の経済状況
2016 年の実質 GRP 成長率は 2015 年の 9.3％に比べ 0.3
ポイント鈍化したものの、2016 年年初の目標値（9％前後）に
合致しており、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 3.0％増の 220 億 2,200
万元、第二次産業は 8.0％増の 8,003 億 8,700 万元、第三次
産業は 10.0％増の 9,661 億 3,000 万元だった。第三次産業
は全市 GRP の 54.0％を占めた。
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 12.0％増（2015 年は 12.1％増）、
一定規模以上の工業生産は 8.4％増（9.3％増）、社会消費品小
売総額は 7.2％増（10.7％増）と、伸びは前年より鈍化している。
貿易総額は、前年比 10.2％減の 1,026 億 5,100 万ドルと 2
年連続の 2 ケタ減となった。輸出は 13.4％減の 442 億 8,600
万ドル、輸入は 7.6％減の 583 億 6,500 万ドル、貿易収支は
140 億 7,900 万ドルの赤字だった。
対内直接投資は、契約額が 308 億 2,600 万ドル、実行額
が 12.2％増の 101 億ドル、うち中国（天津）自由貿易試験区
への投資が 24.8％を占めた。日本企業による投資実行額は
10 億ドルと、香港に次ぎ国・地域別で 2 位だった。

天津市の特徴

第４部

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。

各地域の現状・建議

天津市は、世界の取扱貨物量ランキングで、上海港、シンガ
ポール港に次ぐ 3 位の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

290

中国経済と日本企業 2017 年白書

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
ての発展を進める上では、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上で不可
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。危険品取り扱いの再開や、天津港が北京や
天津で生活する日本人の引越貨物の入口となっていることか
ら、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上で、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
ストの軽減をお願いしたい。また、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
天津市共産党委員会書記への白書の手交
・2016 年 12 月 20 日

・天津日本人会からの依頼により、ジェトロ理事長と天
津市共産党委員会書記の面談時に、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
・2016 年 12 月 27 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 10 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。

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、天津港における危険化学品の取り
扱いができない状況が続いている。世界的な貿
易港である天津 港の発展のためにも、危険品
の早期取り扱い再開を要望する。また、工場内
保管量を 1 日の最大使用量の 3 日分以内とい
う通達が出されたことにより、少量の危険品を
調達する企業は調達回数が増え、コスト上昇を
余儀なくされている。危険品の取り扱いを規範
化するにあたり、企業と積極的に意見交換する
ことを通じ、実務の実態に即した経済合理的な
政策が実行されることを要望する。
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②通関・検疫システム
2014 年に始まった北京市、天津市、河北省（京
津冀）税関区域通関一体化改革により、通関の
利便性が高まっている。しかし、途中港での積
み替え（トランスシップ）された内航船での入港
が通関システムではじかれ免税輸入をあきらめ
た事例が報告されている。京津冀税関区域通
関一体化の加速とあらゆる想定に対応した通
関システムの整備を要望する。
天津港では船便混載業者が外国人の小口混載
（LCL）引越貨物の受託を受け付けない事態
が発生し、少量荷物であっても1 本のコンテナ
での輸送を強いられている。新税関システム導
入後、従来、船会社から提出された積荷目録の
みで受けていた輸出申告を、混載業者の積荷目
録（すべての貨物目録）の送信後しか受けるこ
とができなくなったためである。LCL 引越貨物
を取り扱いできるよう、税関システムの修正を
要望する。
中国経済と日本企業 2017 年白書

③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。
④荷役品質
税関・検疫局の検査で商品の汚損・紛失、検査
後の梱包不良などの問題が発生し、抜き取り検
査された商品が販売できなくなっている。抜き
取り検査方法の改善を要望する。
⑤中古機械の輸入
中古機械の輸入に関して、
「輸入中古機電製品検
験監督管理弁法」に基づき、事前審査を受けて輸
入しても、再度、通関の際に耐用年月の証明の書
類の提出を要求されるなど、輸入手続が煩雑で、
担当官によるばらつきがある。天津税関では、中
古機械の輸入時の関税・増値税の算出方法が 3
種類あり検査官により税率が変わる。手続の簡素
化、透明性のある運用基準の統一を要望する。
⑥輸入ロイヤルティ関税
中国の子会社が日本の親会社から輸入する部
材の価格に、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。特許使用権が通関物と関連があるという判
断基準と税金計算方法の説明を要望する。
「中華人民共和国輸出入貨物通関申告書の記
入 規 範」
（税関総署 2016 年 20 号）が、2016
年 3 月 24 日の公布から 1 週間後の同月 30 日
から施行された。要求内容の理解や提出資料
準備の時間がなく対応に混乱した。このような
規定の改正時は、企業と積極的に意見交換す
ることを通じ、実務の実態に即した経済合理的
な政策が実行されることを要望する。
⑦資本取引
仲介貿易時に、支払通貨と受取通貨を一致させな
ければならないことにより取引の自由度が制限さ
れる。仲介貿易で送金を行う際、銀行審査で船荷
証券（B ／ L）原本確認のため提出が求められる。
送金規制の緩和と手続の簡素化を要望する。
⑧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
となっており、天津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。日中社会保障協
定の早期の締結により、社会保険料の二重払い
等の問題を解決し、日系企業および駐在員等の
負担が軽減されるよう、日中社会保障協定の協
議開催頻度を高め、交渉が加速されるよう中央
政府への積極的な働きかけを要望する。
②人材供給
天津市は他の都市に比べて社会保険の基数が
高く、
労働コストの競争力の低下を招いている。
また、労働 者の流 動性 が 高く、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中小企業
天津市の進出日系企業の中には操業から 10 ～
20 年経ち、事業環境の変化によりコスト割れの危
機に直面している中小企業も少なくない。こうした
企業の中には、特定の分野で世界的に高い競争力
を持つ企業もあり、今後、天津市のイノベーション
の牽引役となりうる。天津市での雇用と技術発展
を保全する意味でも、中小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要望する。
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④環境政策
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。例えば、排出削減目標値の妥当性
の検討、省エネ・汚染排出削減設備投資への企
業の対応能力の考慮、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、違反企業に対する公平な取
り締まりを要望する。また、ISO 等認証取得企
業に対する方策についての検討を要望する。
⑤通行規制
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、工場の操業や物流企業
の生産性低下を招いている。交通規制は必要
最低限にとどめ、
十分な告知期間を設けた上で、
計画的に実施するよう要望する。特に、2017 年
9 月に全国運動会が天津市で開催される際に
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
中国経済と日本企業 2017 年白書

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。
⑥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。
危険化学品経営許可証取得にあたり、企業責
任者が安全教育講座を受講し、試験に合格す
ることが要件となっているが、講座も試験も中
国語の対応で、企業責任者が外国人の場合、用
件となっている講座の受講、試験の受験が困難
である。要件を緩和するか、上海市のように、
日本語で安全教育講座を開講し、日本語で安
全教育試験を受験できるよう要望する。
⑦増値税
増値 税の 控 除可能な項目の判断 が 税 務局に
よって異なることがある。統一した基準を要望
する。増値税専用発票の発行が十分に普及して
いない。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。

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。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。
大気汚染指数について、外国人まで届くような
情報発信を要望する。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
2016 年 12 月 27 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対話・交流の実施
を希望する。

山東省
概況

山東省は人口全国第 2 位の 9,947 万人（2016 年、常住
人口）、GRP（地区総生産）は全国第 3 位の 6 兆 7,008 億
（2016 年）の省である。農業生産は全国第 1 位。面積は
日本の約 4 割、17 市から成り、首都は済南市。在外公館
は日本、韓国、タイが青島市に総領事館を設置。在留邦人
数は山東省で 2,400 人、うち青島市に 1,600 人（2017 年
2 月、在青島日本国総領事館）。
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 1,904 社（2016 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、2017 年 2 月現在で 340 社が加入。
商工会各部会にはそれぞれ、繊維部会 94 社、食品部会
96 社、機械・電気・化学品部会 122 社、流通・サービス
部会 126 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 2017 年の主な目標では、GRP は 7.5％
増、地方財政収入は 8.0％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

2016 年 の山東省の GRP は 6 兆 7,008 億 元で前年比
7.6％の伸びであった（2015 年伸び率 8.0％）。
貿易総額は 1 兆 5,466 億元で前年比 3.5％増であった
（2015 年 12.7％減）。
うち輸出は 9,052 億元（1.2％増、
2015 年 0.4％減 ）、輸 入は 6,414 億 元（6.8％増、2015
年 26.1％減）。輸出では欧州向けが 3.0％減、米国向け
3.9％増、日本向け 0.4％増、韓国向け 4.3％増、ASEAN
向けが 5.9％増となった。
外資による直接投資件数は1,477件（2015 年 1,509 件）
、
金額（実行ベース）は 1,110 億元（2015 年 163 億ドル）で
前年比 9.8％増（2015 年 7.3％増）。製造業は 589 億元、
サービス業が 428 億元であった。

消費・賃金
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2016 年の山東省の社会消費品小売総額は 3 兆 646 億
元（前年比 10.4％増、2015 年 10.6％増）。製品別（金額ベー
ス）では、食品・食糧・食用油が 1,673 億元で 9.2％増（2015
年 10.8％増）、衣料品が 1,125 億元で 6.7％増（8.5％増）、
建築・内装が 414 億元で 5.8％増（12.2％増）となった。
消費者物価指数（CPI）は 2.1％増（2015 年 1.2％増）、
うち都市部 2.2％増
（1.4％増）
、
農村部 1.8％増
（0.9％増）
。
うち、食品は 3.6％増（1.2％増）、住宅 0.9％増（0.8％増）、
煙草・酒 3.6％増（1.8％増）、衣類 1.7％増（3.5％増）、医
療保健等 4.9％増（1.6％増）
であった。
最低賃金基準平均は 2016 年 6 月に 1,710 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
4,012 元（前年比 7.8％増）
（2015 年 3 万 1,545 元（前年
比 8.0％増））、農民一人当たり可処分所得は 1 万 3,954
中国経済と日本企業 2017 年白書

元（7.9％増）となった。

工業生産・固定資産投資

2016 年 の工業 生 産 総 額は 2 兆 6,649 億 元（前年比
6.6％増）、固定資産投資総額は、5 兆 2,365 億元（10.5％
増）
（2015 年 4 兆 7,382 億元、13.9％増）となった。

財政

地 方 財 政 収 入は前年比 8.5％増の 5,860 億 元（2015
年 5,529 億元、前年比 10.0％増）。
うち、税収収入は 4,213
億元（前年比 4.6％増）であり、地方財政収入に対する比
重は 4.1 ポイント減少し 71.9％となった。地方財政支出は
前年比 6.1％増の 8,750 億元であった。そのうち、社会保
障・就業が 9.9％増であった。

2016年の主要数値目標
域内総生産（GRP） 成長率
地方財政収入
社会消費品小売総額(億元)
成長率
固定資産投資総額(億元)
都市部登記失業率（％）
都市部新規就業者数(万人)
農村労働力の就業移転(万人)
消費者物価指数（CPI）
都市住民1人あたり可処分所得(元)
農村住民1人あたり可処分所得(元)
人口自然増加率（‰）

2016年
実績
目標
7.6
7.5-8
8.5
8.5
10.4
10.5
3.46
121.0
2.1
7.8
7.9
10.84

-

2017年
目標
7.5
8.0
-

4.0以内 4.0以内
110万人 110万人
3.0
3.0
8.0
8.5
-

注1：2016年の実績の数値は「2016年山東省国民経済・社会発展統計
公報」から抜粋
注2：2017年の目標値の数値は2016年の政府活動報告で示されたもの。
注3：都市部新規就業者数、農村労働力の就業移転、都市部登録失業  率以外は前年比伸び率。
出所：「2017年山東省政府活動報告」
        「2016年山東省国民経済・社会発展統計公報」

2016年度の動向（投資環境上の問題）
在山東省日系企業の業績が改善

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（2016 年 9 月実施）による
と、中国進出企業の黒字企業の平均が 64.4％であるのに対
して、在山東省の日系企業の黒字企業は 65.4％と中国で 2
番目に低かった 2015 年から改善した。また、中国進出企業
の赤字企業の平均が 20.0％であるのに対して、在山東省の
日系企業の赤字企業は 13.5％と中国平均を大きく上回った
2015 年に比べこちらも改善した。
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 36.6％であるのに対して、在山東省の日系企
業の輸出比率は 50.9％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 59.0％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 77.4％と省市別では遼寧
省に次いで 2 番目に高い。2016 年度は 2015 年度に比べ

為替レートが円高方向に推移していたことが多くの日系企
業に追い風となったとみられる。2015 年度の動向では、
在山東省の日系企業が挙げる経営上の問題点として「現
地通貨の対円為替レートの変動」を挙げる企業の割合は
45.9％と他地域に比べ高く、円安の進行が山東省進出日
系企業の事業環境をより厳しいものにしていたが、2016
年度は円高方向に推移したこともあり、経営上の問題点と
して「現地通貨の対円為替レートの変動」を挙げる企業の
割合は 23.5％と大きく改善した。

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。これま
で外国人は「外国人就業証」を取得するか、あるいは教師
や年齢が 60 歳を過ぎた場合は学歴と職歴の基準を満た
せば「外国専門家証」を取得することで中国での居留・勤
務が可能であった。新制度では、
「外国人入国就業許可証」
と「外国専門家訪中業務許可証」を「外国人就労許可通
知書」に一本化し、外国人就労者をハイレベル人材（A 類）、
専門人材（B 類）、一般人材（C 類）に分類し、学歴、収入
レベル、勤務経験、中国における毎年の勤務期間、中国語
の語学レベル、年齢のほか、有名企業の従業員、有名大学
卒業者、特殊地域（一部の開発途上地域）での就労者、地
方経済・社会発展に必要な特殊人材などに該当する場合
の加算点などからなるポイント制度が導入された。
この新制度の導入に伴い、一部の基準が明確でないこ
とや、これまで就業許可証が下りていたものの、年齢が 60
歳を過ぎた場合或いは学士号以上の学歴を有しない場合
等で就労許可証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。

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複数発生している。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。相当高
額の追徴を請求されるケースもみられた。

青島日本人学校の現状
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青島においては日本人駐在員が減少しており、また大気
汚染などの影響を受け、帯同家族が帰国、或は中国駐在
を諦め、単身赴任者が増える傾向にある。青島日本人会が
運営する青島日本人学校では、その影響を受けて、児童・
生徒数はピーク時の 2011 年 4 月時点で 118 名に達して
いたが、2016 年度末には 70 名となっている。また、児童・
生徒数の減少傾向を受け、2014 年度に授業料・入学金の
値上げを行った結果、授業料は中国における日本人学校
で最高値（5,000 元 / 月）となっている。
青島日本人学校の運営にあたっては、授業料・入学金の値
上げのほか、青島日本人会からの支援費を増額し凌いでいる
ものの、さらに児童・生徒数が減少すれば、学校運営が厳し
さを増すと共に、その対応策はより一層困難なものとなる。
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＜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、
日本貿易振興機構（JETRO）
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。
外国人就労許可新制度の運用基準
外国人就労許可の新制度では、一部の基準が
明確でないことや、これまで就労許可が下りて
いたものの、年齢が 60 歳を過ぎた場合或いは
学士号以上の学歴を有しない場合等で就労許
可通知書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。
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検討いただきたい。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）
に対する就労許可証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 コードの認識の違い
から、関税不足分を追徴されるケースが複数発
生し、中には相当高額の追徴を請求されるケー
スもみられた。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。
青島日本人学校への支援
青島日本人学校に対しては、
学校開設時、
および、
校舎建設時のみならず、青島市政府より継続的
なご支援・ご配慮を頂き感謝する。学校運営に
関する諸事情については、従来以上に山東省政
府・青島市政府のご支援をお願いしたい。
青島日本人学校は児童・生徒の基礎教育のた
めの教育施設であり、日本人駐在員・家族の子
女帯同意欲が促進されるものでもある。同校の
運営は営利目的ではなく、増値税改革後も税制
面での優遇をお願いしたい。
また、安全面については運動会等のイベント開
催時に公安（同安路派出所）より警備を多数派
遣いただく等の格別なるご対応をいただいてお
り、これらの継続を希望する。

第２章
華東地域
（上海市、江蘇省、浙江省）
2016 年の華東地域（上海市、江蘇省、浙江省）の GRP
は約 15 兆元（全国の GDP 約 74.4 兆元の 20.2％を占め
る）となった。各省市別に見れば、上海市の GRP 成長率は
6.8％で、華東地域の中で最も伸び率が鈍化している。江蘇
省は前年比 7.8％増、浙江省は 7.5％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
70.5％、江蘇省は 50.1％、浙江省は 51.6％となり、第三次
産業が太宗を占め、経済成長をけん引していると見られる。
2016 年における華東地域の対内直接投資実行額は前年比
1.6％増の 606 億 5,400 万ドルとなり、2 年ぶりにプラス成
長に転じた。
地域別では、
上海市は 0.3％増、
江蘇省は 1.1％
増、
浙江省は 3.6％増となった。
対内直接投資契約額では、
上海市は 13.5％減、江蘇省は 9.3％増、浙江省は 0.9％増
と上海市の投資にかかわ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
2.7％増、0.7％減、3.1％増となった。

上海市
上海市の経済動向
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2016 年の上海市の GRP は前年比 6.8％増の 2 兆 7,466
億元（全国の GDP の 3.7％を占める）となり、成長率は昨
年の 6.9％から引き続き伸び率を落としている。産業別に
見ると第二次産業は前年比 1.2％増の 7,994 億 3,400 万
元、第三次産業は 9.5％増の 1 兆 9,362 億元と GRP 全体
に占める割合が 70.5％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。また一人当たり GRP が 2015 年
から初めて 10 万元を突破して、2016 年は 11 万 3,600 元
まで伸びた。固定資産投資の伸び率は前年比 6.3％増、
社会消費品小売総額は 8.0％増で、いずれも全国の伸び
（7.9％増、10.4％増）を下回ったが、不動産投資は 6.9％
増と伸び、全国の伸び率（6.9％）と同率となった。貿易総
額は 2.7％増の 2 兆 8,664 億 3,700 万元で、そのうち、輸
入額が 5.2％増、輸出額が 0.5％減となった。また、上海市
の対内直接投資実行額は 185 億 1,400 万ドルで、中国全
体の 14.7％を占めた。伸び率は前年比 0.3％増で全国の
平均伸び率（4.1％）を 3.8 ポイント下回ったが、17 年間連
続でプラス成長となった。先行指標となる契約ベースでは
前年比 13.5％減の 509 億 7,800 万ドルと大幅に減少した。
契約件数は 5,153 件で前年比 14.2％減となった（表 1）。
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表１：上海市の経済動向（2016 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
27,466
109
7,994
19,362
113,600
31,083
6,756
3,709
10,947
28,664
12,105
16,559
510
185
54,305

伸び率
6.8
△ 6.6
1.2
9.5
10.2
0.8
6.3
6.9
8.0
3.2
2.7
△ 0.5
5.2
△ 13.5
0.3
8.9

出所：上海市統計局

上海市の対内直接投資を産業別にみると、2016 年は第
三次産業の実行額が前年比 2.5％増の 163 億 3,500 万ド
ルとなり、上海市全体の 88.2％を占めた。
中国（上海）自由貿易試験区の対内直接投資は、2016 年
における実行額が前年比 28.2％増の 61 億 7,900 万ドル、
上海市全体の 33.3％を占めた。
2016 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、シンガポールおよびケイマン諸島の
上位 3 カ国・地域で全体の 73.9％を占めた。特に、ケイマ
ン諸島からの投資額は、前年比 448.5％増の 14 億 2,800
万ドルと大幅増となった。また、シンガポールからの投資
額は前年比 30．1％大幅に減少となった。アメリカからの
投資額も前年比 48.8％減の 5 億 1,300 万ドルと大幅に減
少した。日本は 0.9％減の 4 億 8,500 万ドルでアメリカに
次いで 6 位に転落した。
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。2016 年、地域統括本部が 45 社新設さ
れた。中でも、ハスクバーナ ( スウェーデン )、CAMSO( カナ

ダ )、リア ( アメリカ ) など 15 社が同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 18 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。自動車産業および産業
機械の世界的なサプライヤーのシェフラー ( ドイツ )、世界
有数の自動車部品メーカーの TRW オートモーティブ・ホー
ルディングス（アメリカ）などの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 580 社、投資性
公司が 330 社、外資研究開発センターが 411 社となり、全
体では 1,321 社に達した。

地方政府との交流の状況
上海市長への白書の手交
・2016 年 8 月 2 日

・在中国日本国特命全権大使が上海市長を表敬訪問した
際、同席した中国日本商会の会長より白書を手交する
とともに、概要を説明した。

江蘇省
江蘇省の経済動向

2016 年の江蘇省の GRP は前年比 7.8％増の 7 兆 6,086
億元（全国の GDP の 10.2％を占める）となった。成長率は
中国全国（6.7％）を 1.1 ポイント上回り、上海市（6.8％増）
の成長率を超えた。第二次産業は前年比 7.1％増の 3 兆
3,856 億元となり、GRP 全体に占める割合が 44.5％で、第
三次 産 業は 9.2％増の 3 兆 8,152 億 元となり、GRP 全体
に占める割合は 50.1％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（全国 7.9％増）、社会消費品小売総額は 10.9％増
（全国 10.4％増）
、
貿易総額は 0.7％減
（全国 0.9％減）
となっ
た。一方で、対内直接投資は昨年より増加実行額は 1.1％
増の 245 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 40.5％を占めた。先行指標となる契約
額も 9.3％増の 431 億 4,000 万ドルとなった（表 2）。

表２：江蘇省の経済動向（2016 年）
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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
76,086
4,079
33,856
38,152
95,259
4,081
49,371
8,956
28,707
33,635
21,063
12,572
431
245
40,152

伸び率
7.8
0.7
7.1
9.2
7.5
4.6
7.5
9.8
10.9
2.3
-0.7
0.2
-2.2
9.3
1.1
8.0

出所：江蘇省統計局

2016 年の江蘇省への対内直接投資を地域別にみると、蘇
中地域は外資の吸収が著しく増加、実行投資額が前年比 18％
増の 49 億 3,000 万ドル、江蘇省全体の 20.1％を占めた。一方、
蘇北地域は前年比 2.5％減の 44 億 2,000 万ドル、蘇南地域
も 2.4％減の 151 億 9,000 万ドルと昨年に続き減少した。
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浙江省
浙江省の経済動向

2016 年の浙江省の GRP は前年比 7.5％増の 4 兆 6,485
億元（全国の GDP の 6.2％を占める）となった。成長率は
中国全国（6.7％）を 0.8 ポイント上回った。産業別では、第
二次産業が前年比 5.8％増の 2 兆 518 億元、第三次産業
が 9.4％増の 2 兆 4,000 億元と GRP 全体に占める割合は
それぞれ 44.1％、51.6％となり、産業構造が第二次産業（伸
び率 5.8％増）から第三次産業（9.4％増）へ緩やかな転換
が進んでいる。固定資産投資は 10.9％増の 2 兆 9,571 億
元となった。
そのうち、
不動産開発投資が 5.0％増となった。
貿易総額は前年比 3.1％増の 2 兆 2,202 億元であった。浙
江省への対内直接投資は実行額で 3.6％増の 176 億ドルと
昨年に比べわずかに伸びた。
先行指標となる契約額は 0.9％
増の 281 億ドルと引き続き拡大した（表 3）。

表３：浙江省の経済動向（2016 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
46,485
1,997
20,518
24,001
83,538
2,761
29,571
7,469
21,971
22,202
17,666
4,536
281
176
47,237

伸び率
7.5
2.7
5.8
9.4
6.7
6.9
10.9
5.0
11.0
1.9
3.1
3.0
3.7
0.9
3.6
8.1

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
スで台州市が前年比 189.5％増、舟山市が 169.7％増と
大幅に伸びた。中でも杭州市の投資額は 72 億 915 万ド
ルと、浙江省全体の 41.4％を占め、省全体の投資額を押
し上げた。杭州市、寧波市（45 億 1,333 万ドル）、嘉興市
（26 億 9,240 万ドル）を合計すると、浙江省の投資総額
の 81.8％を占めた。

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

第三次産業中心の産業構造へと変化するにつれて、上
海やその周辺部の華東地域の都市において、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。

工業用地譲渡条件の透明性の確保

上海市規劃和国土資源管理局が 2016 年 3 月 25 日付け
で公布している「関於加強本市工業用地出譲管理的若干規
定」および、上海市環境保護局および上海市規劃和国土資
源管理局が 2016 年 6 月 13 日付けで公布している「上海市
経営性用地和工業用地全生命周期管理土壌環境保護管理
法的通知」において、工業用地の備蓄、払下げ、回収、期間
更新を行う前に、今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・評価を求められている。
調査・分析・評価・除染などの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。

電力制限規制の撤廃並びに制限時の事前通知の徹底

電力制限が引き続き存在する地域があることから、企業
が生産効率を上げ経済発展への貢献を確実なものとするた
めにも、企業に対する電力制限を行わないようにしていただ
きたい。万一電力の供給制限が不可避な場合には、十分な
時間的余裕を持って通知していただきたい。

化学品や危険物関連規制の漸進的・合理的な実施

上海市においては、化学品の生産工場を半減する目標
を打ち立てているが、こうした状況の中で化学品製造許可
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。
また、危険物の取扱責任者の許可証取得が財務経理担
当者まで求められる、危険化学品登記において、類似危険
性を有する複数の混合物のシリーズ鑑定のルールが定まっ
ていない、国際的に通用している安全データシート（SDS）
の物理化学的性状の自社試験データが認められない、少量
危険化学品の輸入には除外規定が無いなど、不合理な決ま
りとなっていたり、円滑な法令遵守が難しい運用となってし
まっている。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
且つ合理的な運用を望みたい。
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バランスの取れた環境規制への取り組み

2015 年 1 月 1 日より改正環境保護法、2016 年 1 月 1 日
より改正大気汚染防止法が施行され、各種地方法規も制定
が順次進んでおり、PM2.5 対策などさまざまな環境汚染対
策が行われていることは評価できるが、一方でメッキ等の
工程のある工場の設立許可を得るのが困難となる等、日本
国内で想定されるよりも厳しい環境規制により計画通りに
事業を進められなかったり、排出量の変更が認められず、
増産を図れない事例も存在している。また、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、
安定的な経済活動が阻害される事例も存在している。
また、排気（VOC 排出）についても、排出物質別の排出濃
中国経済と日本企業 2017 年白書

度と排出速度以外に除去率が規制されているが、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、除去率にも限界がある。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

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
の取扱量が減少しているため、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。取扱業者を
増やすなど、
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。

労務上の問題点・要望
労働契約関連法規の見直し

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。また、高卒の技術者の就労ビザが取り辛
い事例もあり、就労ビザがより円滑に発給されるようにして
いただきたい。

外国人就業者の社会保険強制加入に対する経過措置
の導入

外国人就業者の社会保険加入義務付けに異議を唱える
ものではないが、これにより、進出企業にとっては大きな負
担増となる。日本と中国での社会保険料の二重払いを防止
のため、社会保険協定の締結・発効を急ぐと共に、失業保
険および生育保険にかかわる保険料受給が困難との懸念
を排除するため、社会保険協定の締結・発効までの間、強
制加入に関する経過措置を導入していただきたい。

居留許可申請時の手続迅速化および預かり証の運用

居留許可申請時に全国統一の預かり証が発行され、中国
内出張の際の便宜が図られるようになった事は評価できる
が、一部地域では従来より手続に時間が掛かるようになっ
ており、特に着任時に多額の現金が必要な時点で銀行での
手続が困難な事例等が発生している。居留許可申請・更新
時に必要な期間を短くすると共に、預かり証で各銀行窓口
での取り扱いが可能となるよう、通達を徹底する等の配慮
をいただきたい。

通関上の問題点・要望
輸出入通関手続の明確化・簡素化と関税負担の軽減

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、
一方で通関手続に要する時間が長く、

基準が不透明な事があり手続も煩雑である。HS コードの
見解が担当者により変更されることも引き続き多いことか
ら、通関手続にかかわる基準の明確化、迅速化および通
関手続の簡素化を行っていただきたい。また各税関によっ
て必要な書式が異なるなど、
事務手続が煩雑になっている。
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税率の軽減並びに増値税還付手続
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するなど情報公開
の努力は評価するが、ウェブサイトを常にチェックしないと
情報のキャッチアップができないと非効率的である。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ことが何度もあった。関税率・
関税政策の見直しがあったときの周知徹底と、外資企業に
対応に必要な時間的な余裕を与えるように導入期間の適
正化を検討いただきたい。

越境EC制度の規範化と安定な運用に関する法的整備

越境 EC 経由の貿易量が年々増えているなか、未だに
規範する法律が存在していない。昨年の 4 月に、財政部
頒布の通達によって関税率と検疫検査制度の改正があっ
たが、まだ一貫性が欠けており、しかも現状政 策の有 効
性が 2017 年までと規 定されているため、今後の行方に
対する企 業側の不安が大きい。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。

加工貿易企業の損耗管理制度の廃止
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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。一方、中国（上海）自由貿易試験区の試験措置によ
れば、条件に合致する企業は損耗管理が廃止され、企業
の実績数値に基づく保税品管理が認められている。
損 耗管 理 制度を実 数 実 績 管 理へ 変 更することで、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。

虹橋空港の通関体制の整備

虹橋空港での通関が他の保税地域で一次通関し虹橋空
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港へ転送して通関できるようになったことは、貨物輸送の利
便性から評価できる。今後、浦東空港と同じように虹橋空港
でも直接輸出入通関ができるような体制整備を望みたい。

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。

中国(上海)自由貿易試験区における
取り組みへの要望
中国(上海)自由貿易試験区のさらなる活用

中国 ( 上海 ) 自由貿易試験区において、金融を始めとす
るサービス産業における規制緩和への取組みが進み、一
部分野で外資企業への開放が進んでいる事は評価できる。
その一方で、対象となる分野や企業が限られたり、外資企
業へのさらなる市場開放を求める声も根強くある。より開
放的な国際都市として発展するために、日本企業からの要
望に対する意見交換の場を設定いただくとともに、外貨取
扱いの早期解禁をはじめ FT 口座のさらなる利便性向上な
ど、金融サービスを始めとする各産業面においてさらなる
規制緩和を進め、自由貿易試験区外の企業にも規制緩和
の恩恵が及ぶ施策を望みたい。

「国発2016（第24号）」通達の実行

2016 年 4 月に国務院より公布した
「国発 2016
（第 24 号）
」
の通達では、2018 年 12 月 31 日まで、中国 ( 上海 ) 自由
貿易試験区を含めた浦東新区において、初回輸入の非特
殊 類化粧品の批准手続、医薬品広告の異 地 登 録、放 射
性医薬品（1 類、2 類）の使用許可、加工貿易契約の審査
など計 6 つの行政規定は、暫定的に実施停止を決められ
た。そのうち初回輸入の非特殊類化粧品の批准手続の実
行停止は、2017 年 3 月 1 日から正式に導入し、批准制か
ら届出制に変わった。これ以外 5 つの規定も、早急に導
入していただきたい。また、導入計画を事前に開示してい
ただくことを要望する。

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

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。
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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
問題の解消をいただきたい。
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
なくなっている。中国 ( 上海 ) 自由貿易試験区の制度を他
地域へ拡張するとともに、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
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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
く上でも、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

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。

交通、医療を中心とした生活環境の改善

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
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。
⑨外国人就業者の社会保険強制加入に対する経
過措置の導入を要望する。
⑩居留許可申請時の手続の迅速化および預かり
証の運用改善を要望する。
通関上の問題点・要望
⑪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。

第４部
各地域の現状・建議
310

⑫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。
⑬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。
⑭加工貿易企業の損耗管理制度の廃止を要望する。
⑮虹橋空港の通関体制を整備いただくよう要望する。
金融に関する問題点・要望
⑯外貨換金規制の緩和を要望する。
⑰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。
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中国(上海 )自由貿易試験区における取り組みへの要望
⑱中国 ( 上海 ) 自由貿易試験区のさらなる活用を
要望する。
⑲「国発 2016（第 24 号）」の速やかな実行を要
望する。
日系企業の円滑な活動支援への要望
⑳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。
㉑日系企業クラブ等への活動支援と交流促進を
要望する。
その他
㉒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。
㉓流通業における商慣行の見直しを要望する。
㉔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。
㉕食品安全法に対する細則策定を要望する。
㉖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。
㉗政府調達における内外差別の撤廃を要望する。
㉘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。
㉙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。
㉚海外との通信環境の改善を要望する。
㉛外国人居住環境の改善を要望する。
㉜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

2016 年の広 東省の域内総生 産（GRP）は 7 兆 9,512 億
500 万元、成長率は 7.5％であった。貿易額は 3 年連続で前
年比減となったものの、投資、消費はいずれも堅調な伸びを
示した。対内直接投資は実行額が 10％を超える減少となっ
た。ジェトロのアンケートによれば、在広東省日系企業は全
国でも事業拡大意欲が最も低く、縮小、移転・撤退を考える
割合が最も高い。一方で、黒字企業は全国でも上位にあり、
2015 年から引き続き、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。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
2016 年の広 東省の GRP は 7 兆 9,512 億 500 万元、
成長率は 7.5％であった。産業別では、第三次産業は前年
比 9.1％成長の 4 兆 1,446 億 100 万元となり、前年に引き
続き第二次産業（6.2％成長、3 兆 4,372 億元 4,600 万元）
を大きく上回った。
項目別にみると、固定資産投資（農家含まず）は前年比
10.0％増
（実質 9.7％増）
の 3 兆 3,008 億 8,600 万元であっ
た。社会消費品小売総額は名目で前年比 10.2％増（実質
9.3％増）の 3 兆 4,739 億元となった。
貿易額は前年比 0.8％減の 6 兆 3,029 億元 5,000 万元
と 3 年連続で減少した。うち輸出は 1.3％減の 3 兆 9,455
億 1,000 万元、輸入は横ばいの 2 兆 3,574 億 4,000 万元
となった。
貿易方式別では、
一般貿易が加工貿易を上回った。
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2016 年の広東省の対内直接投資は、契約件数が前年
比 14.9％ 増 の 8,078 件、契 約 額 が 54.5％ 増 の 866 億
7,500 万ドル、実行額が 13.1％減の 233 億 4,900 万ドル
だった。うち、日本からの直接投資は、契約件数が 27.5％
減の 37 件、契 約 額は 10.8％減の 3 億 5,500 万ドル、実
行額が 5.6％減の 4 億 3,000 万ドルだった。

具体的問題点、改善要望
広東省における進出日系企業数は、在広州日本国総領
事館の調査では 2016 年 10 月時点で約 1,600 社となっ
ている。
ジェトロが 2016 年 10 ～ 11 月に実施した現地進出日系

312

中国経済と日本企業 2017 年白書

企業を対象とするアンケート調査「2016 年度アジア・オセ
アニア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 26.9％と、前年比で 9.9 ポイント減少し全国平
均（40.1％）を大幅に下回り、主要省・市で最低となった。
また「縮小」
「第三国（地域）へ 移転・撤 退」は合わせて
12.6％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 67.2％と、福建省、北京市、上海市に次いで高い割
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 4.5 ポイント減の 72.9％、中小企業は 4.0 ポイント
増の 59.2％となった。同時に、中小企業では「赤字」と回
答した企業も 26.5％と 5.8 ポイント増加しており、2015
年から引き続き、日系企業の中でも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。
経営上の問題点として、広東省では「従業員の賃金上

昇」が 82.4％で第 1 位となったが、前年比では 9.5 ポイ
ント縮小し 2009 年以来の低水準となった。減少の一因
として、広東省政府が近年、労働コスト抑制に向けた政
策を打ち出していることが挙げられる。広東省政府は、
2016 年 2 月に「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）
を 発 布、2016 年、2017 年 の 最 低 賃 金 は 2015 年 の 水
準を適用すると発表した。さらに、2017 年 3 月に「広
東省実体経済企業のコスト低下工作方案」（粤府〔2017〕
14 号）を発布、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」に改めた。同方案では、社会保
険料率についても上限を定めるなどコスト抑制的な内容
となっている。なお、深圳市については、引き続き「深
圳市従業員給与支払い条例」に基づくとされており、少
なくとも 2 年に 1 回は改訂が行われる。
その他、
「新規顧客の開拓が進まない」が 2015 年に第
7 位で初めて上位 10 位に入り、
2016 年には第 5 位
（45.4％）
に順位を上げた。事業を「拡大」すると回答したすべての
企業が、理由として「売り上げの増加」を挙げており全国
で最も高い割合であることを考えると、販売が好調な企業
は大きく利益を上げ事業を拡大させる一方で、販路拡大に
苦戦している企業も多いことが分かる。
日系企業の投資案件をみると、新規投資については（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、2016
年度には以下の活動を行った。

東莞市と日系企業との意見交換会
・2016 年 7 月 21 日

・東莞市市側参加者：副秘書長を筆頭として、商務局を
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 80 社・140 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
・2016 年 11 月 23 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
・日本側参加者：在深圳日系企業約 70 社・120 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。

広州市と日系企業との意見交換会
・2016 年 12 月 15 日

・広州市側参加者：広州市商務委員会主任などが参加
・日本側参加者：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が参加（少人数
の座談会形式で開催）。
・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。
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その他、以下要人との面談において白書を手交した

・広東省副省長、広東省商務庁副庁長、韶関市長、東莞
市長、茂名市書記、茂名市長、肇慶市副市長、雲浮市
副市長、広東省知識産権局副局長など。

福建省
2016 年の福建省の域内総生産（GRP）は 2 兆 8,519 億
1,500 万元、成長率は 8.4％であった。固定資産投資、社
会消費品小売総額は堅調であったものの、貿易は前年比
7.1％減と大きく落ち込み、2 年連続で減少した。対内直接
投資の実行額は前年比 6.7％増となった。日系企業は大企
業の黒字傾向が増加しているが、コスト上昇や品質管理に
加え、人材の採用難が問題点として浮上している。
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福建省の経済動向
2016 年の福建省の域内総生産（GRP）は 2 兆 8,519 億
1,500 万元、成長率は 8.4％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 2,364 億 1,400 万元、第二次
産業は 7.3% 成長の 1 兆 3,912 億 7,300 万元、第三次産業
は 10.7％成長の 1 兆 2,242 億 2,800 万元であった。
項目別にみると、固定資 産投 資が前年比 9.3％増の 2
兆 2,927 億 9,900 万元であった。社会消費品小売総額は
11.1％増の 1 兆 1,674 億 5,400 万元だった。貿易額は前年
比 7.1％減の 1,568 億 4,682 万ドルと、2015 年に続き減少
した。うち、輸出額は 8.0％減の 1,036 億 7,614 万ドル、輸
入額は 5.3% 減の 531 億 7,069 万ドルだった。対内直接投
資実行額は 6.7% 増の 81 億 9,500 万ドルだった。

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。在広州日本国総領事館の調査では、2016 年
10 月時点の企業数は福州市 53 社、厦門市 102 社となって
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 38.7％と、前年比で 0.3 ポイン
ト減にとどまった。また、
営業利益見通しについては「黒字」
と回答した企業が 71.0％と、
前年比で 16.0 ポイント増加し、
主要省・市で最大となった。特に大企業は 93.3％が黒字と
回答しており、
前年から29.7ポイントと大幅に増加している。
福建省進出日系企業の課題について、第一位が従業員

の「従業員の賃金上昇」
（74.2％）、第二位が「品質管理
の難しさ」
（66.7％）、第三位が「限界に近づきつつある
コスト削減」
（55.6％）
となった。2015年には第 4 位であっ
た「新規顧客の開拓が進まない」
（32.3％）は第 10 位に
後退し、
「人材（一般ワーカー）の採用難」
（48.2％）が第
7 位から第 4 位に上昇した。

＜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通関のシステムに入力されたデータの外部への
流出が疑われる。データの管理をしっかりと行
うことを要望する。
②独資企業における無償設備の提供は政策上ま
だ有効だが、実務上では 2012 年からできなく
なっている。現状では、南頭税関のみ独資企業
における無償設備の提供が可能だが、他の税関
においても独資企業における無償設備の提供
は可能か情報提供を要望する。
③中国進出日系企業が主体的に運営している中
国 IPG（日系企業知財情報交換グループ）では、

知的財産問題の解決に向けさまざまな取り組
みを行っている。なかでも、中国 IPG では、中
国各地の税関職員向けに真正品と模倣品の識
別方法を紹介する真贋判定セミナーの開催に
注力しており、現地税関においてもジェトロ広
州、中国 IPG との共催を要望する。
労務上の課題・要望
① 2004 年より施行された「深セン市従業員賃金
支払条例」第 22 条では、女子従業員が出産休
暇期間中、雇用先は女子従業員が通常の労働
を行ったものとみなし、給与を支払わなければ
ならない。他方、2015 年より施行された「広東
省従業員生育保険規定」第 17 条では、女子従
業員が出産休暇期間中、雇用先は女子従業員
の出産前の 12 カ月の月平均賃金を基準として
女子従業員に給与を支払わなければならない
と規定されている。
「通常の労働時間の賃金」
と「出産前 12 カ月の月平均賃金」とは異なる
概念であり、雇用先はどちらに従うべきか明確
にすることを要望する。
②従業員が昇給を求めストライキを起こした場
合、会社が法規定に従い作成した就業規則に
基づき、ストライキへの参加者と労働契約を解
除することが可能か。もし可能であれば、どの
ようなことに注意するべきか明確にすることを
要望する。
③ 60 歳を過ぎた労働者を日本から派 遣する場
合、就労許可証、就労ビザが取得しにくい。定
年退職をしたとはいえ、技術的には現地採用の
中国人・日本人よりも数段上の技術レベルであ
り、中国市場への新規商品の投入、現地中国人
技術者の人材育成に必要。特殊な能力を持った
外国人には、60 歳を過ぎても就労許可証 、就
労ビザ を発行するよう要望する。
行政サービスにかかわる課題・要望
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①根拠法が不明確な費用の徴収がある。来料加
工 工場から独 資企 業となった今でも、村の対
外経済発展局などへ毎月「協力費」「管理費」
「サービス費」などの名目で費用を支払ってい
る。このような費用の徴収停止を徹底するよう
要望する。
②経営期限の延長と無償提供設備の輸入申請に
当たりいつも増資を要求される。このような要
求の根拠、または関連法規を明らかにするよう
要望する。
③政府が住民の生活環境を確保するなどの目的
により、企業の拡大を制限するなどの事例が発
生している。これにより、企業は移転や閉鎖を
検討せざるを得ないといった問題に直面してい
る。政府の命令により企業が移転や閉鎖せざ
るを得なくなった場合、企業に対して何らかの
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補償や、便宜供与を要望する。
その他
①危険廃棄物が正常に回収されない状況が数年
間続いている。業者と契約しても、環境保護局
から十分な処理枠が与えられていない、などの
理由で回収されない。工場内でも置き場所が
なく、危険物がたまっている。状況改善を要望
する。
②中国人社員を 2 週間以上、中国国内から日本な
ど海外へ出張させる際、外事弁公室、外国専門
家局での審査が非常に厳しく、許可を得るまで
に 1 ～ 2 カ月を要し、審査期間も一定でない。
可能な限り審査期間を短縮するほか、標準的な
審査期間を設けることを要望する。

第４章
東北地域（瀋陽市、大連市）
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2016 年の遼寧省の域内総生産
（以下 GRP）
は前年比 2.5％
減の 2 兆 2,038 億元と、前年に続き全 31 省・自治区の中
で最も低い成長率となった。大連市の GRP が前年比 6.5％
増の 8,150 億元と全国平均の成長率 6.7％に迫る伸びを
記録した一方で、
省都である瀋陽市の GRP は 6,712 億元
（伸
び率は 2017 年 3 月末時点で未公表）と、前年比で大きく
落ち込んだ。しかしながら、2017 年 1 月の「遼寧省政府活
動報告」において省政府は、これまで減少傾向が続いてい
た工業用電気使用量や港湾貨物取扱量が 2016 年に増加
傾向に転じたことを景気底打ちの兆しと捉え、今後の経済
復調に前向きな姿勢を示した。

当地政府は、新規投資を呼び込むためには事業環境整
備が重要との認識のもと、事業環境整備に向けた取り組み
も同時に進めている。2016 年 12 月、遼寧省政府は東北
地域で初となる「遼寧省ビジネス環境改善条例」を公布、
2017 年 2 月 1 日より施行した。省内の行政機関や職員に
対し、ビジネス環境改善に向けた職責を負わせるほか、外国
企業を含む企業の権益保護等についても規定した。今後、
日系企業を含む進出企業向けの事業環境改善に向けた取
り組みが加速することに期待したい。

2016 年の遼寧省の対内直接投資額（実行ベース）は、前
年比 42.2％減の 29 億 9,900 万ドルとなり、2015 年に続
き減少した。瀋陽市が 22.6％減の 8 億 2,000 万ドルと落ち
込んだ一方で、大連市は 11.0％増の 30 億ドルと全体の伸
びを牽引した（注：遼寧省の統計手法と大連市の統計手法
が異なるため、瀋陽市、大連市の対内直接投資額の和は遼
寧省の金額に一致しない）。大連市の対内直接投資額（契
約ベース）は自動車や機械関連の大型投資が増加したこと
で前年比 105.2％増と大幅に増加した。

瀋陽市

人件費の高騰と円安の影響を受けて、日系企業の事業環
境は年々厳しくなっている。ジェトロが 2016 年 9 月に実施
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、各種コス
トの削減が上位 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 22.7 ポイントから 32.8 ポイントに増
加していることから、
事業拡大意欲が高まっている。瀋陽市、
大連市ともに消費の伸びは堅調であることから、消費市場
拡大を見据えた日系企業による新規進出もみられる。大連
市では 2016 年から 2017 年初にかけ、外食産業における
日系の新規進出が目立った。
また、
介護サービスにおいては、
大連市でデイサービスセンターの運営を政府から受託した
企業が 2 号店を開設したほか、日系の介護サービスを提供
する企業も「公設民営」事業に参入しており、同市における
日本企業のプレゼンスが高まっている。
2016 年は新規投資呼び込みに向けた対外開放政策に
進展がみられた。1 月には、大連市が、国内 12 ヵ所に設置
される「越境 EC 総合試験区」の一つに選定された。さらに、
8 月末には、国務院が「中国（遼寧）自由貿易試験区」の設
立を決定、2017 年 4 月 10 日に、大連市、瀋陽市、営口市の
3 市を実施区域として稼働を開始した。遼寧省の最大の貿
易相手国である日本にとっては、参入業種の緩和を含めた
先行的な取り組みの動向が注目される。
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瀋陽市、大連市の経済動向
・2016 年の固定資産投資額は前年比 69.4％減の約
1,631 億元、そのうち不動産開発は 46.9％減の 709
億元と落ち込んだ。2016 年に入り、瀋陽市政府は住
宅ローン限度額の引き上げや金利の引き下げを行い、
学生の不動産購入を推奨するなど各種刺激策を打ち
出しており、急ピッチで在庫整理を進めている。都
市住民一人当たり平均可処分所得は前年比 6.8％増の
39,135 元で、小売市場の規模を示す社会消費品小売
総額は 2.5％増の約 3,985 億元と、所得と消費は引き
続き増加傾向にある（表 1）。
・2016 年の対内直接投資額（実行ベース）は、前年
比 22.6％減の 8 億 2,000 万ドルとなった。同市は
BMW や GM 等に代表される自動車産業が集積してい
るが、欧米を中心とする外資系部品企業による投資
拡大の勢いがやや落ち着いたと見られる。
・外務省「海外在留邦人数統計」によると、15 年 10
月 1 日時点の日系企業数は 212 社（前年同期比 6.6％
減）、在留邦人数は 667 人（同 5.3％減）。17 年 3
月末時点の瀋陽日本人会の会員数は約 120 社。

大連市

・2016 年の固定資産投資額は前年比 68.5％減の約 1,436
億元、そのうち不動産開発は 40.4％減の約 535 億元と
なった。都市住民一人当たり平均可処分所得は 6.5％増の
38,220 元、社会消費品小売総額は 10.4％増の約 3,410 億
元と、瀋陽と同様に、所得と消費が伸長している（表１）。
・2016 年の対内直接投資は、契約ベースでは、件数
が前年比 7.2％減の 206 件、金額が 105.2％増の 51
億 7,000 万ドル。実行ベースの投資額は、11.0％増
の 30 億 200 万ドルとなった。自動車関連投資や機
械関連での投資が対内直接投資の伸びを牽引した。
・外務省「海外在留邦人数統計」によると、15 年 10 月
1 日時点の日系企業数は 1,691 社（前年同期比 2.6％
減）、在留邦人数は 5,721 人（同 2.6％減）。17 年
3 月末時点の大連日本商工会の会員数は約 770 社。

表 1：2016 年 遼寧省、瀋陽市、大連市の主要経済指標
遼寧省
瀋陽市
大連市
伸び率
伸び率伸び率
金額
金額
(％)
(％)
(％)
22,038 △2.5 6,712
8,150 6.5
2,173 △4.6
8,505 △7.9
11,360 △2.4
金額

域内総生産(GRP、億元)
第一次産業
第二次産業
第三次産業
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(億ドル)
輸出
輸入
対内直接投資額(実行ベース、百万ドル)

-

△15.2 1,208.3 △19.7

-

7.6

6,436.3 △63.5 1,631.6 △69.4 1,436.4 △68.5
2,094.8
709.7 △46.9 535.2 △40.4
13,414.1 4.9 3,985.9 2.5 3,410.1 10.4
-

1.6

‐

1.7

‐

1.9

32,876

5.6

39,135

6.8

38,220

6.5

865.2 △9.8 113.3 △19.3 514.7 △6.6
430.7
42.5 △37.1 244.1 △5.4
434.6
270.6 △7.6

現状：
i) 60 歳以上の社員への就労ビザの発給が認めら
れないため、出張ベースでの対応を迫られるな
ど事業活動に影響が出ている。
ii) 昨年、ごく一部の大手外資企業（幹部社員）に対
して、複数年有効な居留許可証（外国人就業証）
が発給されるようになった。しかしながら、発給
要件や基準等が開示されていない状況である。
建議：
i) 豊富な知見・経 験を有する社員は、当地企業
活動の展開・発展に必要不可欠な人材である。
60 歳以上という年齢要件だけで判断しない就
労ビザの発給を要望する。

地方政府との交流の状況

ii) 居留許可証（外国人就労許可証）の有効期間
延長は、外資企業の投資意欲を向上する優遇
政策であり歓迎したい。一方で、発給要件や基
準等開示の開示により、行政サービスの透明化
を図ることは瀋陽市政府が推進する外資企業
の誘致にも有益であり、善処を要望する。

遼寧省省長への白書の手交

3. 産業廃棄物事業者の不足

2,999 △42.2 820 △22.6 3,002

11.0

出所：各省・市政府発表資料

・2016 年 4 月 7 日

・ジェトロ理事長と遼寧省省長の会見時に、白書を手交
し進出日系企業の事業環境につき意見交換。副省長、
発展改革委員会も同席。

大連市書記への白書の手交
・2016 年 4 月 7 日

・ジェトロ理事長と大連市書記の会見時に、白書を手交
し進出日系企業の事業環境につき意見交換。大連市副
市長も同席。

＜建議＞
瀋陽市 投資環境に関わる建議（問題点・改善要望）
1. 鉄西新区における工場移転問題
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2. 就労ビザ問題

現状：
瀋陽市政府の指導により、市郊外の瀋陽経済
技術開発区に工場を移転したものの、移転先
のインフラ未整備（電気（通電なし・停電あり）
・
水道・ガス、周辺道路、公共バス等）、環境規制
等により必要となる許認可の遅延、移転補償金
の未払い等の問題が発生している。
建議：
移転補償金支払い等市政府側の努力により、
徐々に解決に向かいつつある問題もあるが、工
場移転後、当初計画どおりに企業活動が展開で
きないことは企業にとって死活問題であるとと
もに、瀋陽市経済への貢献を著しく低下させる
要因となる。工場移転により発生する各問題を
早急に解決することを要望する。
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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。このため、廃棄物を自社で保管する期間
が長引く等生産活動への影響が出ている。
建議：
産業廃棄物処理の停滞により、廃棄物を自社
で保管する期間が長引く等生産活動への影響
を懸念している。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.【税制・会計】企業負担税優遇策の適用

①都市維持建設税の免除
現状：
三税（増値税、消費税、営業税）の 7％相当額を
都市維持建設税として、徴収されている（～ 09
年までは免税、10 年以降 7.0% で復活徴収）。
建議：
外資企業への課税免除を要望する。
②地方教育付加税の負担軽減
現状：
三税（増値税、消費税、営業税）の 2％相当額
を地方教育付加税として徴収されている
建議：
外資企業への課税に対して、1％分の減税を要
望する。

③寮不動産税の免除
現状：
不動産税免除は国家所有の不動産のみが対象
となり、企業所有社員寮の不動産は（以前は免
除されていたが）課税対象となっている。
建議：
企業所有社員寮に対する不動産税免除を要望
する。
⇒上記 3 点につき、軽減や免除等の税制優遇策
の早期導入ができない場合は、大連市の推奨
産業およびプロジェクト等に対し、助成金・奨
励金の支給を要望する。
2．
【労務】軽減措置の導入

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を含めた住宅積立金の実
質的な企業負担率の軽減を要望する。
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②暖房費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が困難と
なる。
建議：
在籍社員のみならず、定年退職者への一生涯支
給義務とする制度そのものの撤廃を要望する。
さらに夫婦共働きであった場合、二倍の手当と
なる現制度を是正し、企業在籍如何に関わらず
恩恵を浴せる公的資金による制度を提案する。
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③河道管理費（売上額× 0.1％）の制度廃止
現状：
2014 年 2 月 1 日より徴収の見送りが行われて
きたが、2016 年から徴収が再開された。企業
の業績に関わりなく、売上額を基礎に一律徴収
されるため、企業の大きな負担となり、経営を
圧迫している。改善要望に対して、大連市政府
関係当局から上海方式の流通税を基準にした
方式を検討中との回答を得た。他方、中国財政
部より財税 [2017]20 号通達が発布され、当面
「徴収停止」となっているが、制度そのものは
存続している。
建議：
そもそも制度を設けておらず徴収していない地
域に倣い、河道管理費（売上額× 0.1％）の制
度廃止を要望する。
④身障者保障金の負担軽減
現状：
身障者雇用比率を現行の 1.7％から 0.8% へ引
き下げることが遼寧省政府に申請されている。
一方で、2017 年 3 月 17 日、中国財政部が、基
数は社会平均給与の 3 倍を上限とすると発表
しており、影響が大きい企業もいるため、今後
大連市での導入状況を確認する。
建議：
雇用に関して、積極的に参加している企業の評
価を行い、ペナルティの軽減を要望する。また、
外国人の身障者は法律適用外であるならば、外
国人の従業員の給与を基数から除外することを
要望する。
3．通関・検疫業務の迅速化

現状：
港湾施設における貨物の通関や検疫に長い時
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。
建議：
いっそうの通関手続きの明確化、簡素化および
迅速化を要望する。

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

現在、日本人会組織は武漢市と湖南省にある。武漢市
に は 武 漢 日 本 商 工クラブ ( 会 員 企 業：157 社、2017 年
3 月時点 )、湖南省には湖南日本人会 ( 会員 数 150 名、
2016 年 3 月時点 ) の 2 つがある。この地域では、湖北省、
武漢市政府がジェトロと協力しつつ、積極的な投資環境
改善に向けた取り組みを実施しており、
2016 年 11 月 4 日、
武漢市政府首脳と会見、事業環境要望を提出した。

湖北省の経済動向
中国経済の減速傾向が明らかになる中、湖北省経済は
比較的順調に拡大を続けている。2016 年の域内総生産
（GRP）は約 3 兆 2,000 億元（前年比 8.1％増）となり、
全国各省 ( 直轄市、
自治区 ) では河北省を抜き第 7 位。
また、
中国全体の GDP 伸び率 6.7％も上回る水準となった。1 人
あたり GRP も 5 万 5,000 元 ( 前年比 8.96％増 ) と引き続
き順調に拡大している。
成長のエンジンとなったのは投資である。固定資産投資
額は 2 兆 9,500 億元
（前年比 13.1％増）
を超える水準となっ
たほか、湖北省向け外国直接投資額も 101 億 3,000 万ドル
（前年比 13.2％増）となったからだ。なお、湖北省向け外

国直接投資額（実行ベース：2016 年）でみると、日本は 6
億 1,700 万ドル（前年比 14.7％増）で 4 位。1 位は香港で
金額は 40 億 7,500 万ドル（10.2％減）、2 位はフランスで
7 億 8,800 万ドル（121.5％増）、3 位はシンガポールで 6
億 2,400 万ドル（92.6％増）、5 位は韓国で 6 億 800 万ド
ル（62.1％増）の順となった。ただ、湖北省向け外国直接投
資の約 78.4％を武漢都市圏 ( 武漢市、黄石市、孝感市など )
向けが占めるなど、武漢都市圏への一極集中が続いている。
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投資とともに個人消費も好調だ。湖北省の社会消費品
小売総額は 1 兆 5,600 億元 ( 前年比 11.8％増 ) となった。
こうした好調な個人消費を反映して、日系コンビニエンス
ストアの進出が加速している。ローソンは、2016 年 5 月
に武漢市内に 3 店舗を開店。同社は出店ペースを加速さ
せ、5 年以内に湖北省内 500 店舗だった出店計画を「3
年以内」に引き上げるとした。
他方、不動産取引は濃淡がある。省都武漢市の住宅向
け平米単価は 10,976 元と、北京市や上海市に比べると低
い水準にあるものの、価格上昇率は前年比 24％増となり
2015 年 2 月以降、一貫して上昇が続いている。しかし、武
漢市以外の地方都市では不動産取引は低迷しており、二
極化が浮き彫りになっている。
中国経済と日本企業 2017 年白書

消費の拡大につれて、第三次産業の発展が拡大している。
2016 年の第三次産業は 1 兆 4,400 億元 ( 前年比 9.5％増 )
となり、第二次産業の 1 億 4,300 億元 (7.8％増 ) を超え、
湖北省において産業別でトップとなった。

湖南省の経済動向
湖南省経済も順調に拡大している。2016 年の域内総生
産 (GRP) は約 3 兆 1,000 億元 ( 前年比 7.9％増 ) となった。
1 人あたり GRP も 4 万 6,000 元 ( 前年比 7.3％増 ) と引き
続き順調に拡大している。産業別にみると、第二次産業が
1兆 3,100 億元 ( 前年比 6.6％増 )、
第三次産業が1兆 4,500
億元 ( 前年比 10.5％増 ) となり、第二、第三次産業の増加
率とも全国平均 ( 第二次産業 6.1%、第三次産業 7.8％ ) を
上回った。また、湖南省においても第三次産業が最大となる
など、サービス産業が急速な拡大を続けている。
2016 年における固定資産投資額は 2 兆 7,700 億元 ( 前
年比 13.8％増 ) となり、湖南省向け外国直接投資額は 128

億 5,000 万ドル ( 前年比 11.1％増 ) となった。また、湖南省
の社会消費品小売総額は 1 兆 3,400 億元 ( 前年比 11.7％
増 ) となり、投資とともに個人消費も拡大を続けている。

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 2016 年
の域内総生産 (GRP) は、1 兆 8,000 億元 ( 前年比 9％増 )。
GRP は中部地域で最も小さいが、伸び率は 9％増と中部
地域において最大で、高い経済成長率を維持している。産
業別にみると、
第二次産業が 9,032 億元 ( 前年比 8.5％増 )
と最大で、伸び率も中部地域で最大となっている。他方、
第三次産業は 7,428 億元 ( 前年比 11％増 ) に留まってお
り、高い伸び率は維持しているものの、第三次産業の振興
が引き続き課題となっている。
また、固定資産投資額も 1 兆 9,000 億元と、中部地域
では最も少ないが、
前年比 14％増と拡大傾向にある。
他方、
社会消費品小売総 額は 6,635 億元 ( 前年比 12％増 ) に
留まっている。

地方政府との交流の状況
武漢市と日系企業との意見交換会
・2016 年 11 月 4 日

・武漢市側参加者：武漢市商務局長をはじめとする市当
局の関係者が参加。

・日本側参加者：武漢日本商工クラブ会長、事務局長、ジェ
トロ武漢事務所が参加。
・交流内容：建議の各内容について日本側から説明。
武漢市政府として前向きに取り組みたいとの回答が
あった。

表１：湖北省、湖南省、江西省の各種経済指標 (2016)
湖北省
金額
GRP
3,229.7
(10億元)
1人あたりの
55,196.0
GRP(元)
第一次産業349.9
(10億元)
第二次産業1,437.5
(10億元)
第三次産業1,442.3
(10億元)
固定資産投
2,950.3
資額(10億元)
社会消費品
小売総額1,564.9
(10億元)
消費者物価上昇率(％)
輸出総額172.0
(10億元)
輸入総額88.0
(10億元)
省内向け外
国直接投資
10.1
(10億ドル)

伸び率

湖南省
伸び
金額
率

江西省
金額

伸び率

8.1

3,124.4

7.9

1,836.4

9.0

8.96

4,593.1

7.3

40,223.0

9.2

9.5

357.8

3.3

190.4

4.1

7.8

1,318.0

6.6

903.2

8.5

3.9

1,448.5

10.5

742.7

11.0

13.1

2,768.8

13.8

1,937.8

14.0

11.8

1,343.6

11.7

663.4

12.0

2.2

1.9

2.0

-5.3

120.5

1.5

196.7

-4.1

-13.6

57.7

-8.9

67.7

17.3

13.2

12.8

11.1

10.4

10.2

出所：各省政府発表

＜建議＞
武漢市投資環境にかかわる問題点・改善要望

物流事情の改善要望
・ 海上・航 空貨物の安定性（通関時間短 縮、HSコード）、検査内容の一貫性）の向上を要望する。
・交通ルール順守の指導強化（電動バイクの無秩
序な走行による渋滞悪化が物流に深刻な影響）
法・規制面の改善・合理化要望
・就労証取得に必要とされる要件から無犯罪証
明書等の撤廃

第４部

・外国人臨時住宿登記に関する手続の統一

各地域の現状・建議

・外国人訪中就労許可制度の柔軟な運用

・工場拡張時に必要な環境アセスメント報告書
にかかる承認期間の短縮
・実態に即しない規制の見直し（産業廃棄物処
理に関して厳格な規制が導入されているにも関
わらず、廃棄物引取業者が過小のため、現実と
の乖離が生じている）
経済面の改善要望
・積極的な財政出動の継続による景気持続
・環境など各種規制による企業の経済的負担増
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の回避
インフラ面の改善要望
・洪水被害の防止
その他
・天河国際空港国際線ターミナルにおける悪質タ
クシーの排除

安徽省

に伸びた。他方、米国からの投資額は前年比 26.4％減の
5 億 9,300 万ドルと大幅に減少した。

安徽省の経済動向

2016 年の安徽省の GRP は前年比 8.7％増の 2 兆 4,118
億元となり、成長率は中国全体（6.7％）より 2.1 ポイント
上回った。
産業別に見ると、
第一次産業が 2.7％増の 2,568
億元、第二次産業が 8.3％増の 1 兆 1,667 億元、第三次
産 業 が 10.9 ％ 増 の 9,884 億 元とそれぞれ GRP 全 体 の
10.6％、48.4％、41％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 11.7％増、社
会消費品小売総額は 12.3％増で、いずれも全国の伸び率
（7.9％増、10.4％増）を上回った。貿易総額は前年比 7.2％
減の 443 億 8,000 万ドルで、輸入額は 2.1％増の 159 億
ドル、輸出額は 11.7％減の 284 億 8,000 万ドルとなった。
また、対内直接投資の実行額は前年比 8.4% 増の 147 億
7,000 万ドル、契約額は 4.5% 増の 41 億 1,000 万ドルと
いずれも上昇した（表 2）。

表 2：安徽省の経済動向（2016 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
24,118
2,568
11,667
9,884
35,997
1,199
26,758
4,604
10,000
444
285
159
41
148
29,156

伸び率
8.7
2.7
8.3
10.9
8.6
5.8
11.7
4.0
12.3
1.8
△ 7.2
△ 11.7
2.1
4.5
8.4
8.2

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
次産業が 101 億 2,500 万ドルと投資額全体の 68.6％を
占め、伸び率は前年比 26.3％増と大幅に増加した。そのう
ち、
製造業向けの投資額は前年比 22.9％増の 85 億 8,000
万ドルであった。一方で、第三次産業は、前年比 18.1％減
の 43 億 7,500 万ドルとなり、投資額全体に占める割合も
前年比 9.4 ポイント減の 29.6％となった。中でも不動産業
への投 資実行額は 34％減の 21 億 3,300 万ドルで第三
次産業の実行額減少の大きな要因となった。業種別にみ
ると、不動産（34％減）、商業（3.3％減）、社会公共サー
ビス（42.2％減）への実行投資額が減少した。
安徽省への対内直接投資を国・地域別にみると、香港か
らの投資額は全体の 5 割以上を超え、実行ベースで前年比
7.9％増の 82 億 6,100 万ドルとなり昨年の減少から増加に
転じた。台湾は前年比 18.4％増の 8 億 9,500 万ドルと大幅
中国経済と日本企業 2017 年白書

安 徽省への日本からの 投 資額の 推移をみると、2015
年の増加に続き、前年比 24.9％増の 7 億 4,300 万ドル
と好調だった。また、ドイツ（215.7％増）、アイルランド
（29.3％増）
、
フランス
（11.9％増）
などからの投資が多かっ
たため、EU からの投資実行額は前年比 30％増の 15 億
9,000 万ドルとなった。
2016 年における安徽省への対内直接投資実行額を地
域別にみると、省都である合肥市は前年比 12％増の 28
億 843 万ドルで、引き続き省内の都市別で投資額のトッ
プを占めた。第 2 位は蕪湖市で、前年比 9.2％増の 25 億
1,100 万ドルとなった。
両市はともに全省の伸び率（8.4％）
を上回った。

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。
また、現 地での税制並びに投 資優 遇 等の法改 正時 つ
き、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掛かり、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。

さらなる日本への直行便開設など交通インフラの整
備・利便性の推進

2016 年度は LCC に加え東方航空の名古屋への定期直
行便開設が実現し、かつ日本到着時間の改善でかなり利
便性が向上したが、まだ搭乗人数により欠航となるケース
もあり安定した運行をお願いしたい。また引き続き出張等
に利便性の高い東京・大阪等の主要都市への直行便を開
設いただきたい。
昨年は合肥駅から合肥南駅さらに巣湖まで地下鉄が開
業し、市内移動の利便性が増した。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、高速鉄道チケット購入につき、外国人でもパスポー

トで自動券売機にて購入可能にできないか、或いは外国人
専用窓口の設置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願いたい。
外資系のコンビニエンスストアや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来ている。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。現状、政府当局との交流がまだ不十分
であるため、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さらなる日本への直行便開設など交通インフラ
の整備・利便性の推進を要望する。
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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。
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第６章
西部地域
（重慶市、
四川省、
陝西省）
重慶市

比較的大きな伸びを見せている。

2016 年における重慶市の域内総生産（GRP）実質成長
率は 10.7％と、2015 年に続き、中国各地域の中で第 1 位
となった。しかし、ドルベースの貿易総額は前年比 15.7％
減となり、2 年連続で前年比マイナスとなった。外資系企業
による投資額は実行額で前年比 5.4％増となった。
重慶市統計局によると、
同市の GRP は、
総額が 1兆 7,559
億元、実質成長率（前年比）は 10.7％と、中国全体の成長
率（6.7％）を 4 ポイント上回り、2002 年以 来 15 年連 続
で 2 ケタの成長を維持した。この成長率は 31 省・直轄市・
自治区の中で第 1 位であった。

表１：重慶市の経済動向（2016 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)
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
17,559
1,303
7,755
8,500
57,902
17,361
3,726
7,271
628
407
221
260
41
113
29,610
11,549

前年比増減
10.7（実質）
4.6
11.3
11.0
9.6
10.3
12.1
△ 0.7
13.2
1.8
△ 15.7
△ 26.3
14.5
△17.5
△15.0
5.4
8.7
9.9

出所：重慶市統計局、重慶市商務委員会
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供給面の状況をみると、第一次産業が 4.6％増の 1,303
億元、第二次産業が 11.3％増の 7,756 億元、第三次産業
が 11.0％増の 8,500 億元と、第二次産業の成長率が第三
次産業をわずかに上回った。
第二次産業のうち、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、10.3％増加した。主力製品の
生産量をみると、小型計算機が 7.4％増の 6,765 万台（う
ち、ノート PC は 4.8％増の 5,842 万台）、自動車が 3.4％
増の 316 万台（うち SUV が 28.2％増の 126 万台）、携帯
電話が 58.7％増の 2 億 8,708 万台（うちスマートフォンが
47.7% 増の 1 億 1,526 万台）、集積回路が 38.7% 増の 3
億 3,454 万個、液晶パネルが 556.7％増の 3,949 万枚と
なっている。スマートフォンやその他の電子製品の生産が
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需要面の状況をみると、投資は、全社会固定資産投資
が前年比 12.1％増の 1 兆 7,361 億元となった。うち第二
次 産 業は 13.4％増の 5,666 億 元、うち工業関連の 投 資
は 13.5％増の 5,664 億 元となっている。第三 次 産 業は
11.9％増の 1 兆 1,137 億元、うち不動産開発投資は 0.7％
減の 3,726 億元で微減となった。消費動向を示す社会消
費品小売総 額は 13.2％増（実質）の 7,271 億元と、引き
続き 2 ケタの伸びを維持している。
また、貿易総額は 15.7％減の 628 億ドルと 2 年連続の
マイナスであった。うち、輸出が 26.3％減の 407 億ドル、
輸入が 14.5% 増の 221 億ドルと、輸出が引き続き回復し
ない（人民元ベースの貿易総額は 10.3％減の 4,140 億元
であった。うち、輸出が 21.6％減の 2,678 億 元、輸入 が
22.1％増の 1,462 億元となった）。
外資 系 企 業 の 投 資は、契 約 件 数 が 前年比 7.4% 減 の
224 件、契 約金額が 15.0% 減の 40 億ドルといずれも減
少した。実行金額は 5.4％増の 113 億ドルと、6 年連続で
100 億ドルの大台を維持している。
製造業分野の主な案件では、ドイツの自動車部品会社
の工場設立や韓国企業による自動車用鋼板会社、自動車
用塗料会社等の設立発表があり、2016 年も自動車関連の
投資が堅調であった。2017 年に竣工予定の韓国系自動車
会社の工場が生産を開始すれば、自動車生産台数はさら
に伸びることが予想される。
サービス業分野では、ドイツの自動車関連会社が市街地で
カーシェアリングのサービスを開始、シンガポールの不動産開
発会社が総合医療サービス拠点の開設計画を発表、ドイツの
工作機械会社が販売店を開設するなどの動きがあった。
日本企業の動向をみると、契約件数が 4 件（前年は 3 件）
となっている。具体的な案件としては、産業用ロボットの生
産工場、医薬品製造会社の設立などがあった。
現在、重慶市は中国一の自動車生産量であるが、産業用ロ
ボット産業の誘致にも力を注いでいる。
ノートPC組み立て産業、
自動車産業に次ぐ、
主力産業として伸びていくかが注目される。
なお、重慶市は 2017 年の経済成長率の目標を 10% 前
後に設定している。

具体的な問題点、改善要望
重慶市の積極的な宣伝・広報の実施

重慶市への日本企業の関心を喚起するためにも、市指導
者の訪日等を通じて、
「一帯一路」戦略や「長江経済ベルト」

戦略、
「重慶自由貿易試験区」の設置を通じて変貌を遂
げる重慶市の現状や投資環境についての PR 等を積極的
に行っていただきたい。また、直接投資統計をはじめ、
ウェ
ブサイト等を通じた経済情報の一層の公開、透明性の向
上をお願いしたい。併せて、重慶市には世界遺産を含め
多くの魅力ある観光資源があるが、広く認知されていると
は言い難い。観光面の魅力も併せて PR いただきたい。ま
た、学生間の交流も含め、重慶市と日本とのさらなる交流
促進を図っていただきたい。

重慶市に進出する日系企業に対する優遇策の適用

重慶市は反日感情が強い地域であると思い込んでいる
日本人もいるため、そうした意識の払拭が必要であり、投

工場の立ち退きにあたっての十分な情報開示および
補償の確保

資環境、観光面のみならず、西部大開発に絡めた経済面や
生活面（利便性、人間性）も含めた幅広い魅力の紹介をお
願いしたい。

投資誘致体制の一元化ならびに日本語資料・日本語
人材の配置の充実化

外国企業誘致に関する政府内部の体制の一元化ならび
に、関係部署間の横の情報共有をお願いしたい。自社に中
国語人材を有さない中小企業など日本企業のさらなる投
資促進に向けて、政府機関・開発区管理委員会等への日
本語人材配置の充実化を図ると共に、各種投資誘致資料
などの日本語版の作成を是非お願いしたい。

法規運用の透明性の確保

政府機関においては、法律や制度の解釈に個人差があ
り、行政単位での統一的な見解が示されないことがある。
また、中国企業よりも外資系企業が不利となる運用がなさ
れるケースもある。法規の運用に当たっては、中央政府の
統一見解に基づいた運用を心掛けていただくようお願いし
たい。また、透明性の高い行政運営を行っていただくよう、
その面での政府職員の人材育成をお願いしたい。

物流網の充実やコストの軽減に向けた支援

沿海地域に比して、当地では物流コストが高いことに加
え、貨物が約束した日時に到着しないなどの事態も発生し
ている。物流網の充実やコストの削減、さらには物流管理
体制の強化に向けた政府の取り組みをお願いしたい。

市場開放の深化に向けた取り組みの推進
第４部
各地域の現状・建議

政府調達などへの日系企業の参加にあたり、他国や中
国企業に比して不利となる運用がみられる。また、市場を
一部企業が独占するような状況も残存している。入札時に
企業名・国名等を完全にブラインド化するなど、全ての企
業が公平に入札に参加できるよう配慮いただきたい。政府
調達も含め、重慶市には他地域に先行して市場開放を深
化させていただき、日系企業が不利となるような隘路事項
の改善に努めていただきたい。

地場企業や他の外資系企業と日本企業との連携強化
に向けた場の設定

重慶市において、日系企業がさらに取引を拡大するため
には、地場企業や他の外資系企業との連携強化が必要であ
る。地場企業と日系企業との取引関係強化に向けて、政府
のお力添えをお願いしたい。
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物流や部品調達などの面で、重慶市の投資環境は沿海地
域の水準まで達していない部分があることは否めない。重
慶市にさらに多くの日本企業の投資を促す意味においても、
西部大開発計画や一帯一路、長江経済ベルト戦略、重慶自
由貿易試験区など、当地の発展を促進する諸政策を最大限
活用いただき、日系企業が享受できる優遇策を拡充してい
ただくとともに、優遇策の内容、適用期間を明確に開示する
など、優遇策を活用しやすい環境整備をお願いしたい。

都市化の進展もあり、重慶市においても工場の立ち退き
を求められるケースが発生している。強制的な立ち退きの
発生を極力避けていただくと共に、立ち退きに当たっては、
事前の十分な情報開示および適正な補償、さらにはできる
限り近隣で代替地が確保されるよう配慮をお願いしたい。

通関サービスの改善と利便性向上

現在、平日のみ、10 時から 21 時までの重慶税関保税区
ゲートの開門時間を、土日、大型連休等を含め、24 時間対
応としていただくなど利便性の向上を図っていただきたい。
重慶市の税関では通関時の輸出に関する書類発行が遅
れ、進出日系企業において売上計上が 1 ～ 2 カ月遅れる事
例も発生している。沿海部と比べ、通関に時間がかかること
から、人員を増やしたり、専門家を招聘するなどして通関時
間の短縮化をお願いしたい。
三峡ダム工事にて水運のリードタイムが伸びた時期が有
り、ショートノーティスであったことから対応できなかった
ケースが発生している。輸送時間に影響を及ぼす事象や
法律・システム変更時には、周知期間確保も含めて、実務
に影響が出ないよう配慮をお願いしたい。

電力などエネルギーの安定供給体制の整備

開発区によっては工事等のため、電力供給が止まったり、
水の供給が止まったりする事例が発生している。こうした
事象の発生は工場の生産に多大な影響を及ぼすため、電
力や水を含めたエネルギーの安定供給、また供給が中断
される場合には、十分な期間を確保した事前告知をお願い
したい。

優秀な人材の確保に向けた施策の実施

北京、上海など沿海地域に優秀な人材が流出する傾向が
続いており、当地での人員確保は容易ではない。沿海地域
大都市からの U ターン・J ターン希望者に対する組織的求
人対策の実施など、重慶市における優秀な人材の確保に向
けた取り組みを強化してほしい。

二輪自動車に対する規制の緩和

二輪自動車は高速道路を走行できないなど、日本や欧米
と比較しても二輪車市場は多くの規制を受けており、規制
の影響もあり、中国での二輪車需要は低下しつつある。つい
ては、一定の基準を満たす二輪車の高速道路走行を認める
など、関連する規制を緩和してほしい。

日本への直行便の拡充

従来の関西国際空港への直行便に加え、2015 年 2 月か
ら成田空港への直行便が開設され、日本へアクセスが改善
されたことは喜ばしい。引き続き、その他の地域への直行
便開設および拡充を是非お願いしたい。また直行便開設
にあたっては、LCC 以外の航空会社による路線開設も是
非お願いしたい。

成都への高速鉄道の利便性向上

重慶市の日系企業は、日帰りも含め、成都市への出張機
会が多く、2015 年 12 月から成都市との間に高速鉄道が
開通し、移動時間が短縮されたことは喜ばしい。今後も運
行ダイヤの改正、重慶 - 成都間の切符を専門に扱う窓口の
設置、駅構内での変更サービスの提供等により、一層の利
便性向上をお願いしたい。

渋滞の緩和および安心して移動できる街づくりの推進

重慶市では交通渋滞が酷く、社員の通勤への影響も少
なくない。政府機関が率先して朝夕の政府車両使用を削
減するなどして、渋滞緩和に取り組んでいただくとともに、
さらなる公共交通網の整備をお願いしたい。
また、重慶空港国際線ターミナルは、夜間にタクシーが
来ないことがあり、バスや軌道交通も国内線ターミナルま
で移動しないと利用ができない。また空港のタクシーの
中にはメーターを使用せずに高額な料金を請求するタク
シーも存 在するため、利便性の向上や取り締まりを図っ
ていただきたい。
重 慶 市 内 の タクシ ー は、運 転 手 の 一 斉 交 代 の ため
15:00 ～ 16:00 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。

就労許可証・居留証の取得・切換え手続の簡素化
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外国人向け医療機関の設置

現在、既存の病院において VIP フロアは設置されている
ものの、外国人向け医療機関として有効に機能していると
は言い難い。ついては、外国人向け医療機関の設置を進め
るなど、外国人が安心して当地でビジネス活動を行える環
境の創出をお願いしたい。

＜建議＞
①投資環境や観光面の魅力など、重慶市の魅力
を最大限広報・宣伝いただきたい。また、日本
との交流促進に努めていただくよう要望する。
②投資誘致体制の一元化ならびに政府関係機関
等への日本語人材の配置や日本語資料の充実
化を要望する。
③法規運用の透明性の確保を要望する。
④物流網の充実やコストの軽減に向けた支援を
要望する。
⑤市場開放の深化に向けた取り組みを強化して
いただくよう要望する。
⑥地場企業や他の外資系企業との連携促進に向
けた機会の設定を要望する。
⑦重慶市に進出する日系企業への優遇策の適用
を要望する。
⑧工場立ち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。
⑨通関サービスの改善と利便性向上を要望する。
⑩電力などエネルギーの安定供給体制の整備を
要望する。

就労許可証・居留証の取得・切り替え手続の負担が大き
いことから、簡素化をお願いしたい。また 2017 年 4 月か
ら中国全土で新たな外国人居留許可制度の運用が開始さ
れるが、これにより重慶市で、60 歳以上の人材や、高卒・
専門学校卒の人材の居留許可取得が、無下に困難になるこ
とがないよう、柔軟な運用をお願いしたい。

⑪重慶市における優秀な人材確保に向けた施策
の実施を要望する。

外国人居留（登録）カードの導入検討

⑮渋滞の緩和および安心して移動できる街づくり
の推進を要望する。

外国人はパスポートの携行が義務付けられているが、盗
難や紛失のリスクもあり不便を強いられている。以前発行
されていた「外国人居留証」など、中国国民の「身分証」に
相当する外国人登録カードを発行し、鉄道券販売機等で
も利用できるようにするなど、外国人が携帯しやすい身分
証明証の導入をお願いしたい。

外国人子女向けの教育機関の拡充

現状、重慶市における外国人向けの幼稚園、学校は限定
されており、定員制限などによる順番待ちも発生している。
外国人子女向けの幼稚園、小中学校等を拡充してほしい。
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⑫二輪自動車に対する規制緩和を要望する。
⑬日本への直行便の拡充を要望する。
⑭成都への高速鉄道の利便性向上を要望する。

⑯就労許可証・居留証の取得・切換え手続の簡素
化、新制度の柔軟な運用を要望する。
⑰外国人居留（登録）カードの導入を要望する。
⑱外国人子女向けの教育機関の拡充を要望する。
⑲外国人向け医療機関の設置を要望する。

四川省・成都市

2016 年の四川省の域内総生産（GRP）は、2015 年と同様、
中国全体を 1％上回る成長を続けている。貿易額は、輸出額
が昨年に引き続き前年比マイナスであったが、輸入額は前
年比プラスに転じ、総額では前年比微減となった。外資系企
業による投資額は、実行額で前年比 20.2％減となった。
四川省統計局によると、
同省の GRP は、
総額が 3 兆 2,681
億元、実質成長率（前年比）は 7.7％であった。依然として
中国全体の成長率（6.7％）を 1.0 ポイント上回っている。ま
た、成都市の GRP は、総額が 1 兆 2,170 億元、成長率は四
川省と同様、7.7％となり、こちらも 2015 年と同様、中国全
体の成長率を 1.0 ポイント上回っている。

表１：四川省および成都市の経済動向（2016 年）
項目
GRP (域内総生産)(億元)

四川省
前年比
金額
増減
7.7
32,681
(実質)
3,924
3.8
13,925
7.5
14,832
9.1
39,695
7.0
29,126
12.1
5,283
9.8
15,502
11.7
1.9

成都市
前年比
金額
増減
7.7
12,170
(実質)
475
4.0
5,232
6.7
6,463
9.0
8,371
14.3
2,639
6.5
5,647
10.4
2.2

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)  
493
△ 3.6
2,713
※成都市は億元
輸出額（億ドル）
280
△ 15.6 1,451
※成都市は億元
輸入額(億ドル)
214
18.2
1,263
※成都市は億元
対内直接投資契約件数
331
3.8
対内直接投資契約額(億ドル)  
43
18.7
対内直接投資実行額(億ドル)  
80
△ 20.2
都市部住民1人当たり可処分所得
28,335
8.1
35,902
(元)
農村住民1人当たり純収入(元)
11,203
9.3
18,605

11.0
△ 2.0
30.9
8.1
9.4

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
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四川省経済の供給面の状況をみると、第一次産業が前
年比 3.8％増の 3,924 億元、第二次産業が 7.5％増の 1 兆
3,925 億元、第三次産業が 9.1％増の 1 兆 4,832 億元と
なり、第一次産業は前年の伸び（3.7％増）を上回ったが、
第二次産業、第三次産業はいずれも前年の伸び（7.8% 増、
9.5％増）を下回っている。
第一次産業では、穀物の生産量が 1.2％増の 3,484 万
トンと前年比微増、中国有数の生産量を誇る豚の出荷頭数
は 4.3％減の 6,925 万頭となっている。
第二次産業では、ガソリンの生産量が 18.0％増の 257
万トン、天然ガスが 11.1％増の 297 億㎥となり比較的伸び
率が高かった。銑鉄の生産量は 0.7％減の 1,733 万トン、鉄
鋼（粗鋼）の生産量は 4.9％減の 2,008 万トン、タブレット
を中心とする電子計算機が 6.4％減の 5,937 万台と減少し
た。また、2015 年に初めて生産台数 100 万台を突破した自
動車は 24.7％増の 131 万台となり、大幅な伸びとなった。
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過剰生産能力が問題となっている鉄鋼と石炭は 2016 年に
それぞれ、420 万トン、2,303 万トンの生産能力を削減した。
需要面の状況をみると、投資は、全社会固定資産投資
が前年比 12.1％増の 2 兆 9,126 億元となった。うち、第三
次産業分野が 1 兆 9,789 億元と、全体の約 3 分の 2 を占
めている。なお不動産開発投資は 9.8％増の 5,283 億元
となり、前年並み（9.9%）の伸び率であった。
消費は、社会消費品小売総額が 11.7％増の 1 兆 5,502
億元と、依然として 2 ケタの伸びを保っている。
所得の伸びをみると、都市住民 1 人当たりの可処分所得
は前年比 8.1％増の 2 万 8,335 元で、農村住民 1 人当たり
の純収入は 9.3％増の 1 万 1,203 元と、農村住民の所得
の伸びが都市住民を上回り、都市と農村の所得格差は縮
小傾向だが、依然として 2.5 倍の差がある。
貿易総額（ドル建て）は 2015 年に前年比 26.5％減と大
幅に落ち込んだが、2016 年は 3.6% 減の 493 億ドルとなっ
た。うち輸出は 15.6％減の 280 億ドル、輸入は 18.2％増の
214 億ドルで輸入がプラスに転じ、総額では微減となった。
外資 系 企 業の 投 資は、契 約 件 数 が前年比 3.8％増の
331 件、契 約金額が 18.7% 増の 43 億ドルといずれも増
加した。実 行 金 額は 80 億ドルと 20.2% 減となり、100
億ドルを下回った。
国・地域別でみると、実行金額順に最も多いのが香港で、
前年比 11.2％減の 60 億ドルと全体の 7 割以上を占めてい
る。次いでシンガポールが 54.0％減の 3 億 9,113 万ドル、
台湾が 41.0％減の 3 億 4,289 万ドルとなっている。
フォーチュン 500 企業のうち、2016 年に新たに四川省
に進出した企業数は 22 社。これにより、2016 年末時点
で進出した企業数は合計で 321 社（うち、外資系企業は
232 社）に増加した。
製造業分野の主な案件では、成都市でフランス系の自
動車工場が完成し、2016 年 9 月から生産を開始している。
また中国の大手液晶会社の工場建設も進んでいる。
サービス業分 野では、中国の大手 不 動産開 発 会社が
2016 年に複合ショッピングセンターを四川省内に 7 つ開
業させるなど、中国企業の積極的な投資案件が目を引く。
またフランス系小売会社やドイツ系卸売会社、スウェーデ
ン系小売会社の店舗網拡大などの動きがあった。
日本企業の動向をみると、製造業分野で大型の工場設
立案件はなく、サービス業分野の展開が中心となっている。
外食産業会社による店舗網拡大のほか、食品製造会社の
販売店舗の開設、生命保険会社の支社開設、高齢者介護
サービス会社による事業展開への準備も見られた。2017
年 1 月には日系小売会社が眉山市にて、四川省で 7 店舗
目となる店舗を開設し、同店舗内に外食産業会社や食品
製造会社も店舗を開設している。一方で直営から FC への
転換、出資分の売却による撤退、清算もあった。
成都市内では 2016 年 8 月に地下鉄 3 号線が開通し、地
下鉄網は 4 本になった。2017 年も 4 号線の延伸、環状線（7
号線）、空港線（10 号線）の開業が予定されており、地下鉄

建設は着実に進められている。2016 年 5 月には市の中心
部から南東に 50 キロほど離れた簡陽市
（成都市の県級市）
との境に、第二空港（天府国際空港）の建設が開始された。
同空港は 2020 年に運用開始予定であり、同空港と成都
市内を結ぶ地下鉄の建設も計画されている。

従来、外資系企業のホームページ運営に伴う ICP 番号の
取得申請は、中国企業よりもかなり厳しい状況であったが、
最近特に不透明な理由で認可されない事案が発生してい
る。中国電信等関連機関は、申請に必要な事項および却下
の場合はその理由を明確にしていただくようお願いしたい。

四川省は 2016 年 8 月に商務部から中国（四川）自由貿易
試験区の批准を受けている。同試験区は成都市だけでなく
濾州市にも設けられることになっており、2017 年には同試験
区の具体的な内容が発表され実施に移される見込みである。

物流網の充実やコストの軽減に向けた支援

なお、2017 年の経済成長率の目標は、四川省、成都市と
もに 7.5% 前後と設定している。

具体的な問題点、改善要望
四川省・成都市の積極的な宣伝・広報の実施

四川省ならびに成都市への日本企業の関心を喚起する
ためにも、指導者の訪日、友好姉妹都市との交流、日本の
経済団体等の四川訪問等の機会を捉えて、
「一帯一路」戦
略や「長江経済ベルト」戦略を通じて変貌を遂げる当該地
域の現状や投資環境についての PR 等を積極的に行って
いただきたい。上記 2 大国家プロジェクトの中核的な省と
しての四川省の同プロジェクトへの具体的な取り組み計画
や目標を開示いただくことが、外資にとっての四川省の魅
力を最大限高めることとなる。加えて成都市、濾州市の重
要プロジェクトである「中国（四川）自由貿易試験区」に関
するきめ細かな情報提供をお願いしたい。また、直接投資
統計をはじめ、ウェブサイト等を通じた経済・統計情報の
一層の公開、正確性・透明性・迅 速性の向上をお願いし
たい。同時に、日本からの観 光客の増加に向けて、四川
省や成都市の観光面の魅力も併せてPRをお願いしたい。

投資誘致体制の一元化ならびに日本語人材の配置の
充実化
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外国企業誘致に向けた、政府内部の体制の一元化なら
びに、関係部署同士の横の情報共有をお願いしたい。成
都市投資促進委員会では、当地日系企業の要望を踏まえ
2014 年より成都投資指南の日本語版を発行、日系企業の
成都市の投資環境の理解に大変役立っており、是非こうし
た取り組みを継続していただきたい。また、自社に中国語
人材を有さない中小企業など日本企業のさらなる投資促
進に向けて、政府機関・開発区管理委員会等への日本語
人材配置の充実化をお願いしたい。

法規運用の透明性の確保

政府機関においては、
法律や制度の解釈に個人差があり、
行政単位での統一的な見解が示されないことがある。ま
た、中国企業よりも外資系企業が不利となる運用がなされ
るケースもある。法規の運用に当たっては、中央政府の統
一見解に基づいた運用を心掛けていただくようお願いした
い。また、透明性の高い行政運営を行っていただくよう、そ
の面での政府職員の人材育成をお願いしたい。また、国営
企業、特に通信関係を含むインフラ関連企業と国営 4 大
銀行のサービスレベルの改善をお願したい。
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沿海地域に比して、当地では物流コストが高いことに加
え、貨物が約束した日時に到着しないなどの事態も発生し
ている。物流網の充実やコストの削減、さらには物流管理
体制の強化に向けた政府の取り組みをお願いしたい。

市場開放の深化に向けた取り組みの推進

国有企業との取引において、他顧客との間の機密事項の
公開を条件としてくるケースがある。四川省、成都市は「一
帯一路」戦略や「長江経済ベルト」戦略の重要な拠点であ
り、他地域に先駆けて市場開放を深化させていただき、日
系企業が不利となるような隘路事項の改善に努めていた
だきたい。
外資企業設立や外国人の運転免許証取得等を申請する
場合は、日本の機関が発行した証明書類を中国国内の翻訳
会社へ翻訳業務委託することが必要となっており、大変煩
雑なため改善をお願いしたい。

地場企業や他の外資系企業と日本企業との連携強化
に向けた場の設定

四川省や成都市において、日系企業がさらに取引を拡大
するためには、地場企業や他の外資系企業との連携強化が
必要である。地場企業と日系企業との取引関係強化に向け
て、政府のお力添えをお願いしたい。

四川省や成都市に進出する日系企業に対する優遇策
の適用

物流や部品調達などの面で、四川省や成都市の投資環境
は沿海地域の水準まで達していない部分があることは否め
ない。また、企業によっては誘致の際に提示された優遇策
が実施に移されていないとの声もある。当地にさらに多くの
日本企業の投資を促す意味においても、西部大開発計画や
「長江経済ベルト」
「一帯一路」戦略、
「中国（四川）自由貿
易試験区」など、当地の発展を促進する諸政策を最大限活
用いただき、日系企業が享受できる優遇策を拡充していた
だくとともに、優遇策の内容、適用期間を明確に開示する
など、優遇策を活用しやすい環境整備をお願いしたい。
研究開発に対する補助金が 2017 年から廃止となり、そ
の代替として、低利息の借入金を提供する措置が発表され
ている。借入金がない日系企業は 2016 年まで受給できて
いた補助金が受給できなくなる。2017 年以降も従来と同様
に補助金を受給できるように改善をお願いしたい。

工場の立ち退きにあたっての十分な情報開示および
補償の確保

都市化の進展もあり、成都市においても工場の立ち退き
が求められるケースが発生している。強制的な立ち退きの
発生を極力避けていただくと共に、立ち退きに当たっては、
事前の十分な情報開示および適正な補償、さらにはできる

限り近隣で代替地が確保されるよう配慮をお願いしたい。

通関サービスの改善と通関手続の利便性向上

税関勤務日・休業日の突然の変更をなくし、大型連休等
においても事前に勤務・休業時間が明確となるようにして
いただくと共に、企業の要望に対応して、柔軟に臨時開庁
していただきたい。また、サンプル品や不良品破棄の際の
輸入手続の簡素化や、やむを得ず通関変更もしくは取り消
しが発生した際の柔軟な対応をお願いしたい。また税関が
導入した通関一体化を、早急に実運用ができるレベルへ整
備することをお願いしたい。
輸入品では、厳しい税関の確認がなされるケースがある。
そのため、生産が遅れ、別途お客様への運送手配が発生
している企業もある。また、日本への輸出は、一部の液体
で証明書が必要であり、第 3 者機関に委託して証明書を
発行してから輸出しなければならない。輸出入貨物の手続、
検査の簡略化とリードタイムの短縮をお願いしたい。

電力などエネルギーの安定供給体制の整備

2016 年の夏は、大変暑い日が続き、そのため、電力会社
より一時的に電力供給調整を実施するとの情報が入った日
系企業がある。その数日後に、日中の電力供給が止まり、生
産停止に陥った。このような突然の電力供給停止が、2 週間
の間に 4 ～ 5 回発生し、お客様の生産に間に合わせるため
に土・日曜日に生産を行わざるを得ない状況となった。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、電力の安定供給をお願いしたい。
また近隣の工場は、一度も停電がなく、安定生産を維持
しており、企業間の取り扱いに不公平があるため、こうした
点も改善をお願いしたい。

リース業に関する業務環境の改善

リース料回収における延滞が増加する傾向にある。銀行
融資の場合、一度でも支払の延滞が発生すれば、中国人民
銀行登録システム「征信報告」というリストに載るが、商務部
管轄の外資系リース会社は登録システムにデータが掲載され
ない。悪意のあるユーザーは、リース料の延滞を重ねる傾向
にある。支払延滞の抑止力のため、外資系リース会社も「征
信報告」が見られるように、していただけるようお願いしたい。
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銀行系リース会社に与えられる業務範囲の中に、船舶の
リースや地下鉄等のインフラ設備のリースがあるが、外資
系リース会社にはない。外資系リース会社にも銀行系リー
ス会社と同様に業務範囲が与えられれば業務の幅が広が
ると考えるので改善をお願いしたい。
ソフトウェアのリースは、中国では、ハードウェアを含め、
かつソフトウェアの占める割合が全体の 50％以下であれ
ばリース可能とされている。しかし、今の時代、ハードウェ
アよりもソフトウェアが主体となっているため、実態に合わ
ず、ユーザーのニーズにも適合していない。こうした規制の
撤廃をお願いしたい。

中古設備の輸入に関する検査証取得手続の簡素化

日本から中古設備を輸入する際は CCIC( 検査検疫検局 )
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の事前審査を受けることになっている。日系企業の中には
親会社が使用していた設備を中国工場に移設することが
頻繁に発生する企業もある。その場合、その輸入の都度、
日本 CCIC で検査証を取得しているが、親会社が東京、大
阪以外の地方都市に所在している場合には、担当者の出
張費用等も勘案しなければならず、取得費用が高額になっ
ている。検査証取得の簡素化（例えば小額設備への手続
免除）の検討をお願いしたい。

建設が開始された成都第2空港（天府国際空港）と双
流国際空港の棲み分けの早期明示と双方空港施設・
機能の充実および交通インフラの整備
両空港における国内、国際、貨物などの棲み分けの早期
の明示化をお願いしたい。

また、両空港における人に優しい空港施設・機能の充実
をお願いしたい。具体的にはインラインスクリーニング、バ
リアフリー機能、CIQ（検験検疫局）の十分な人員体制の
確保（自動化、エクスプレスレーンや居住外国人専用レーン
（香港のような）を含む）、将来の増便にも堪えうるシステ
ム回線確保、禁煙化推進などをお願いしたい。
加えて、
運用開始に合わせたリニアや地下鉄の導入など、
両空港間や第 2 空港と成都市内や周辺都市間の交通イン
フラの整備をお願いしたい。

重慶への高速鉄道の利便性向上

成都市の日系企業は日帰りも含め、重慶市への出張機会
が多く、2015 年 12 月から重慶市との間に高速鉄道が開
通し、移動時間が短縮されたことは非常に喜ばしい。今後
も運行ダイヤの見直しや、運行本数の増加、成都 - 重慶間
の切符の専門窓口の設置、駅構内に入ってからの変更サー
ビスの提供等により、一層の利便性向上をお願いしたい。

渋滞の緩和および安心して移動できる街づくりの推進

成都市では交通渋滞が酷く、社員の通勤への影響も少
なくない。政府機関が率先して朝夕の政府車両使用を削
減するなどして、渋滞緩和に取り組んでいただくとともに、
さらなる公共交通網の整備をお願いしたい。
二環路で運行されている BRT と地下鉄や公共バス路線
との接続性、地下鉄と公共バス路線との接続性の充実を
お願いしたい。
成都市では電動自転車が多く、中には歩道を高速で走
行している電動自転車があり、歩行者にとって非常に危険
である。電動自転車の歩道走行を禁止、取り締まりをする
など必要な措置を講じていただくようお願いしたい。
パンダ育成基地のような成都市郊外の観光地および成
都東駅、双流空港等ではメーターを使用せず、高額の料金
を請求するタクシーが存在する。こうしたタクシーの取り締
まりを強化していただくようお願いしたい。また、成都市内
のタクシーで成都市中心区以外に行く際には、メーター料
金の 5 割増しの金額を要求される。メーター通りに支払え
ば済むように、
是正措置を講じていただくようお願いしたい。
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
て対策の検討をお願いしたい。

⑧工場立ち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。

就労許可証・居留証の取得・切換え手続の簡素化

⑨通関サービスの改善と通関手続の利便性向上
を要望する。

就労許可証・居留証の取得・切り替え手続の負担が大き
いことから、簡素化をお願いしたい。また 2017 年 4 月か
ら中国全土で新たな外国人居留許可制度の運用が開始さ
れるが、
これにより四川省や成都市で、60 歳以上の人材や、
高卒・専門学校卒の人材の居留許可取得が、無下に困難に
なることがないよう、柔軟な運用をお願いしたい。

外国人居留（登録）カードの導入検討

外国人はパスポートの携行が義務付けられているが、盗
難や紛失のリスクもあり不便を強いられている。以前発行
されていた「外国人居留証」など、中国国民の「身分証」に
相当する外国人登録カードを発行し、鉄道券販売機等で
も利用できるようにするなど、外国人が携帯しやすい身分
証明証の導入をお願いしたい。

外国人向け医療機関の充実化

成都市では現在外国人向けのクリニックが設置されている
ほか、既存の病院において VIP フロアは設置されているもの
の、駐在員・家族が病気になった時の医療体制は、沿海地
域の水準には達していない。外国人が安心して当地でビジ
ネス活動を行えるような医療環境の創出をお願いしたい。

大気汚染の改善

2016 年冬から成都市内での大気汚染（PM2.5 濃度）が
悪化している。こうした状況は成都に居住するすべての人々
の健康に悪影響を与えることが懸念される。また深刻な大
気汚染は日系企業が中国への駐在員を任命する際の障害
の 1 つとなっている。早期の改善を是非ともお願いしたい。

＜建議＞
①投資環境や観光面の魅力など、四川省・成都市
の魅力を最大限広報・宣伝いただくよう要望す
る。また、日本との交流促進に努めていただくよ
う要望する。
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②投資誘致体制の一元化ならびに政府関係機関
等への日本語人材配置の充実化を要望する。
③法規運用の透明性の確保およびサービスレベ
ルの改善を要望する。ICP 番号取得事務の改善
を要望する。
④物流網の充実やコストの軽減に向けた支援を
要望する。
⑤市場開放の深化に向けた取り組みの強化を要
望する。
⑥地場企業や他の外資系企業との連携促進に向
けた機会の設定を要望する。
⑦四川省や成都市に進出する日系企業への優遇
策の適用を要望する。研究開発補助金の受給
要件改善を要望する。
中国経済と日本企業 2017 年白書

⑩電力などエネルギーの安定供給体制の整備を
要望する。
⑪リース業に関する業務環境の改善を要望する。
⑫中古設備の輸入に関する検査証取得手続の簡
素化を要望する。
⑬成都第 2 空港と双流国際空港の棲み分けの早
期明示と双方空港施設・機能の充実および交
通インフラの整備を要望する。
⑭重慶への高速鉄道の利便性向上を要望する。
⑮渋滞の緩和および安心して移動できる街づくり
の推進を要望する。
⑯就労許可証・居留証の取得・切換え手続を簡素
化、新制度の柔軟な運用を要望する。
⑰外国人居留（登録）カードの導入を要望する。
⑱大気汚染の改善を要望する。

陝西省
2016 年 の陝 西省の域 内 総 生 産（GRP）は 1 兆 9,165 億
3,900 万元、実質成長率は 7.6％と、全国の成長率（6.7％）
を 0.9 ポイント上回った。1 人当たり GRP は前年比 7.0％増
の 5 万 395 元だった。省政府は、第 13 次五カ年規画中、年
平均 8％前後の実質経済成長率を維持し、都市部と農村部
の所得が全国平均を上回ることを目指している。2017 年の
主要経済目標は、実質経済成長率が 8％前後、固定資産投
資が前年比約 10％増（2016 年は 12.1％増）、一定規模以
上の工業生産が約 7.5％増（6.9％増）、社会消費品小売総
額が約 10％
（11.0％増）
、
消費者物価指数
（CPI）
は上昇率 3％
前後（1.3％）とした。

2016年の経済状況
2016 年の GRP 成長率は 2015 年の 7.9％に比べ 0.3 ポ
イント鈍化したものの、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 4.0％増の 1,693 億 8,400 万元、第二次産業は 7.3％
増の 9,390 億 8,800 万元、第三次産業は 8.7％増の 8,080
億 6,700 万元だった。
CPI は 1.3％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 12.1％増（2015 年は 7.8％増）、一定規模
以上の工業生産は 6.9％増（7.0％増）、社会消費品小売総
額は 11.0％増（11.1％増）だった。
2016 年末の常住人口は 2015 年末を 19 万 7,500 人上回
り、前年比 0.5％増の 3,812 万 6,200 人となった。商品房（商
用不動産物件）販売面積は前年の減少から増加に転じ 9.5％
増の 3,262 万 7,000 平米だった。
貿易総額は、前年比 4.2％増の 1,974 億 8,000 万元、う
ち輸出は 13.7％増の 1,044 億 6,100 万元、輸入は 4.8％
減 の 930 億 1,900 万元、貿 易 収 支は 114 億 4,200 万元
の 黒 字 だった。進 料 加 工 は 前 年比 20.3％ 増 の 1,291 億
6,100 万元となり、貿易総額の 65.4％を占めた。
対内直接投資は、契約件数が前年比 3.6％増の 116 件、契
約額が 19.9％減の 46 億 3,300 万ドル、実行額が 8.5％増の
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50 億 1,200 万ドルとなり、実行額は初めて 50 億ドルに達した。

陝西省の特徴
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
中国経済と日本企業 2017 年白書

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、中国西安咸陽国際空港
の 2016 年の旅客利用数は前年比 12.2％増の延べ 3,699 万
4,506 人、貨物取扱量は同 10.5％増の 23 万 3,779 トンと全国
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、人口 10 万人当たりの高等教育在校生数、
特許申請数が全国 3 位で、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
化を進める上で、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上で
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。税関等のシステムの効率化
や、輸出許可申請の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上で、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
給や土地といったインフラ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
陝西省共産党委員会書記への白書の手交
・2016 年 7 月 27 日

・在中国日本国特命全権大使と陝西省共産党委員会書記の
面談時に中国日本商会幹部が同席し、白書を手交した。

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）
・2016 年 10 月 27 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 11 社、在華日本国大使館、ジェ
トロ北京事務所が参加。
・交流内容：陝西省のビジネス上の魅力を整理し見える
化し、日本企業向けに発信する手法を合同で検討する
ために設置。陝西省の優位性とビジネス環境の高度化
に向けた研究を行った。

西安市と日系企業との意見交換会
・2017 年 2 月 23 日

・西安市側参加者：商務局副局長を筆頭として、商務局
をはじめとする関係部局が参加。
・日本側参加者：西安日本人倶楽部から日系企業 10 社、
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＞
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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
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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。
貨物輸送車両に対する市内走行規制の緩 和を
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要望する。
②通関システム
税関のシステムやソフトウェア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、通関が滞ることがないよう要望する。
システムをアップグレードする際は、システムの変更
点の説明会や利用方法の研修会の開催を要望する。
西安 市で使用される税関や税務局等の税務の
ソフトウェアは、作 業ごとに複数あり、操作、
入力、
確認などの操作が多く、
効率が悪い。
操作、
入力、確 認作 業およびソフトウェアの統 一を検
討することを要望する。
③荷役品質
税関・検疫局の検 査で商品の汚損・紛失、検 査
後の梱包不良などの問題が発生し、抜き取り検
査された商品が販売できなくなっている。抜き取
り検査方法の改善を要望する。
④輸出許可
磁鉄鉱、電磁バルブ、コルクなどを輸出する際、
その都度、輸出許可証を申請する必要がある。
国の政策に則ったものであると西安市政府との
意見交換会で回答があったものの、同一品目は
輸出許可証を一括申請で済むよう、上級機関へ
の働きかけを要望する。
⑤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居留許可手続
外国人居留許可証を申請する際に、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
争う海外出国ができない。外国人居留証の申請
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。
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。西安市ではこれを「2 営業日
以内」に短縮していると西安市政府との意見交換会
で報告があった。運用の周知・徹底を要望する。
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。
②社会保険
中国国内で就労する駐在員等は、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
となっており、陝西省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。日中社会保障協定
の早期の締結により、社会保険料の二重払い等
の問題を解決し、日系企業および駐在員等の負
担が軽減されるよう、日中社会保障協定の協議
開催頻度を高め、交渉が加速されるよう中央政
府への積極的な働きかけを要望する。

間を確保したスケジュールを組むことを要望する。
⑧外資企業
陝西省の進出日系企 業の中には、操 業から 10
～ 20 年経ち、世界経済の低迷や中国の経済成
長鈍化により、事業環境が激しくなっている企業
も少なくない。こうした企業の中には、特定の分
野で世界的に高い競争力を持つ企業もあり、今
後、陝西省で技術革新の牽引役となりうる。陝
西省および西安市での雇用と技術発展を保全す
る意味でも、外資系企業が陝西省で継続的に発
展できるような方策の検討を要望する。

③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、
時間がかかる。
西安市政府との意見交換会で、
手続簡素化に向けて規定を制定中と発表があっ
たが、手続簡素化の早期施行を要望する。
④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。
生産作業員が不足し、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。
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。
⑤電力供給
事前通知のない停電や瞬間停電が発生している。
瞬間停電でも、設備の運転停止を招き、不良となっ
た製品の廃棄、設備の故障修復、従業員の業務停
止に対する補償など深刻な損失が生じた。停電が
必要な場合、計画的に実施し、企業に対して事前
に計画を周知することを要望する。
⑥環境政策

第４部
各地域の現状・建議
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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。例えば、排出削減目標値の妥当性の
検討、省エネ・汚染排出削減設備投資への企業
の対応能力の考慮、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、違反企業に対する公平な取り
締まりを要望する。また、ISO 等 認 証取 得 企 業
に対する方策についての検討を要望する。
⑦工場移転
自社工場周辺で商業地化、宅地化が進み、移転を
強制されるのではないかと不安を感じている企業
がある。都市計画を変更する際は、すでに進出して
いる企業に配慮するとともに、仮に、企業活動に影
響がある都市計画を組む場合は、企業が納得でき
るよう十分にコミュニケーションを図り、十分な時
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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。
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。
電 動バイクの歩道走行、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。
空港や高速バスのタクシー乗り場から乗車した
タクシーであっても、料金メーターを使用せず、
高い料金を請求することがある。料金メーター
の使用徹底と不良タクシーの撲滅を要望する。
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できる先進的な規制緩
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。
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統一的運用（運用統一化、運用の統一）
26、28、32、34、40、62、86、98、
120、192、286
投資性公司
190、192、300、302

透明度（透明化、透明性）
8、10、26、42、74、76、80、82、
86、88、90、112、114、180、186、
190、192、234、240、252、260、
284、286、290、292、304、310、
320、334、336、340、344、346、
348
独占禁止法（独禁法）
38、40、42、62、66、168

都市化
138、194、222、224、242、334、
340
土壌汚染
70、72、74

特許（の）審査
60、66
特許権
40、64、80
な行
内陸部（内陸）
112、184、210、212、214、290、
346、348

二重払い
8、54、120、182、192、284、294、
304、350
日中韓 FTA
28、34、90、136

日中特許審査ハイウェイ（日中 PPH）
60、66
日中貿易
26

日本産食品
98、102

入札制度
148、152、156

入札募集（入札法、入札、入札募集法）
98、102、118、120、148、154、
156、158、184、212、214、288、
308、310、334
ネガティブリスト
264、268

農業
70、78、88、250、258、260、296、
346
は行
廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中
国版 WEEE）
74、76、180、184、186
ハイテク
14、284、286、350
爆買い
160

発票
44、48、240、294、308
判断基準
40、42、60、62、292
PE（恒久的施設）
44、146、266、268

PM2.5
70、74、108、152、168、272、278、
304、344
358

中国経済と日本企業 2017 年白書

東アジア地域包括的経済連携（協定）
（RCEP）
28、30、90、98
東日本大震災
98、102

非化石エネルギー
112、138

ビザ（査証）
54、56、92、96、182、234、272、
286、304、310、316、320
VR
206

付加価値通信（電信）業務
206、214、214、284、286
不正競争防止法
38、40、42

ま行
窓口一本化（窓口の一本化）
26、28、82
窓口担当者
44、126、240

モバイル
186、204、206、210、216、222、
242
模倣行為
8、60、66、214

模倣品（模倣商品、ニセモノ、偽物）
58、60、62、64、66、134、136、
184、186、192、220、240、244、
246、316
や行

物流業者（物流企業）
28、86、100、294、348

輸出税
106

不動産市場
18、20、166、172

輸出入管理
64、68

ブランド
60、62、64、134、160、178、180、
194、198、224、226

輸入規制
28、98、102、218

物流コスト
12、86、334、340、346、348

輸出増値税
26、136

腐敗防止（反腐敗、反腐）
222、224、242

輸出入申告
28、190

分公司（支店）
36、116、118、120、228、250、
256、260、264、308、310
並行輸入品（横流れ製品）
160、186

米国（アメリカ、米）
20、26、40、90、96、98、110、
130、134、142、152、156、158、
166、172、180、184、188、198、
202、216、234、258、260、268、
270、278、296、300、318、328、
334
ペーパレス
26

北京（市）
4、32、44、50、52、58、70、88、
90、92、96、100、102、118、122、
124、166、168、176、180、184、
190、192、234、236、244、246、
262、272、278、282、284、286、
288、290、292、312、324、334、
348
法人格
92、308

法制度整備（法整備）
26、66、70、72、148、184、244、
246
冒認出願（冒認登録）
60、66、134、136、198、220
法令遵守（法遵守）
50、74、140、144、304

保税
28、144、182、236、306、334
保税区（保税地域）
28、182、306、334

預金乖離度管理
252
ら行

ライセンス
30、36、40、64、68、198、206、
210、212、264、266、268、284、
286、292、302

リサイクル（回収処理）
74、76、134、140、180、184、186
連結財務諸表
48、190、192
連結納税制度
40、178

ロイヤルティ
28、30、46、200、292
労働コスト
22、234、294、312
労働争議
50

労務
6、8、12、22、50、56、100、102、
182、190、304、310、316、322、
342
労務派遣
56、100、102、182

労務派遣暫定施行規定
178

ロボット
180、188、190、332

