


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



は じ め に 
 

本資料は、中国向け投資をはじめて検討されている企業の方々を対象に、中国の投資環

境について、中国全体と地域毎に整理し、その概要を参考資料として取りまとめたもので

す。本資料は、初版を 2005 年 1 月に発行し、投資環境の変化に対応する形で必要に応じて

改訂しつつ、第 6 版を 2013 年 8 月、第 7 版を 2018 年 8 月に発行しております。本資料は

中国の投資環境の最新情報を反映するべく、第 7 版の内容を引き継ぎつつ、最新の情報

（2021 年）を反映いたしました。 

 

中国は人口 14 億人を抱える消費市場としての期待も高く、コロナ禍からいち早く経済活

動を再開させるなど、2020 年 12 月発行の IMF の World Economic Outlook では、2021

年には 7.9％の経済成長を達成する見通しです。ロックダウン等を行った他先進諸国や途上

国に比べ高い成長力を維持しておりますが、米中摩擦や資産価格の動向など中長期的な政

治・経済環境の変化をうけながら、中国の経済発展が続くものと思われます。 

 

また、中国は JBIC が実施している海外投資アンケートにおいて 2019 年以来 2 年ぶりに

中期的な事業展開先国として 1 位に帰り咲くなど、再び海外の事業展開先として注目を浴

びています。中国を中期的な事業展開先国として挙げる理由は「現地マーケットの現状規

模」、「現地マーケットの今後の成長性」となっており、製造拠点としての位置づけに加え

て、中国国内市場も魅力的なマーケットとして成長したことが伺えます。 

 

本資料は、中国の投資環境の全体像を把握するべく、はじめに総論として中国全体の投

資環境のポイントをまとめたうえで、中国の主要な地域について、地域別にその特色など

を説明する形式で構成されております。本資料が中国向け投資を検討されている企業の

方々のご参考となれば幸いです。 

 

本資料の作成に際しては現地調査を行い、投資誘致機関、関係官庁、JETRO、進出日系

企業・金融機関など多くの方々より貴重な情報をご提供頂き、参考にさせていただきまし

た。また、日本国内でも有識者の方々にお話を伺ったほか、各種文献の情報も参考にさせ

ていただきました。ご協力いただきました各方面の皆様に深く感謝を申し上げます。 

 

なお、本資料は有限責任あずさ監査法人の協力により作成致しました。また、本資料は、

中国に対する株式会社国際協力銀行としての評価や公式見解を表明するものではありませ

ん。 

2021 年 10 月 

株式会社国際協力銀行 

産業ファイナンス部門 

中堅・中小企業ファイナンス室 
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略語一覧 

A ACFTA 中国 ASEAN 自由貿易協定 ASEAN China Free Trade Agreement 

 AI 人工知能 Artificial Intelligence 

 APEC アジア太平洋経済協力首脳会議 Asia-Pacific Economic Cooperation 

 ASEAN 東南アジア諸国連合 Association of South East Asian Nations 

B BDA 北京経済技術開発区 Beijing Economic and Technological Development Zone 

C CAFE 企業平均燃費規制 Coporate Average Fuel Economy 

 CEPA 中国本土香港経済貿易緊密化協定 Closer Economic Partnership Arrangement 

 CMDE 医療機器技術審査センター Center for Medical Device Evaluation of SFDA 

 CT コンピュータを用いたＸ線検査 Computed tomography 

E EC 電子取引 Electronic commerce 

 ECFA 両岸経済協力枠組協議 Economic Cooperation Framework Agreement 

 ECU 電子回路を用いてシステムを制御する装置 Electronic Control Unit 

 EPA 経済連携協定 Economic Partnership Agreement 

 ERP 企業資源計画 Enterprise Resource Planning 

 EU 欧州連合  European Union 

F FTA 自由貿易協定 Free Trade Agreement 

G GB 国家標準 Guo jia Biao zhun 

 GDP 国内総生産 Gross Domestic Product 

 GRP 延べ視聴率 Gross Rating Point 

I IFRS 国際会計基準 International Financial Reporting Standards 

 IMF 国際通貨基金 International Monetary Fund 

J JETRO 日本貿易振興機構 Japan External Trade Organization 

L LNG 液化天然ガス Liquefied Natural Gas 

M MRI 磁気共鳴画像 Magnetic Resonance Imaging 

N NC 数値制御装置 Numerical Control 

 NEV 新エネルギー車 New Energy Vehicle 

 NIES 新興工業経済地域 Newly Industrializing Economies 

O OECD 経済協力開発機構 Organisation for Economic Co-operation and Development 

P PE 恒久的施設 Permanent establishment 

R RCEP 東アジア地域包括的経済連携協定 Regional Comprehensive Economic Partnership 

 RMB 人民幣 Ren Min Bi 

S SAP ソーシャルアプリケーションプロバイダー Social Application Provider 

 SARS 重症急性呼吸器症候群 Severe Acute Respiratory Syndrome 

 SDR 通貨単位 Special Drawing Rights 

 SNS 交流サイト Social Networking Service 

T TEDA 天津経済技術開発区 Tianjin Economic-Technological Development 

U UNCTAD 国際連合貿易開発会議 United Nations Conference on Trade and Development 

V VR 仮想現実 Virtual Reality 

W WTO 世界貿易機関 World Trade Organization 

 

※本投資環境レポートは、原則として 2021 年 2 月 28 日時点で有効なもしくは入手可能な中華人

民共和国の法令・通達、データ等を基に作成しております。 

※本投資環境レポートには香港、マカオ、台湾（中華民国）は含めておりません。 
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 概観（国土、民族、気候、社会、歴史等） 

 

1．正式国名 

中華人民共和国である。 

国旗は「五星紅旗」である（中華人民共和国憲法第 141 条）。 

 

 

 
（出所）中華人民共和国中央人民政府 HP 

 

 

2．人口 

約 14 億人。男性 7.15 億人、女性 6.84 億人（2019 年末時点、出所：国家統計局編 中国統計摘

要-2020）。 

1978 年に一人っ子政策が開始されたが、総人口は緩やかに増加し、1995 年に 12 億人を超え、

2005 年には 13 億人を突破している。当該政策は 2015 年をもって廃止された。 

 

図表 1-1  人口推移 

 
（出所）国家統計局編 中国統計摘要－2020 より作成 
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3．国土 

国土は東西南北に広く、面積は約 960 万 km2（台湾は含まず）と、日本の約 26 倍である。国土

の約 33％が山地、約 26％が高原、約 31％が平原と盆地である。 

 

4．首都 

北京である。北京市の常住人口は、2,154 万人（2019 年末）である（出所：国家統計局編 中国

統計摘要-2020）。 

 

5．気候 

国土が東西南北に広いため、地域によって異なる気候を有する。 

北部の寒帯から南部の亜熱帯まで存在している。 

主な地域別ではおおむね寒帯気候風気候（東北）、温帯半湿潤大陸モンスーン気候（華北）、亜

熱帯モンスーン（華中）、温帯モンスーン（華東）、乾燥帯（西部）、亜熱帯（華南）となっている。 

 

6．民族 

全人口の約 92％が漢族であり、残りの約 8％を約 55 の少数民族が占める。 

少数民族には壮（チワン）族、苗（ミャオ）族、ウイグル族、モンゴル族、チベット族、満州

族、朝鮮族等がある。「チベット問題」「新疆ウイグル問題」等、民族関連の課題を抱えているこ

とも忘れてはならない。 

漢族には中華思想という中国が世界の中心であり、その文化、思想が も価値あるものと考え、

自分たちの歴史に大変な誇りを有している方も多い。中国人と接するに際してはこの点にも配慮

しておく必要がある。 

 

7．言語 

漢族が基本とする「漢語」を標準語（「プートンファ（普通話）」や「マンダリン（Mandarin）」
という）としている。 

また、各民族が独自の文化と言語（母言）を有する。漢族の中でも方言があり、例えば山東語、

北京語、上海語、福建語、広東語、客家語等がある。ただし若い世代の大部分は標準語で教育を

受けているため、多くの場合、標準語でコミュニケーションをとることができる。英語について

は特に地方では通じないことが多い。 

表記文字は漢字であるが、多くの地域では、主に香港や台湾で使用されている「繁字体」では

なく、画数を少なくした「簡字体」を使用している。発音記号としてローマ字式の「ピンイン（拼

音）」が少数民族や外国人の漢語学習のために開発され利用されている。 
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ひとくちメモ 1：特定地域の言語と気質 

中国は国土が広く同じ漢民族でも地域により方言がある。中国人は一般的にビジネスの場では漢語（普

通語）を使うことが多いが、それ以外では、その地域の方言で話すことも多い。例えば、上海人同士は

上海語を話し密接な意思疎通を図ろうとするが、他の地域の中国人でも聞き取れないことが多いため、

上海人同士だけで強い結束が生まれるケースもある。日本人でも片言の上海語を覚えてコミュニケー

ションが取れるようになれば、より良いリレーションが築けるかもしれない。 

中国人が話す漢語も各地域の方言の癖が入り聞き取りにくいことがある。例えば、北京地域では巻き

舌で発音する傾向にあり、慣れないと北京のタクシー運転手が話す漢語も聞き取れないことがある。 

中国人の気質についても出身地域により特色があり、一つの例として下記のように言われることがあ

る。 

・東北地域（吉林省、黒龍江省等）…大らかで細かいことは気にしない 

・華北地域（北京市近郊）…プライドが高い一面もあるが、公平・公正で正義感が強い 

・華東地域（上海市近郊）…商人気質が強く合理性や経済観念が強い 

・華東地域（福建省近郊）…海外に雄飛して志を立てようとする海外志向が強い 

・華南地域（広東省近郊）…活気と活力に富み、創造的で活発な気質 

方言と気質を頭に入れておくと、中国人との良好なコミュニケーションに役立つと思われる。 

 

8．宗教 

憲法上の規定では信教の自由を有する（憲法 36 条第 1 項）。仏教、チベット仏教、儒教、イス

ラム教、キリスト教等の信者がいる。ただし宗教を利用して社会秩序を破壊する活動は禁止され

ている（同法第 3 項）。 

 

9．教育 

学年制は、原則的に日本と同じく小学校 6 年、中学校 3 年、高校 3 年である。中国では、中学

校は「初級中学」、高校は「高等中学」と呼称する。義務教育は、日本と同様に小学校 6 年、中学

校 3 年の合計 9 年間である。新学期は日本の場合は 4 月開始であるが、中国の場合、多くは 9 月

開始である。 

大学については原則 4 年制であるが、一部医学系は 5 年制のところもある。大学は「大学本科」

と呼称され、「学士」の学位が授与される大学本科の上には大学院に相当する「研究生院」あるい

は「研究生部」がある。日本では 2 年の修士（マスター）課程は、中国では「シュオシ（硕士）」

と称し、2 年もしくは 3 年制である。なお、博士（ドクター）課程は 3 年制である。 

 

10．通貨 

通貨は中国人民銀行が発行する人民幣（Ren Min Bi、略称 RMB）であり、日本では一般的に人

民元と呼ばれている。表記としては「元」「RMB」「CNY」が使われている。  
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補助通貨単位として「角」と「分」があり、以下の関係がある。 

1 元＝10 角＝100 分 

なお、1 元は日本円に換算すると TTS 16.65 円、TTB 16.05 円（2021 年 2 月 26 日時点）。 

 

11．歴史 

1911 年の孫文による中華民国設立から、1949 年の毛沢東による中華人民共和国の建国を経て、

中国は改革・開放を進め、経済発展を遂げ、2001 年の WTO 加盟を機にグローバル化が進展して

きている。 

 

図表 1-2  近代以降の主な出来事 
年度 主な出来事 

1840～1842 年 
1850 年 
1860 年 
1894 年 
1900 年 
1911 年 
1911～1949 年 
1912 年 
1915 年 
1919 年 5 月 4 日 
1931 年 9 月 18 日 
1932 年 
1937 年 9 月 18 日 
1941 年 
1945 年 8 月 15 日 
1945 年 9 月 3 日 
1946～1949 年 
1949 年 10 月 1 日 
1958～1960 年 
1966～1976 年 
1972 年 
1976 年 
1978 年 
1979 年 
1986～1988 年 
1989 年 
1992 年 
1995～1997 年 
1997 年 
1998 年 
1999 年 

アヘン戦争 
太平天国の乱 
アロー号事件 
日清戦争 
義和団の乱 
辛亥革命 
中華民国 
孫文日本に亡命 
対華二十一箇条要求 
五四運動（パリ条約反対の反日デモ） 
満州事変（柳条湖事件） 
満州国建国 
日華事変（上海事変） 盧溝橋事件 日中戦争始まる 南京入城 
重慶爆撃 

終戦記念日 

抗日戦争勝利日 
国共内戦 
中華人民共和国設立 
大躍進運動 
文化大革命 
日中国交回復 「日本国と中華人民共和国政府の共同声明」 
第 1 次天安門事件 
「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」締結 
「改革・開放」の開始 
第 1 次対中国投資ブーム 
第 2 次天安門事件 
社会主義市場経済導入、鄧小平の南巡講話 
第 2 次対中国投資ブーム 
香港返還 
「平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言」 
中華人民共和国建国 50 周年、マカオ返還 
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年度 主な出来事 

2001 年 
2002 年 
2002 年 
2003～2005 年 
2005 年 
2007 年 
2008 年 
 
2009 年 
2010 年 
2011 年 
2012 年 
2018 年 7 月 
2019 年 6 月 
2019 年 12 月 
2020 年 6 月末 
 

WTO 加盟 
共産党指導部が交代 江沢民から胡錦涛体制へ 
広東省順徳市で新型肺炎 SARS 発症（11 月） 
第 3 次対中国投資ブーム 
各地で反日デモ発生 
中国の GDP が世界第 1 位になる 
ラサ暴動、四川大地震、冷凍餃子事件、北京五輪開催、「戦略的互恵関係の包括的

推進に関する日中共同声明」締結、外資優遇税制の解消 
ウイグル騒乱 建国 60 周年 
上海万国博覧会、広州アジア大会 青海省玉樹大地震、尖閣諸島抗議デモ 
辛亥革命 100 周年、共産党 90 周年、第 4 次対中国投資ブーム 
尖閣諸島抗議デモ、共産党指導部が交代、胡錦涛から習近平体制へ 
米中貿易摩擦 追加関税開始 
香港で逃亡犯罪条例の改正案に反対する学生らが大規模デモ 
新型コロナウイルス（COVID-19）が湖北省武漢市で確認 
香港国家安全維持法が公布同時施行 

 

日中ビジネスに関わる 近の歴史を概観すると、過去に 4 回日本から中国に対する大きな投資

ブームがあった。 

第 1 次投資ブームは概ね 1986 年から 1988 年にかけてで、中国の鄧小平主席の下での外資規制

緩和を契機とするものである。1992 年に鄧小平氏が中国の深圳等を訪れ、市場原理を導入した改

革開放の推進を語るいわゆる「南方巡話」があった。 

第 2 次投資ブームは概ね 1995 年から 1997 年にかけてで、中国の改革開放を受けたさらなる外

商投資誘致を契機とするものである。 

第 3 次投資ブームは概ね 2003 年から 2005 年にかけてで、中国の WTO 加盟に伴う外資規制緩

和を契機とするものである。 

第 4 次投資ブームは概ね 2011 年から 2013 年にかけてで、2008 年のリーマンショックを契機と

する世界的な景気後退からいち早く回復した中国経済への期待を背景とするものである。 

政治的な情勢に関しては 2005 年には第 1 次反日デモが上海等で発生している。2012 年には日

本政府が尖閣諸島（中国では釣魚島）を国有化し、第 2 次反日デモが発生している。 

税制面では 2008 年に外資優遇税制が解消されている。例えば企業所得税の外資優遇税率である

15％から 25％へ、設立後 2 年間は免税、3 年から 5 年は企業所得税を半減にするといういわゆる

「2 免 3 減半」等の外資優遇税制は廃止され、内資企業と同様の税制が適用されることになった。 

これまでは中国経済の成長は、外資に依存する部分が少なからずあったが、今後は経済成長の

主力エンジンを外資から民間ハイテク企業等に位置付けるのか、政府の方針を注視すべきである。 
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ひとくちメモ 2：記念日 

在中国日本国大使館では中国に渡航・滞在する人のために安全の手引きを作成している。 

それによると日中関係で焦点のあたる主な日として以下を紹介している。特に日中関係で政治的な問

題が発生している時には、対日感情に注意して行動すべきと記載されている。 

例えば 2012 年に日本政府が尖閣諸島を国有化したことを契機に、中国各地でデモが発生し、在中国日

本国大使館や現地の日本人商工会等からも注意喚起が出されたこともある。 

5 月 4日（1919 年）五四運動（パリ条約反対、反帝国主義、反封建主義運動） 

6 月 5日（1941 年）重慶爆撃 

7 月 7日（1937 年）盧溝橋事件 

8 月 13 日（1937 年）第 2次上海事変 

8 月 15 日（1945 年）終戦記念日 

9 月 3日（1945 年）抗日戦争勝利日 

9 月 18 日（1931 年）満州事変（柳条湖事件） 

12 月 13 日（1937 年）南京入城（中国では南京大虐殺記念日とされている） 
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 政治、外交、軍事 

 

1．政体 

中華人民共和国憲法第 1 条では、人民民主共和制の社会主義国家であり、中国共産党による指

導は、中国の特色のある社会主義の も本質的な特徴であると規定されている。 

全国人民代表大会が 高の国家権力機関であり、その常設の機関として全国人民代表大会常務

委員会がある（憲法第 57 条）。 

 

2．元首 

国家主席は全国人民代表大会で選出される（憲法第 79 条）。 

国家主席は全国人民代表大会の決定又は全国人民代表大会常務委員会の決議に基づいて、法律

を公布し、国務院の総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長を任免す

る（憲法第 80 条）。 

習近平氏は 2012 年に国家主席に選出され、さらに 2 期目は 2018 年 3 月 17 日の第 13 回全国人

民代表大会で選出されている。 

 

3．首相 

中央人民政府の 高国家権力機関の執行機関は国務院である（憲法第 85 条）。 

李克強氏が国家主席により任命された国務院総理であり首相である（2012 年に続き、2018 年に

も 2 期目の選出）。 

 

4．国家機構 

立法機関として全国人民代表大会（全人代）とその全人代常務委員会がある。中国の立法体制

としては、「法律」（例えば、憲法や会社法）は全国人民代表大会及びその全人代常務委員会に立

法権があり、「行政法規」（例えば企業所得税法実施条例、増値税暫定条例）は国務院が立法し、

「地方性法規」（例えば、北京市労働契約規定）は省、自治区人民大会とその常務委員会が立法し、

「自治条例」（例えば内蒙古自治区燃気管理条約）は自治地区の人民代表大会が立法する。 

行政機関として国務院はその傘下の各部には外交部、国防部、国家発展改革委員会、教育部、

科学技術部、工業情報化部、公安部、司法部、財政部、商務部、中国人民銀行、審計署等があり、

中国でビジネスを行う上で具体的で重要な行政法規はこの各部が公布することが多い。 

司法機関としては人民法院がある。 高の裁判機関として 高人民法院がある（憲法第 123 条、

第 124 条、第 127 条）。 

検察機関として人民検察院がある。 高の法律監督機関として 高人民検察院がある（憲法第

129 条及び 130 条）。以上を図示すると下記の通りである。 
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図表 2-1  国家機構の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）外務省ホームページ 中国国家組織図より（2020 年 3 月時点） 

 

5．地方行政制度 

省、直轄市、県、市管轄区、郷、民族郷、鎮には人民代表大会及び人民政府が設置される。 

省、直轄市等の人民代表大会並びにその常務委員会は憲法、法律及び行政法規に抵触しないこ

とを前提に、「地方性法規」を制定する事ができる（憲法第 95 条、第 100 条）。 

地方人民政府は地方の国家権力機関の執行機関であり、行政機関である（憲法第 105 条）。 

高人民法院、 高検察院の下にも、地方人民法院や地方検察院が設置される（憲法第 124 条

及び 130 条）。 

例えば北京市人民政府のホームページを見ると、市政府機構として、市政府弁公庁、市発展改

革員会、市公安部、市司法局、市財政局、市工商局、市統計局、市金融局等が設置されている。 

 

6．政党 

中国共産党が第 1 党であり、中国共産党規約の前文である総領には「中国共産党は（中略）国

の立法と法律執行の仕事を強め、国の諸般の活動の法制化を実現させる」、「党は必ず国の立法・

司法・行政機関や経済・文化組織、人民団体が積極的にかつ主動的に、独自の責任をもって、一

致団結して仕事ができるように保証しなければならない。」と記載されている。 
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中国共産党全国代表大会とその中央委員会を経て、総書記が選任される（中国共産党規約第 22
条）。現在は習近平氏が総書記に選出されている。 

中央政治局とその常務委員会は中央委員会の職権を行使する（同規約第 22 条）。 

中国共産党の 高規律検査機関として中央規律検査委員会がある（同規約第 43 条）。 

党直属機構の下に、省、自治区、直轄市の代表大会と党委員会が設置されている（同規約第 24
条）。 

 

7．外交 

国務院の下の部門にある外交部が外交を担っている。 

中国の 2016 年の対外貿易の状況と関係する主要国との結びつきを示したものが下記の図であ

る。輸出先として第 1 位は NIES（韓国、台湾、香港、シンガポール）である。シンガポールとの

外交関係の確立は 1990 年と比較的遅い。中国国家統計局の中国年鑑では台湾は中国台湾、香港は

中国香港と表記されている。日本とは 1972 年に外交関係が確立されている。欧州では例えばドイ

ツとは日本と同じ 1972 年に外交関係を締結している。第 2 位の米国とは 1979 年と日本やドイツ

より 7 年遅れて外交関係を締結している。 近では米国の対中貿易赤字が増加して政治問題とな

り、関税の引上げ等の両国による対抗措置が現実化している。 

 

図表 2-2  中国の対外貿易関係図（2018 年） 

 
（出所）中国国家統計局の中国統計年鑑 2019 年図表 11－5（2018）を参照に作成 
 

 

 

日本 NIES（韓国、香港、

台湾、シンガポール）
アジア 

米国 欧州 

1,806 

1,470 3,400 4,657 11,895 

11,926 

3,794 

4,759 

1,551 

4,783 

     輸入 
     輸出 

中国 
（単位：億ドル） 
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8．国防 

国務院の下の部門にある国防部が国防を担っている。 

国防部は外国との軍事交流等を担当しているが、人民解放軍に対する指揮権は持っていない。

軍事機関としては、国家主席の管轄下に国家中央軍事委員会さらに国家中央軍事委員会と同じ構

成員からなる中国共産党中央軍事委員会があり、その下に人民解放軍の部隊が配置されている（中

国共産党規約第 23 条）。 

 

ひとくちメモ 3： 国家機密法 

「中華人民共和国書類法」の第 16 条では「集団所有と個人所有の国家と社会に対して保存価値を有す

るか又は秘密保持すべき書類は、書類所有者が妥当に保管しなければならない」と規定しており、第 18

条では「国家の所有に属する書類と第 16 条の定める書類及びこれらの書類の複製は、個人的に携帯して

国外に搬出することを禁止する」と規定されている。ではこの「保存価値を有するか又は秘密保持すべ

き書類」が何かであるが、これは「国家機密法」で規定されている。 

ただし国家機密法では国家機密は抽象的に規定されており、担当主管部門によって拡大解釈が可能な

規定となっている。第 9 条においては、「国家の安全と利益に関係する事項は、漏洩した後に国家の政

治、経済、国防、外交等の領域における安全と利益に損害を与える可能性がある場合に国家秘密として

確定しなければならない」として以下の項目を挙げている。 

第 1号 国家事務の重大な政策決定における秘密事項 

第 2号 国防建設と武装力の活動における秘密事項 

第 3号 外交と外事活動における秘密事項および対外的に秘密義務を負う秘密事項 

第 4号 国民経済と社会発展における秘密事項 

第 5号 科学技術における秘密事項 

第 6号 国家の安全活動の維持と刑事犯罪の追跡調査における秘密事項 

第 7号 国家の秘密保持行政管理部門の決定を受けたその他の秘密事項 

中国子会社の駐在員に関係しそうな項目としては、例えば、以下のようなことが考えられる。 

・写真を撮影した際に偶然写してしまった軍事施設 

・合弁先の中国国有企業から入手した国家機密に関する情報や技術の資料 

・合弁先の中国国有企業が上場しようとした際の未公開情報 

・中国子会社で技術開発をした場合の関係資料 

本人が国家機密と認識していなくてもそのように判定される場合もあるので注意が必要である。 
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 経済概況 

 

1．経済概観 

中国は 1980 年代以降、急速な経済成長を遂げてきた。以下の図表 3-1 によると、1 人あたり GDP
は改革開放政策を開始した 1970 年代後半から一貫して増加を続けている。一方、実質 GDP 成長

率については、中国や世界情勢の影響を大きく受けており、例えば 1989 年の第 2 次天安門事件後

には実質 GDP 成長率は一時的に大幅な下落を見せた。 

2001 年の中国の WTO 加盟からしばらくは緩やかな上昇を見せることとなったが、2008 年の

リーマンショックによる世界経済の悪化に伴い、中国の実質 GDP 成長率は再び下落することとな

り、いったん少し上昇はしたものの 2010 年からは継続して減少傾向となっており、中国経済が急

速な発展期から安定期へ移行してきたことが窺える。 

 
図表 3-1  実質経済成長率と 1 人あたり GDP の推移  

 

（出所）IMF World Economic Outlook Database より作成 
（注） 経済成長率は 2020 年以降、GDP は 2019 年以降推計。 

 

2000年代に入ると中国経済の成長はさらに加速することとなった。2001年に中国が正式にWTO
に加盟した後は、外国による中国への投資額が堅調に伸びただけでなく、民間消費も安定的に 5％
前後で推移することとなり、2007 年まで実質 GDP 成長率が急激に伸びる要因となった。 
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さらに、設備投資や建設投資等による総固定資本形成も中国の急速な経済成長に大きく寄与す

ることとなった。実際 2001 年 9 月の米国同時多発テロの影響は中国においてはあまり見られず、

2002 年の実質 GDP 成長率は少し低下したが、その後は 2007 年まで中国経済は順調に発展するこ

ととなった。 

しかし、2008 年 9 月のリーマンショックの影響は大きく、2009 年には民間消費が大幅に下落し

ただけでなく、実質 GDP 成長率も大幅な下落を見せることとなった（図表 3-2 参照）。2001 年や

2008 年の外的要因以外での景気減速の局面は、2012 年に再度訪れているが、これは 2011 年と比

較すると民間消費や総固定資産形成の成長率が伸び悩んでいたことが一つの原因としてあげられ

る。2012 年の景気減速は 2013 年の経常収支や直接投資流入額の減少にも影響し、2013 年の経常

収支は前年度と比較して約 32％減となっており（図表 3-3 参照）、景気減速の傾向がいたるところ

で見られるようになった。 

 
図表 3-2  名目 GDP 成長率と要因分解 

 

（出所）OECD.Stat より作成 

 

中国の名目 GDP 総額については比較的、順調に増加が見られている。近年は経済成長が安定的

成長期に入ってきていることもあり、大きな伸びはあまり見られておらず、例えば 2015 年は、11
兆 1,135 億ドルであったものが 2018 年は 13 兆 8,419 億ドルと漸増している。 

一人あたりの名目 GDP については、中国全体としては、順調に一人あたりの名目 GDP の数値

を伸ばしてきていることが分かる（図表 3-3 参照）。 近は、一人あたりの名目 GDP の伸びも頭

打ちとなっているが、2015 年に 8,085 ドルであったものが、2018 年には 9,920 ドルとなっており、

漸増傾向も見られている。 
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実質 GDP 成長率については、2011 年は 9.5％であったが、2012 年以降は 8％を切るようになり、

2018 年には 6.8％となっている（図表 3-3 参照）。2012 年以降の実質 GDP 成長率をみると、中国

がすでに安定した経済発展の時期へ移行したことが分かる。 

2018 年 3 月に開かれた全国人民代表大会においても、中国の 2018 年の目標とする実質 GDP 成

長率を 6.5％とする等、次第に中国は実質 GDP の成長率目標を低く設定してきている。 

2021 年 1 月 18 日に中国国家統計局が発表した速報値によると、2020 年の国内総生産（GDP）
は物価変動を除く実質ベースで 2.3％成長だった。金額ベースでは 100 兆人民元の大台を突破し、

101 兆 5,986 億人民元（約 14.7 兆米ドル）に達した。新型コロナウイルスの影響で 2020 年 1 月か

ら 3 月はマイナス成長だったが、2020 年 4 月以降成長が拡大し、10 月から 12 月は 6％を上回る

成長が寄与した。 

なお、中国の貿易収支は一貫して黒字となっており、2012 年には 2,306 億ドルだった貿易収支

は、2018 年には 3,510 億ドルとなっており、漸増している（図表 3-3 参照）。2018 年の消費者物価

上昇率は 1.9％となっており、2010 年の 4.6％と比較すると 2 分の 1 弱になったものの、比較的高

い物価上昇ペースを維持している。 

 

図表 3-3  主要経済指標 

  単位 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

名目 GDP 億ドル 60,664 75,221 85,703 96,250 105,242 111,135 112,271 122,653 138,419
1 人あたり

GDP 
ドル 

4,524 5,583 6,329 7,073 7,694 8,085 8,120 8,823 9,920
実質 GDP
成長率 

％ 
10.6% 9.5% 7.9% 7.8% 7.3% 6.9% 6.8% 6.9% 6.8%

人口 万人 134,091 134,735 135,404 136,072 136,782 137,462 138,271 139,008 139,538
消費者物価

上昇率 
％ 

4.6% 4.1% 2.5% 2.5% 1.5% 1.6% 2.1% 1.8% 1.9%

輸出額 億ドル 15,778 18,984 20,488 22,090 23,423 22,735 20,976 22,634 24,867

輸入額 億ドル 13,960 17,434 18,182 19,500 19,592 16,796 15,879 18,438 21,357

貿易収支 億ドル 1,818 1,550 2,306 2,590 3,831 5,939 5,097 4,196 3,510

経常収支 億ドル 2,378 1,361 2,154 1,482 2,360 3,042 2,022 1,951 255

直接投資 
流入額 

億ドル 2,437 2,801 2,412 2,909 2,681 2,425 1,747 1,661 2,354

外貨準備高 億ドル 285 318 331 382 384 333 301 314 307

為替レート 
（年平均） 

元/ドル 6.77027 6.46146 6.31233 6.19576 6.14343 6.22749 6.64448 6.7587 6.6159

（出所）IMF World Economic Outlook Database、WorldBank、UNCTAD Stat、中国国家外貨管理局より作成 
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中国では政府が 5 年ごとに大きな経済計画を立案し、これをもとに管轄の政府部門がブレー

クダウンした政策が公表され、実施されている。 

近年では「第 12 次 5 ヵ年計画」（2011 年から 2015 年）の GDP 目標平均成長率は 7％であっ

たが、実際には 7.9％の平均成長率で推移した。続く「第 13 次 5 ヵ年計画」（2016 年から 2020
年）の GDP 目標平均成長率は 6.5％であったが、実際には新型コロナウイルスの経済社会への

影響を受けて 5.8％の平均成長率で推移することになった。 

なお、後述する「第 14 次 5 ヵ年計画」（2021 年から 2025 年）では GDP 目標平均成長率は明

示されていない。これは新型コロナウイルス等の影響で内外の経済情勢に不確実性が存在して

いることや、目標成長率を明示することにより政府機関や地方政府が成長率達成に加熱してし

まう成長率至上主義を考慮したためと思われる。 

先の「第 13 次 5 ヵ年計画」では、安定的な経済成長を 重要課題として位置づけ、外資に対し

て、中西部及び東北地域への投資だけでなく、ハイテク技術、省エネ環境保全産業等への投資を

引き続き推奨するだけでなく、金融業の対外開放及び人民元建て資本勘定の自由交換を実現する

ことも明らかにしている。さらに、グローバル企業の海外での資金運用制限の緩和、海外での貸

出比率の引き上げ、企業の外債登記管理制度改革の推進、株式市場や債券市場の対外開放、海外

企業による中国国内での人民元建て債券の発行、投資及び取引を拡大することも計画で明示し、

実際に実行してきている。 

引き続き外資に対する優遇政策は存在するが、従来の外資導入政策が中国の国内企業の競争力

の低下等を引き起こしたり、誘致を希望する先端技術の導入が進んでいなかったりする等の理由

から、中国政府は外資誘致政策を転換しつつあり、現在は外資誘致を「優良な外資を選択して導

入する」方針に転換している。 

中国の製造業に対する経済政策については、「中国製造 2025」（国務院発[2015]28 号）によれば、

集積回路や専用設備、情報通信設備、オペレーションシステム、工業用ソフトウェア、ハイレベ

ル NC 工作機械、ロボット、新エネルギー自動車、特殊新材料、バイオ医療等の高機能医療機器等

を重点分野と位置付け、中国が 2025 年までに製造強国戦略を実施するための 初の 10 年の行動

綱領が記載されている。 

「第 13 次 5 ヵ年計画」（2016 年～2020 年）の想定期間より「中国製造 2025」は 5 年先まで想

定しているが、「第 13 次 5 ヵ年計画」の大枠の中で展開されている。重点分野に位置づけられた

産業には政府から産業振興のための多額の補助金が交付されている。 近の米国と中国との貿易

摩擦の議論でも、米国はこの中国政府の補助金による産業保護を問題視している。 

2020 年 10 月 26 日から 29 日まで北京で中国共産党第 19 期第五回全体会議が開催された。この

全体会議の中で、2021 年以降を対象とする「第 14 次 5 ヵ年計画」と「2035 年ビジョンの設定に

関する建議」が審議通過した。 

「2035 年ビジョン」の草案では、2035 年までに達成したい基本的な社会主義現代化の将来目標

を設定している。2035 年までに国内総生産（GDP）と一人あたりの収入を 2 倍（中等先進国レベ

ルに達しにすることは可能であるとしている。 
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「第 14 次 5 ヵ年計画」では「社会主義の現代化の基礎的実現」に向けて邁進する重要な時期と

位置付けられている。以下は「第 14 次 5 ヵ年計画」で記載された中国の重点発展分野の中で、特

に進出する日系企業に影響のありそうな項目を編集し提示している。 

・テクノロジー・イノベーション：「イノベーションの新しい主体としての企業の地位を高め、

各種イノベーション要素の企業への集約化の促進」。人工知能（AI）、量子情報、集約回路

（IC）、ヘルスケア、脳科学、生物育成、航空宇宙関係、深地層、深海等の先端分野へのフォー

カス。北京、上海や広東・香港・マカオ（グレーターベイエリア：GBA）でのテクノロジー・

イノベーションセンターの設立支援。 

・製造業：バリューチェーンとサプライチェーンを近代的な産業システムの中核に位置付け

「デジタル化推進の加速」。戦略的な新興産業の発展、次世代技術情報、バイオ医療品市場

の発展、新エネルギー、新素材、新エネルギー車の構成比の大幅な上昇。 

・金融業：「デジタル通貨（CBCD）の研究開発の確実な推進」、株式発行の登録制度の全面実

施、上場廃止の正常化メカニズムの確立。中小規模銀行のリスク対応力の強化支援。 

・投資：インフラ、公共サービス施設工事、生態系、環境保護、公衆衛生、防災等の分野の弱

点の補強。新型インフラ、新型都市化、交通・水利等の大型工事の推進。 

・消費：「内需拡大戦略を断固実施し、完全な内需体系の育成を加速させる」、「国内の大きな

循環を通じて世界の資源要素を引き寄せる」サービス市場の発展。祝日、休日制度を改善

し有給休暇制度を徹底し、祝日、休日における消費の拡大。 

・不動産：住宅を投機の対象としてではなく、住むためのものと位置づけ、賃貸と分譲を同

時に推進。土地使用権払下金収入の分配の仕組みの改善。 

・環境保護：炭素排出を削減し、炭素排出量のピークを抑えるように支援、２０３０年まで

の 大炭素排出行動プランの策定（２０６０年までにカーボンニュートラルを達成）。中国

炭素市場の開始。 

・国家安全：国家安全保障戦略の策定（この分野は第 13 次 5 ヵ年計画にはない新規の項目）。 

 

2．産業構造 

中国の産業構造は 1965 年から 2015 年の 50 年間で大幅な変化を見せている（図表 3-4 参照）。

1960 年代後半の中国経済の産業構造を見ると、第 1 次産業、第 2 次産業、第 3 次産業ともに約 3
割のシェアを占めており、各産業間で大きな隔たりは見られなかった。しかし、1970 年代後半に

なると製造業を中心とした経済発展が始まったこともあり、第 2 次産業の割合が急激に伸び 4 割

から 5 割近くを占めるようになった一方で、第 1 次産業の占める割合が低下し 3 割を切る状態と

なった。第 2 次産業の伸びも続かず、2010 年代に入ってから第 3 次産業の台頭に伴いその割合が

急激に低下し 2016 年には 40％台となっている。 

第 3 次産業は 1970 年代後半には横ばいの状態であったが、1980 年代後半から急激に中国の産

業において占める割合が増加し現在に至るまで右肩上がりに増加している。しかし、一番急激な

変化を見せているのは第 1 次産業であり 1970 年に 4 割近くを占めていたが、2015 年には 1 割を

切る状態となっており、中国において大幅な産業構造の変化をもたらす原因の一つとなっている。 
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図表 3-4  第 1～3 次産業の構成比の推移 

 
（注） 製造業の構成比に関して 1965 年は 1966 年の値を便宜的に採用している。 
（出所）World Bank より作成 

 

この 10 年間で一番増加幅が大きかったのは第 3 次産業で、2006 年は 4 割を占めていたが 2016
年以降は 5 割以上を占めることとなった。中国国家統計局の資料によると、特に、小売や卸売業、

不動産業、金融業の GDP に占める割合の増加が著しい。 

 

3．貿易構造 

中国における輸出入の状況としては、一貫して輸出額が輸入額を上回る状況が続いている。2000
年ごろまでは、ほぼ貿易収支が均衡していたが、2001 年に WTO に加盟して数年経過した 2005 年

ごろから輸出額が輸入額を大幅に上回るようになり、現在に至るまで大幅な貿易黒字の状況が続

いている（図表 3-5 上段：参照）。 

なお、貿易収支のグラフによると（図表 3-5 下段：参照）、2005 年ごろから貿易黒字が増加し始

めたが、2008 年のリーマンショックでいったん貿易黒字が大幅に減少している。しかし、2012 年

からまた増加し始め 2015 年と 2016 年には大幅な貿易黒字を計上することとなった。 
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図表 3-5  輸出・輸入と貿易収支の推移（単位：10 億ドル）  

 

 

 
（出所）UNCTAD Stat より作成 

 

中国の 2018 年の輸出額は 2 兆 4,867 億ドルであり、セグメント別に見た主な輸出分野は「機械

類・輸送用機器」の構成比が 46.3％を占めている。輸出総額の推移を見ると、2009 年から 2014 年

までは増加傾向が続いた後、2015 年、2016 年と減少しているものの、再び 2017 年、2018 年は増

加傾向となっている。近年は「機械類・輸送用機器」の中でも電気機器の伸びが近年顕著である。 

中国の 2018 年の輸入額は 2 兆 1,357 億ドルであり、「機械類・輸送用機器」の構成比が も大

きく、輸入全体の 36.4％を占めている。輸入総額の推移を見ると、輸出同様に 2009 年から 2014
年までは増加傾向にあったもの、2015 年、2016 年と減少が続き、2017 年から再び増加に転じてい

る。特に近年は、「鉱物性燃料等」の増加が顕著である。 
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図表 3-6  主要輸出品目 

（出所）UNCTAD Stat より作成 
  

   (100 万ドル/暦年） 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

輸出総額 1,430,693 1,201,647 1,577,764 1,898,388 2,048,782 2,209,007 2,342,293 2,273,468 2,097,637 2,263,371 2,486,723

     (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

 食料品・動物 32,762 32,603 41,148 50,495 52,076 55,726 58,914 58,154 61,077 63,587 68,287

     (2.3%) (2.7%) (2.6%) (2.7%) (2.5%) (2.5%) (2.5%) (2.6%) (2.9%) (2.8%) (2.7%)

 飲料・たばこ 1,529 1,641 1,906 2,276 2,590 2,609 2,883 3,309 3,539 3,468 3,804

     (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.2%) (0.2%) (0.2%)

 食料に適さない原材料 11,319 8,156 11,603 14,976 14,340 14,563 15,826 13,917 13,100 14,467 16,597

     (0.8%) (0.7%) (0.7%) (0.8%) (0.7%) (0.7%) (0.7%) (0.6%) (0.6%) (0.6%) (0.7%)

 鉱物性燃料等 31,773 20,383 26,673 32,274 31,013 33,786 34,446 27,902 26,871 35,389 40,894

     (2.2%) (1.7%) (1.7%) (1.7%) (1.5%) (1.5%) (1.5%) (1.2%) (1.3%) (1.6%) (1.6%)

 動植物性油脂 595 339 391 570 584 630 678 692 614 873 733

     (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

 化学製品 79,313 62,008 87,519 114,723 113,522 119,566 134,482 129,526 121,846 141,230 159,492

    (5.5%) (5.2%) (5.5%) (6.0%) (5.5%) (5.4%) (5.7%) (5.7%) (5.8%) (6.2%) (6.4%)

 
素材製造品（皮革、紙、

鉄鋼等） 262,391 184,775 249,118 319,564 334,162 361,782 401,749 392,608 352,683 370,183 435,652

     (18.3%) (15.4%) (15.8%) (16.8%) (16.3%) (16.4%) (17.2%) (17.3%) (16.8%) (16.4%) (17.5%)

   織物用糸・繊維製

品 65,367 59,824 76,871 94,411 95,450 106,578 111,664 108,934 104,605 109,595 123,946

   非金属鉱物製品 24,259 21,856 28,808 36,449 42,046 47,213 49,812 53,061 43,244 42,906 49,002

   鉄鋼 70,951 23,660 39,565 55,462 53,833 54,689 72,260 63,829 55,321 55,756 69,308

   金属製品 54,517 42,301 53,145 66,217 73,129 78,334 85,885 89,131 78,060 85,832 101,620

 機械類・輸送用機器 674,065 591,128 781,074 902,599 965,288 1,039,527 1,071,813 1,060,769 985,554 1,085,569 1,152,147

    (47.1%) (49.2%) (49.5%) (47.5%) (47.1%) (47.1%) (45.8%) (46.7%) (47.0%) (48.0%) (46.3%)

  その他産業機械・

部品 61,137 50,410 64,424 79,847 86,483 93,953 102,102 101,087 100,049 107,689 118,789

  事務用機器・コン

ピュータ 176,839 157,321 205,991 218,460 227,988 223,798 225,665 192,966 174,090 260,856 220,890

  通信・音響機器 161,948 148,799 180,426 208,735 229,468 252,817 276,276 292,588 277,574 237,856 270,266

  電気機器 153,399 134,673 190,004 218,683 241,104 293,403 280,223 288,353 264,454 287,296 343,083

 雑製品 335,236 298,986 376,863 458,568 533,788 579,090 619,234 584,210 526,553 542,845 607,872

     (23.4%) (24.9%) (23.9%) (24.2%) (26.1%) (26.2%) (26.4%) (25.7%) (25.1%) (24.0%) (24.4%)

   家具・部品 31,836 30,029 38,921 44,770 56,187 59,488 59,933 60,633 55,516 58,336 63,819

   衣類・同附属品 120,405 107,264 129,820 153,774 159,614 177,435 186,613 174,573 158,180 157,464 177,491

   業務用機器・医療

用機器 35,525 31,438 42,155 48,690 58,677 59,828 58,840 58,351 53,224 55,430 63,653

   その他の雑製品 81,535 70,182 86,894 114,805 146,131 155,549 174,439 146,913 134,222 144,000 161,232

 その他  1,710 1,629 1,468 2,343 1,417 1,729 2,267 2,381 5,801 5,759 1,231

     (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.3%) (0.3%) (0.0%)
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図表 3-7  主要輸入品目 

  (100 万ドル/暦年） 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

輸入総額 1,132,562 1,005,555 1,396,002 1,743,395 1,818,199 1,949,992 1,959,235 1,679,564 1,587,921 1,843,793 2,135,748

    (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

 食料品・動物 14,051 14,824 21,570 28,771 35,262 41,701 46,827 50,501 49,156 54,417 69,554

    (1.2%) (1.5%) (1.5%) (1.7%) (1.9%) (2.1%) (2.4%) (3.0%) (3.1%) (3.0%) (3.3%)

 飲料・たばこ 1,920 1,954 2,428 3,685 4,403 4,510 5,222 5,774 6,096 7,028 7,948

    (0.2%) (0.2%) (0.2%) (0.2%) (0.2%) (0.2%) (0.3%) (0.3%) (0.4%) (0.4%) (0.4%)

 食料に適さない原材料 166,695 140,822 211,975 284,915 269,564 286,371 269,642 209,710 202,544 259,104 313,427

    (14.7%) (14.0%) (15.2%) (16.3%) (14.8%) (14.7%) (13.8%) (12.5%) (12.8%) (14.1%) (14.7%)

  採油用の種・果実 22,878 20,683 26,541 31,371 37,743 41,438 44,516 38,363 37,048 43,048 51,550

  金属鉱・金属くず 99,976 85,903 131,862 177,739 158,702 171,493 153,663 108,790 105,460 142,130 176,383

 鉱物性燃料等 169,242 123,963 188,958 275,728 313,019 315,160 316,756 198,589 176,526 249,617 361,493

    (14.9%) (12.3%) (13.5%) (15.8%) (17.2%) (16.2%) (16.2%) (11.8%) (11.1%) (13.5%) (16.9%)

  石油・同製品 162,374 109,351 164,100 238,056 263,741 260,948 263,973 161,215 139,018 193,586 290,984

  天然ガス・製造ガス 2,902 3,370 6,367 13,438 20,199 24,727 30,165 24,895 23,002 33,008 43,203

 動植物性油脂 10,673 7,787 9,017 11,629 13,243 10,997 9,292 8,032 7,352 8,965 8,718

    (0.9%) (0.8%) (0.6%) (0.7%) (0.7%) (0.6%) (0.5%) (0.5%) (0.5%) (0.5%) (0.4%)

 化学製品 118,997 111,973 149,417 180,542 178,567 189,635 192,439 170,699 163,474 192,445 221,388

    (10.5%) (11.1%) (10.7%) (10.4%) (9.8%) (9.7%) (9.8%) (10.2%) (10.3%) (10.4%) (10.4%)

  有機化合物 39,035 35,881 47,902 62,927 60,694 65,544 59,891 47,758 43,864 55,447 68,735

  医薬品 5,530 6,699 8,030 11,295 13,869 16,196 19,067 20,315 22,052 26,237 27,673

  プラスチック 
（成型前） 38,375 38,341 48,668 53,317 52,595 55,145 57,605 49,175 45,061 51,765 57,446

  その他の化学製品 11,786 11,273 15,595 19,140 19,368 20,392 21,753 19,339 19,291 21,047 23,425

 
素材製造品 
（皮革、紙、鉄鋼等） 107,165 107,732 131,256 150,315 146,246 148,365 173,113 134,361 123,232 138,363 169,192

    (9.5%) (10.7%) (9.4%) (8.6%) (8.0%) (7.6%) (8.8%) (8.0%) (7.8%) (7.5%) (7.9%)

 機械類・輸送用機器 441,953 408,259 549,686 630,917 653,429 710,698 724,833 683,235 658,488 736,861 777,114

    (39.0%) (40.6%) (39.4%) (36.2%) (35.9%) (36.4%) (37.0%) (40.7%) (41.5%) (40.0%) (36.4%)

  電気機器 216,811 199,043 262,544 287,574 308,311 357,309 346,952 349,251 339,762 381,406 434,078

  自動車・バイク等 26,821 28,224 49,269 65,180 70,411 73,989 89,380 69,496 71,380 79,100 88,213

 雑製品 97,458 84,935 113,259 127,381 135,693 137,819 138,347 132,543 124,154 130,913 136,847

    (8.6%) (8.4%) (8.1%) (7.3%) (7.5%) (7.1%) (7.1%) (7.9%) (7.8%) (7.1%) (6.4%)

 その他 4,409 3,306 18,435 49,513 68,772 104,736 82,764 86,120 76,898 66,079 70,067

    (0.4%) (0.3%) (1.3%) (2.8%) (3.8%) (5.4%) (4.2%) (5.1%) (4.8%) (3.6%) (3.3%)

（出所）UNCTAD Stat より作成 
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図表 3-8  輸出品目と輸入品目の構成（2018 年） 

【輸出】                【輸入】 

  

（出所）UNCTAD Stat より作成 

 

2008 年から 2018 年にかけた 10 年間の国別シェアを見ると、輸出では、2008 年当時より一貫し

て米国が 大の輸出先国となっているが（図表 3-11 参照）、一方で輸入においては、日本もしくは

韓国が 大の輸入元国となっていることが特徴としてあげられる（図表 3-12 参照）。また、2008
年時には 20.6％を占めていた EU28 への輸出は、2018 年には 16.4％まで減少しているのに対し、

ASEAN 諸国全体への輸出の構成比は 8％から 12.8％へと増加している。 

図表 3-9 は、2013 年と 2018 年との輸出の増減額を、中国の主要輸出国・地域毎に表している。

これによると、米国向け輸出が増加した主因は、「素材製造品（皮革、紙、鉄鋼等）が大きく貢献

している。一方で、同期間中の日本への輸出は 38 億ドル減少しており、中でも、衣類・同附属品

等を含む「雑製品」が 60 億ドル減少していることが大きな要因のひとつとなっていることが分か

る。 

図表 3-10 は、2013 年から 2018 年にかけて輸入額の変動が大きかった品目の変動額を、輸入

総額に占める比率が高かった国との間で比較したものである。日本からの輸入額が増加してい

る内訳としては、専門機械や電気機器をはじめとした「機械類・輸送用機器」が 238 億ドル増

加したことがあげられる。 
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図表 3-9  品目別輸出増加額（対主要輸出国・地域：2013→2018 年） 

  （分野、億ドル） 米国 香港 日本 韓国
ベト

ナム 
小計 全体

全体   1,075 -834 -38 174 349 726 2,777

素材製造品（皮革、紙、鉄鋼等） 157 -42 8 30 149 301 739 

  金属製品 68 2 9 6 14 99 233 

機械類・輸送用機器 469 -397 -4 69 129 267 1,126

  その他産業機械・部品 64 -3 -0 7 10 78 248 

  通信・音響機器 148 -88 -18 -60 -0 -18 174 

  電気機器 139 -235 24 101 58 86 497 

  自動車・バイク等 62 1 4 1 14 81 125 

雑製品   373 -409 -60 40 17 -38 288 

  衣類・同附属品 80 -33 -49 15 -18 -5 1 

  その他の雑製品 145 -292 -6 10 9 -133 57 
（注） 各国とも増加額が顕著だった項目のみを記載 
（出所）UNCTAD Stat より作成 

 

図表 3-10 品目別輸入増加額（対主要輸入国・地域：2013→2018 年） 

  （分野、億ドル） 韓国 日本 台湾 米国 ドイツ 小計 全体 

全体   351 317 349 145 200 1,361 1,858 

鉱物性燃料等 -4 1 -1 27 2 23 463 

化学製品 30 32 -26 36 61 134 318 

  無機化合物 14 3 3 2 5 27 46 

  香料用精油・洗剤 13 10 1 5 2 30 53 

機械類・輸送用機器 362 238 413 92 81 1,185 664 

  専門機械 20 46 6 18 0 90 111 

  
事務用機器・ 

コンピュータ 
41 18 19 -3 1 75 -64 

  通信・音響機器 -68 -1 -17 -1 0 -87 -415 

  電気機器 377 137 402 11 31 958 768 

雑製品 -33 19 -38 19 30 -3 -10 

  
業務用機器・ 

医療用機器 
-33 15 -38 11 22 -23 -61 

（注） 各国とも増加額が顕著だった項目のみを記載 
（出所）UNCTAD Stat より作成 
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図表 3-11 によると、中国の主な輸出相手国・地域（2018 年）は、①米国（構成比：19.2％）、②

香港（同 12.1％）、③日本（同 5.9％）、④韓国（同 4.4％）、⑤ベトナム（同 3.4％）となっている。 

図表 3-12 によると、中国の主な輸入相手国・地域（2018 年）は、①韓国（構成比：10.2％）、②

日本（同 9.1％）、③台湾（同 9.0％）、④米国（同 7.9％）、⑤ドイツ及びオーストラリア（同 5.3％）

となっている。 

貿易額の大きい国や地域との貿易収支の関係を見ると（図表 3-14 参照）、中国は、香港、米国に

対しては大きく輸出超過（貿易黒字）で、台湾、韓国、に対しては輸入超過（貿易赤字）であるこ

とが分かる。 
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図表 3-11 主要輸出相手国・地域 
（単位：100 万ドル/ 
暦年） 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

輸出  1,430,693 1,201,647 1,577,764 1,898,388 2,048,782 2,209,007 2,342,293 2,273,468 2,097,637 2,263,371 2,486,723

    100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 

先
進
国 

日本 116,132 97,911 121,044 148,269 151,627 150,133 149,391 135,616 129,268 137,259 146,299

    8.1% 8.1% 7.7% 7.8% 7.4% 6.8% 6.4% 6.0% 6.2% 6.1% 5.9%

 韓国 73,932 53,680 68,766 82,920 87,674 91,165 100,333 101,286 93,707 102,704 108,585

    5.2% 4.5% 4.4% 4.4% 4.3% 4.1% 4.3% 4.5% 4.5% 4.5% 4.4%

 台湾 25,877 20,505 29,675 35,109 36,777 40,634 46,277 44,893 40,228 43,983 55,274

    1.8% 1.7% 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 2.0% 2.0% 1.9% 1.9% 2.2%

 香港 190,729 166,217 218,301 267,984 323,445 384,498 363,077 330,463 287,252 279,211 301,120

    13.3% 13.8% 13.8% 14.1% 15.8% 17.4% 15.5% 14.5% 13.7% 12.3% 12.1%

 シンガポール 32,306 30,066 32,347 35,570 40,750 45,832 48,911 51,942 44,496 45,019 49,660

    2.3% 2.5% 2.1% 1.9% 2.0% 2.1% 2.1% 2.3% 2.1% 2.0% 2.0%

 米国 252,844 221,295 283,780 325,011 352,438 369,064 397,099 409,979 385,678 430,328 476,567

    17.7% 18.4% 18.0% 17.1% 17.2% 16.7% 17.0% 18.0% 18.4% 19.0% 19.2%

 ドイツ 59,209 49,920 68,047 76,400 69,213 67,343 72,703 69,155 65,214 71,134 77,485

    4.1% 4.2% 4.3% 4.0% 3.4% 3.0% 3.1% 3.0% 3.1% 3.1% 3.1%

 オランダ 45,919 36,682 49,704 59,500 58,899 60,315 64,929 59,453 57,447 67,132 72,660

    3.2% 3.1% 3.2% 3.1% 2.9% 2.7% 2.8% 2.6% 2.7% 3.0% 2.9%

 イギリス 36,073 31,277 38,767 44,122 46,297 50,942 57,141 59,567 55,664 56,714 56,800

    2.5% 2.6% 2.5% 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.6% 2.7% 2.5% 2.3%

 ロシア 33,076 17,514 29,612 38,903 44,057 49,591 53,677 34,757 37,340 42,831 47,661

    2.3% 1.5% 1.9% 2.0% 2.2% 2.2% 2.3% 1.5% 1.8% 1.9% 1.9%

 

途
上
国 

ベトナム 15,122 16,301 23,102 29,092 34,213 48,586 63,730 66,017 61,094 71,617 83,501

    1.1% 1.4% 1.5% 1.5% 1.7% 2.2% 2.7% 2.9% 2.9% 3.2% 3.4%

 インド 31,585 29,667 40,914 50,536 47,677 48,432 54,217 58,228 58,398 68,042 76,363

    2.2% 2.5% 2.6% 2.7% 2.3% 2.2% 2.3% 2.6% 2.8% 3.0% 3.1%

 その他 517,889 430,612 573,704 704,973 755,716 802,473 870,806 852,110 781,852 847,397 934,747

      36.2% 35.8% 36.4% 37.1% 36.9% 36.3% 37.2% 37.5% 37.3% 37.4% 37.6%

               

【参考】            

 ASEAN 114,317 106,297 138,160 170,076 204,274 244,040 272,046 277,291 256,001 279,502 319,026

     8.0% 8.8% 8.8% 9.0% 10.0% 11.0% 11.6% 12.2% 12.2% 12.3% 12.8%

 EU28 295,102 237,560 312,773 357,766 335,569 339,191 371,121 356,122 339,323 372,333 408,411

      20.6% 19.8% 19.8% 18.8% 16.4% 15.4% 15.8% 15.7% 16.2% 16.5% 16.4%

（出所）UNCTAD Stat より作成  
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図表 3-12 主要輸入相手国・地域 
（単位：100 万ドル/ 
暦年） 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

輸入  1,132,562 1,005,555 1,396,002 1,743,395 1,818,199 1,949,992 1,959,235 1,679,564 1,587,921 1,843,793 2,135,748

 
   100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 

先
進
国 

日本 150,600 130,938 176,736 194,568 177,832 162,246 162,921 142,903 145,671 165,794 193,936

     13.3% 13.0% 12.7% 11.2% 9.8% 8.3% 8.3% 8.5% 9.2% 9.0% 9.1%

 韓国 112,138 102,552 138,339 162,717 168,728 183,073 190,109 174,506 158,975 177,553 218,132

     9.9% 10.2% 9.9% 9.3% 9.3% 9.4% 9.7% 10.4% 10.0% 9.6% 10.2%

 台湾 103,338 85,723 115,734 124,911 132,199 156,405 152,007 143,204 138,847 155,961 191,262

     9.1% 8.5% 8.3% 7.2% 7.3% 8.0% 7.8% 8.5% 8.7% 8.5% 9.0%

 米国   81,586 77,755 102,734 123,124 133,766 153,395 160,065 148,693 135,120 154,442 167,911

     7.2% 7.7% 7.4% 7.1% 7.4% 7.9% 8.2% 8.9% 8.5% 8.4% 7.9%

 
オーストラ

リア 
37,435 39,439 61,105 82,667 84,568 98,954 97,631 73,510 70,895 95,009 112,981

     3.3% 3.9% 4.4% 4.7% 4.7% 5.1% 5.0% 4.4% 4.5% 5.2% 5.3%

 ドイツ 55,790 55,764 74,251 92,726 91,933 94,157 105,013 87,623 86,109 96,940 114,134

     4.9% 5.5% 5.3% 5.3% 5.1% 4.8% 5.4% 5.2% 5.4% 5.3% 5.3%

 ロシア 23,833 21,283 25,914 40,363 44,138 39,668 41,594 33,259 32,260 41,390 62,948

     2.1% 2.1% 1.9% 2.3% 2.4% 2.0% 2.1% 2.0% 2.0% 2.2% 2.9%

 

途
上
国 

タイ 25,657 24,897 33,193 39,040 38,551 38,523 38,332 37,169 38,532 41,596 48,348

     2.3% 2.5% 2.4% 2.2% 2.1% 2.0% 2.0% 2.2% 2.4% 2.3% 2.3%

 ベトナム 4,336 4,747 6,984 11,117 16,229 16,892 19,906 29,832 37,172 50,375 68,938

     0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.9% 0.9% 1.0% 1.8% 2.3% 2.7% 3.2%

 マレーシア 32,101 32,331 50,430 62,137 58,305 60,153 55,652 53,277 49,270 54,426 68,227

     2.8% 3.2% 3.6% 3.6% 3.2% 3.1% 2.8% 3.2% 3.1% 3.0% 3.2%

 ブラジル 29,863 28,281 38,099 52,387 52,281 54,299 51,653 44,089 45,855 58,857 82,598

     2.6% 2.8% 2.7% 3.0% 2.9% 2.8% 2.6% 2.6% 2.9% 3.2% 3.9%

 
サウジアラ

ビア 
31,023 23,620 32,829 49,468 54,861 53,451 48,508 30,021 23,626 31,762 49,368

     2.7% 2.3% 2.4% 2.8% 3.0% 2.7% 2.5% 1.8% 1.5% 1.7% 2.3%

 その他 444,862 378,227 539,652 708,172 764,806 838,778 835,845 681,478 625,589 719,687 756,967

       39.3% 37.6% 38.7% 40.6% 42.1% 43.0% 42.7% 40.6% 39.4% 39.0% 35.4%

               

【参考】            

 ASEAN 117,003 106,714 154,678 193,021 195,868 199,559 208,240 194,475 196,307 235,951 289,440

 
  

  10.3% 10.6% 11.1% 11.1% 10.8% 10.2% 10.6% 11.6% 12.4% 12.8% 13.6%

 EU28 132,713 127,843 168,420 211,241 212,146 219,947 244,176 208,776 208,143 244,979 293,970

       11.7% 12.7% 12.1% 12.1% 11.7% 11.3% 12.5% 12.4% 13.1% 13.3% 13.8%

（出所）UNCTAD Stat より作成 
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図表 3-13 輸出相手国・地域と輸入相手国・地域の構成（2018 年） 

【輸出】                【輸入】 

  

（出所）UNCTAD Stat より作成 
 
 
図表 3-14 国別の貿易収支の推移 

（単位：100 万ドル/
暦年） 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

貿易収支 298,131 196,092 181,762 154,994 230,583 259,015 383,058 593,904 509,716 419,578 350,975

 

先
進
国 

日本 -34,468 -33,027 -55,692 -46,299 -26,206 -12,113 -13,529 -7,286 -16,402 -28,535 -47,637

 韓国 -38,206 -48,872 -69,573 -79,797 -81,055 -91,908 -89,775 -73,220 -65,267 -74,849 -109,547

 台湾 -77,461 -65,218 -86,059 -89,802 -95,422 -115,771 -105,730 -98,311 -98,620 -111,978 -135,988

 香港 177,813 157,505 206,041 252,491 305,550 368,291 350,456 317,717 270,551 271,893 291,950

 
シンガポー

ル 
12,135 12,270 7,618 7,430 12,221 15,767 18,082 24,362 18,482 10,770 13,539

 
オーストラ

リア 
-15,188 -18,793 -33,885 -48,757 -46,833 -61,400 -58,485 -33,203 -33,613 -53,571 -65,743

 米国 171,258 143,540 181,046 201,887 218,672 215,669 237,035 261,286 250,558 275,886 308,656

 ドイツ 3,419 -5,845 -6,204 -16,326 -22,720 -26,814 -32,310 -18,469 -20,895 -25,806 -36,649

 オランダ 40,619 31,560 43,225 50,839 50,195 50,490 55,588 50,676 47,637 55,860 59,440

 イギリス 26,531 23,400 27,462 29,565 29,495 31,863 33,414 40,633 36,983 34,385 31,161

 ロシア 9,243 -3,769 3,698 -1,460 -82 9,923 12,083 1,498 5,079 1,440 -15,286

 

途
上
国 

タイ -10,020 -11,590 -13,452 -13,345 -7,354 -5,805 -4,043 1,122 -1,350 -3,054 -5,635

 マレーシア -10,646 -12,699 -26,628 -34,251 -21,779 -14,223 -9,299 -9,297 -11,609 -12,714 -22,479

 ベトナム 10,786 11,554 16,117 17,975 17,983 31,694 43,824 36,185 23,922 21,243 14,563

 インド 11,326 15,952 20,068 27,164 28,880 31,462 37,859 44,859 46,634 51,697 56,109

 ブラジル -11,056 -14,162 -13,639 -20,550 -18,867 -18,404 -16,763 -16,677 -23,879 -29,907 -49,095

 
サウジアラ

ビア 
-20,199 -14,642 -22,463 -34,618 -36,408 -34,711 -27,933 -8,408 -4,975 -13,387 -31,766

 その他 52,245 28,927 4,081 -47,154 -75,686 -114,998 -47,417 80,436 86,480 50,205 95,381

【参考】            

 ASEAN -2,686 -417 -16,518 -22,945 8,406 44,481 63,805 82,816 59,694 43,552 29,585

 EU28 162,389 109,717 144,353 146,525 123,424 119,243 126,945 147,346 131,179 127,354 114,442

（出所）UNCTAD Stat より作成 
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4．アジアの中の中国 

2018 年時点において中国は世界で も人口の多い国であり、名目 GDP も米国に次いで世界 2
位を誇る大国である（図表 3-15 参照）。アジアにおいては名目 GDP が も大きく、日本の 2 倍以

上の経済規模となっている。 

 

図表 3-15 日中韓・ASEAN との比較表（2018 年） 

  
人口 

万人 

面積 

1,000 ㎢ 

名目 GDP 

億ドル 

1 人あたり GDP 

ドル 

日本 12,619 (3) 378 (5) 51,545 (2) 40,847 (2) 

中国 140,017 (1) 9,597 (1) 141,402 (1) 10,099 (6) 

韓国 5,184 (8) 100 (11) 16,295 (3) 31,430 (3) 

インドネシア 26,700 (2) 1,911 (2) 11,117 (4) 4,164 (8) 

フィリピン 10,831 (4) 300 (8) 3,568 (8) 3,294 (9) 

ベトナム 9,549 (5) 331 (6) 2,616 (9) 2,740 (10) 

タイ 6,791 (6) 513 (4) 5,292 (5) 7,792 (7) 

ミャンマー 5,302 (7) 677 (3) 660 (10) 1,245 (13) 

マレーシア 3,280 (9) 330 (7) 3,653 (6) 11,137 (5) 

カンボジア 1,649 (10) 181 (10) 267 (11) 1,621 (12) 

ラオス 716 (11) 237 (9) 191 (12) 2,670 (11) 

シンガポール 567 (12) 0.7 (13) 3,628 (7) 63,987 (1) 

ブルネイ 45 (13) 6 (12) 125 (13) 27,871 (4) 

【参考】               

インド 135,177   3,287  29,356  2,172   

米国 32,927   9,834  214,395  65,112   

（注） 括弧内はランキング 
（出所）IMF, “World Economic Outlook (2019/10)”より作成 

 

中国のアジア諸国内での貿易額は増加傾向にある。2018 年の日本と韓国及び ASEAN10 向けの

輸出総額は 5,769 億ドルと、2008 年の 3,043 億ドルの 1.8 倍となった（図表 3-16 参照）。 

特に ASEAN10 向けの増加が著しく、2018 年の輸出総額は 3,206 億ドルと、2008 年の 1,143 億

ドルの 2.8 倍となった（図表 3-16 参照）。 

 



 
第 3 章 経済概況 

27 

図表 3-16 日中韓・ASEAN 間の貿易額の変化（2008 年→2018 年） 

（単位：100 万ドル） 輸出元国  

   

輸出先国 年 日本 中国 韓国 ASEAN10 
日中韓＋
ASEAN10

日本 08 116,132 28,252 104,847 249,231

18 147,235 30,527 112,197 289,959

Diff 31,103 2,275 7,350 40,727
中国 08 124,901 91,389 88,777 305,066

18 144,053 162,125 199,927 506,105

Diff 19,153 70,736 111,150 201,039
韓国 08 59,493 73,932 39,425 172,849

18 52,482 109,029 58,740 220,251

Diff -7,010 35,097 19,315 47,402
ASEAN10 08 103,455 114,317 49,283  267,055

18 114,476 320,658 100,085  535,219

Diff 11,021 206,341 50,802  268,164
日 中 韓 ＋
ASEAN10 

08 287,848 304,381 168,924 233,048 994,202

18 311,012 576,922 292,737 370,864 1,551,534

Diff 23,163 272,541 123,812 137,816 557,332
（出所）UNCTAD Stat より作成 

 

図表 3-17 は、ジェトロの投資コスト比較調査（2018 年 5 月時点掲載）を基に、製造業、非製造

業別に月間基本給や残業代や賞与等の実質月額給与等を表している。 

賃金単価は総じて 1 人あたり GDP で表される所得水準と比例するが、中国の賃金単価は 1 人あ

たり GDP では 9,919 ドルで、約 4.8 倍の水準にある日本 39,150 ドルと比較すると、3.9 倍の差が

生じている。 
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図表 3-17 日中韓主要都市の賃金コスト等の比較 
国名 都市名 製造業（月額） 非製造業（月額） 

1 人あたり GDP    人口 ワーカー エンジニア 中間管理職 スタッフ マネージャー

中国 
9,919 ドル 

  

大連 480 825 1,193 843 1,770 
595 万人     

北京 768 1,245 2,115 1,254 2,649 
2,154 万人      

武漢 431 776 1,422 989 2,063 
754 万人      

深圳 518 1,320 1,596 1,010 2,144 
1,035 万人      

瀋陽 442 798 1,218 788 4,012 
571 万人      

上海 560 996 2,205 1,142 2,273 
2,021 万人      

青島 674 1,070 1,904 1,176 2,540 
920 万人      

重慶 533 879 1,297 989 2,230 
3124 万人      

成都 580 848 1,501 771 1,808 
770 万人      

広州 536 960 1,748 971 2,131 
1,531 万人      

日本 
39,150 ドル 

  

東京 2,763 3,760 5,030 2,774 5,306 

1396 万人  

韓国 
33,422 ドル 

ソウル 1,980 2,506 3,667 2,376 3,657 
992 万人      

（出所）IMF、ジェトロ、City Population、在中国（瀋陽、青島、広州）日本総領事館より作成 
 

中国においては、製造業においては、北京や上海で「管理職」の賃金が 2,000 米ドル（月額）を

超えている。非製造業では、北京や上海においては「スタッフ」の賃金で 1,000 ドル（月額）を上

回っている。 
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 直接投資受入動向 

 

1．外国直接投資受入動向 

図表 4-1  外国直接投資額の推移 

 

（出所）国家統計局編 中国統計摘要-2020（表 11-15）「2019 外商直接投資実際使用金額」より作成 

 

図表 4-1 によると、2008 年から 2009 年にかけてはリーマンショックの影響を受け、中国の外国

直接投資受入額は減少しているが、2010 年から回復傾向を示しつつも再び 2012 年の欧州危機の

景気後退の波を受けて減少することとなった。その後で少しずつ増加し続けているものの、2016
年は微減となっている。 

こうした動向により 2017 年以降に中国政府はいくつかの外国投資促進政策を公布する動きに

つながり、その結果、2019 年にかけて投資は回復傾向にある。例えば「製造業」の外国直接投資

金額は、2017 年までの 330 億米ドル台から、2018 年にかけて初めて 411 億米ドルを記録してい

る。「情報伝達、コンピューターサービス、ソフトウェア業」の分野は直接投資が増加傾向にある

（図表 4-3 参照）。 
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2．国別受入動向 

中国への外国投資額の 2019 年度の国別受入動向を見ると（図表 4-2 参照）、香港が第 1 位であ

り、全体の 7 割近く占めており、香港は依然として中国にとって重要な外国投資受入地域となっ

ている。第 2 位はシンガポール、第 3 位は韓国、第 4 位は英領バージン諸島（税務上の優遇措置

適用上の経由と考えられる）となっており、日本については、第 5 位となっている。 

 

図表 4-2  国別外国直接投資受入額 

 

 
（出所）国家統計局編 中国統計摘要-2020（表 11-4）「2019 年国別外商直接投資実際使用金額」より作成 
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3．業種別受入動向 

図表 4-3  業種別外国直接投資受入額の推移 
（単位：万米ドル）       

業種 2017 年 2018 年 2019 年 

農業、林業、牧畜業、漁業 107,492 80,131 56,183 

採掘業、鉱業 130,198 122,842 219,044 

製造業 3,350,619 4,117,421 3,537,022 

電力、ガス、水 352,132 442,390 352,398 

建築業 261,940 148,809 121,551 

交通運輸、郵政業 558,803 472,737 453,316 

情報伝達、コンピューターサービス 
及びソフトウェア業 

2,091,861 1,166,127 1,468,232 

卸売業、小売業 1,147,808 976,689 904,982 

ホテル及びレストラン業 41,918 90,107 97,180 

金融業 792,119 870,366 713,206 

不動産業 1,685,559 2,249,740 2,347,188 

賃貸及びビジネスサービス業 1,673,855 1,887,459 2,207,283 

科学研究、技術サービス、地質探査業 684,373 681,298 1,116,831 

水利、環境及び公共施設管理業 56,951 47,408 52,242 

住民サービス、その他サービス業 56,723 56,166 54,218 

教育サービス業 7,747 7,420 22,248 

衛生、社会保障及び社会福利業 30,516 30,178 27,186 

文化、体育及び娯楽業 69,846 52,290 62,986 

公共管理、社会組織 3,057 12 166 

計 13,103,513 13,496,589 13,813,462 

（出所）国家統計局編 「中国年鑑 2019」の表 11-16「業種別外商直接投資 2018」より作成 

 

図表 4-3 は、業種別外国投資受入動向について直近 3 年間の数値を表にしたものである。

「製造業」や「不動産業」については多少の増減はあるものの高水準で推移し、｢賃貸及びビ

ジネスサービス業｣については継続的な増加傾向にある。 
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図表 4-4  業種別外国直接投資受入額（2018 年） 

（出所）国家統計局編 「中国年鑑 2019」(表 11-16)「業種別外商直接投資 2018」より作成 

 

図表 4-4 は業種別外国直接投資受入について 2018 年の数値をグラフ化し業種別の状況を示した

ものである。製造業の外国直接投資金額が 2017 年までの 330 億米ドル台から、2018 年で初めて

411 億米ドルを記録している（2019 年度では 350 億米ドルに戻る）。製造業の外国投資金額全体に

占める割合は 2018 年では 30％となっている。 
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4．日本から中国への直接投資 

図表 4-5  日本から中国への直接投資額の推移 

 
（出所）国家統計局編 中国統計摘要-2020 「外商直接投資実際使用金額」より作成 

 

日本から中国への直接投資額の傾向を見ると、2012 年までは増加の傾向を見せていたが、2012
年に欧州危機や中国の債務超過問題が顕在化してきたことから次第に投資額の減少が見られるよ

うになっている。2016 年に底を打ち、緩やかな回復基調にある。 

なお、中国への直接投資実施国のランキングにおいては、日本は 2016 年の 7 位を底として、

2018 年は 5 位、2019 年は 3 位に回復してきている。 

 

5．中国と ASEAN 諸国 

中国と ASEAN 諸国との間では、2010 年 1 月に、中国 ASEAN 自由貿易協定（ASEAN-China Free 
Trade Area、ACFTA）が締結されている。ACFTA とは、中国と ASEAN10 カ国（タイ、インドネシ

ア、ブルネイ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベト

ナム）の間で締結されている多国間の自由貿易協定を指す。ACFTA のカバーする経済圏・貿易圏

は中国と ASEAN 全域という規模の大きいものとなっており、多くの企業が生産拠点を構える中

国と東南アジアの間での物品のやり取りにも頻繁に活用される協定となっている。 

実際、この協定により約 9 割の品目の関税が撤廃されることとなっただけでなく、域内人口 16
億人、経済規模（名目 GDP）約 6 兆ドルの市場が創設されることとなり、両地域・国間の経済的

な結びつきが一層強化された。 

ACFTA 協定の構成は貿易の柱となっている「物品貿易」と「サービス貿易」「投資」の三本立て

となっており、一般的な自由貿易協定の内容を網羅的に備えている。経済連携協力ほどの踏み込

んだ内容にはなっていないが、貿易を通じて両地域・国に多大な経済的恩恵をもたらしている。
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この協定の特徴としては、枠組み協定（Framework Agreement）という形で合意できた部分から先

行して発効し、関税を低減していく形をとるという点があげられる。このための「早期実施を目

的とするプログラム」も協定内に盛り込まれている。 

ACFTA は中国－ASEAN 間で取引を行う際に、関税を減免させるために利用されるが、金額が

大きい場合、輸送費よりも関税額が高くなることもあるため、コストを下げるためには、企業に

とって利用価値が高い協定となる。特に、中国、ASEAN は日系企業にとっても生産拠点が集約さ

れているエリアでもあるため、注目度も高くなっている。ACFTA においては、ASEAN の加盟国

それぞれが中国に対して各物品の関税の低減スケジュールも取り決めている。 

ASEAN の中でも先進的な国である ASEAN6（タイ、インドネシア、ブルネイ、マレーシア、

フィリピン、シンガポール）と中国の間では、2010 年の時点で既にノーマルトラックに括られた

品目の関税は撤廃されている。なお、ACFTA の特恵関税を受けられるかどうかは以下の 2 点のい

ずれかを満たす必要がある。 

① 貿易対象となる物品が中国－ASEAN 加盟国の双方でノーマルトラックに指定されている。 

② 双方で対象物品が関税を一定までしか低減しないセンシティブトラックに該当するが、関

税率が 10％以下で輸入国の関税率よりも低い。 

なお、ACFTA は多国間協定になっているため、ASEAN 加盟国ごとにどのような品目について

関税をなくしていくのか、あるいは守っていくのかが異なるという点に留意して手続を行う必要

がある。 

 

「海外サプライチェーン多元化等支援事業」とは、令和 2 年の第 1 次補正予算において措置さ

れた経済産業省から AMEICC（日 ASEAN 経済協力委員会）への拠出金に基づき、新型コロナウ

イルス感染症の拡大に伴い、日本のサプライチェーンの脆弱性が顕在化したことから、特にアジ

ア地域における生産の多元化等によってサプライチェーンを強靭化することを目的とした事業で

ある。 

第 1 次公募は ASEAN 等の海外の事業実施法人による製造設備を新設・増設する際の設備投資

事業について企業の企業規模に応じて補助金を交付するものである（設備導入補助型）。審査の結

果 30 件の事業が採択されている。第 2 次公募（実証事業、事業実施可能性調査）の募集は 2020
年 10 月 2 日で、公募採択発表は 2020 年 11 月となっており、申請 64 件中、採択は 21 件となって

いる。第 3 次公募（設備導入補助型）では申請 155 件、採択 30 件となっている。 

2020 年 2 月に日本貿易振興機構（ジェトロ）が発行した「2019 年度日本企業の海外展開に関す

るアンケート調査―JETRO 海外ビジネス調査」によると、保護主義的な動きに対応して、サプラ

イチェーンの再編を検討する企業が出てきている。生産地・調達先・販売先の移管元として中国

が多く、生産地・調達先・販売先の移管先としては、ベトナムやタイ等が上位にあげられている。 

 

6．一帯一路政策 

近年中国は、新たな経済圏の構想の一つとして「一帯一路政策」を掲げている。 
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当該政策は、2013 年に習近平国家主席が提唱し、2014 年 11 月に中国で開催された「アジア太

平洋経済協力首脳会議（APEC）」にて広く世界に広まることとなった。 

一帯一路政策における経済圏は、中国西部-中央アジア-欧州を結ぶ「シルクロード経済帯」（一

帯）と、中国沿岸部-東南アジア-インド-アフリカ-中東-欧州と連なる「21 世紀海上シルクロード」

（一路）からなっており、新たな経済圏の確立や関係各国間の相互理解の増進等が期待されてい

る。 

一帯一路という構想自体は「現代版シルクロード構想」とも呼ばれており、これらの地域に存

在する約 70 カ国の道路、港湾、発電、鉄道、水道、空港等に様々なインフラ投資を行うことで経

済発展を促すことを目的としている。つまり、一帯一路政策は、インフラ投資に関連した企業に

ビジネスチャンスを与えるだけでなく、インフラ投資の結果、これらの地域の経済圏が発展して

いくことで、そこで消費される製品やサービスを提供する企業にもビジネスチャンスをもたらす

ことになるため、多くの日系企業にとっても重大な影響を与えることが予測される。 

2018 年 5 月 9 日の日本の外務省のホームページには、主に一帯一路政策を想定する「日中民間

経済協力に関する覚書」が記載されている。これは日本の外務省及び経済産業省が中国の国家発

展改革委員会及び商務部との間で締結したもので、第三国における日中民間経済協力に関する覚

書である。日本と中国は第三国における日中民間経済協力について、以下の 5 つの共通認識に達

した。 

1：双方は、日中経済関係は相互補完性が強く、両国の企業はそれぞれの強みを有しており、民

間企業間のビジネスを促進し、第三国でも日中のビジネスを展開していくことが、両国の経

済分野での協力の拡大、更には対象国の発展にとっても有益であるとの認識で一致した。 

2：双方は、第三国における日中の民間経済協力について、日中ハイレベル経済対話の枠組みの

下に、「日中民間ビジネスの第三国展開推進に関する委員会」を設け、省庁横断で民間部門も

交えながら議論していくことで一致した。 

3：双方は、第三国における民間経済協力案件を念頭に、日中の民間企業間の交流を一層推進す

るため、幅広い企業の経営者や関係閣僚等の出席する「日中第三国市場協力フォーラム」を

設立・運営することで一致した。 

4：双方は、これらの枠組みの下で、両国企業による第三国協力の可能性がある市場及び産業分

野について逐次検討し、協力可能な具体的プロジェクトの組成に向けて議論していくことで

一致した。 

5：本覚書に基づく協力は、署名の日から開始される。本覚書の内容は、双方の同意を経て変更

することができる。 

今後、「日中民間ビジネスの第三国展開推進に関する委員会」や「日中第三国市場協力フォーラ

ム」を通じてより明確になってくると思われるため動向を注視する必要がある。 

中国国家発展委員会、外交部、商務部が 2015 年 3 月に公表した「シルクロード経済ベルトと 21
世紀海上シルクロードの共同建設推進におけるビジョンと行動」等を白地図上にプロットした「シ

ルクロード経済ベルト（一帯）」と「21 世紀海上シルクロード（一路）」は下図の通りである。 
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アジアインフラ投資銀行（AIIB）は、中国が主導し、関係国が「一帯一路」のインフラ整備に

向けて、資金を調達できるようにと設立された銀行である。AIIB の加盟国地域は 100 を超える。

中国とラオスを結ぶ高速鉄道の建設や「中国・パキスタンの経済回廊」（CPEC）の様な大規模な

インフラ整備事業も進んでいる。中国と連携することで自国経済の発展に寄与するとの期待もあ

る一方で、中国から資金援助（投融資）を受けたことで、経済の対中依存度が高まり、外交面で

中国から圧力を受けるのではないかとの懸念する声もある。 

 

図表 4-6  「一帯一路」構想図 

 
（出所）中国商務部から公表されている資料等より作成 
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 日本との経済関係、自由貿易協定（FTA）の締結状況 

 

1．日本と中国間の貿易 

日中間の貿易の 近約 10 年間の動向は、以下のグラフの通りである（図表 5-1 参照）。中国の

対日輸入額については、2009 年にリーマンショックによる景気後退の影響でいったん減少したが

その後 2011 年をピークに回復傾向を見せ、2012 年から再び減少し、2016 年から増加傾向を見せ

るようになった。一方、中国の対日輸出額については、同じく 2009 年に減少を見せるが、対日輸

入ほど増加はせず、2011 年から 2014 年は横ばいの傾向を見せている。その後 2015 年から 2016 年

にかけて減少傾向を見せるが、2017 年から増加に転じている。 

 

図表 5-1  中国の対日貿易の推移 

 

 
（出所）UNCTAD Stat より作成 

 

2018 年の日中貿易総額は、前年比 12.2％増となっており大幅に増加している。特に 2018 年に

おける対日輸入額は 19 兆 3,936 億円となっており、前年比 16.9％増となっている。 

また、次のグラフの通り（図表 5-2 参照）、日本の輸出全体に占める中国向け比率は、2012 年に

は尖閣諸島の問題等が発生し一時的に減少はしたものの、過去 20 年間で見れば増加傾向にあると

言える。中国は日本の輸入相手国・地域としても重要であり、全体の輸出額の約 20％、全体の輸

入額の約 25％を占めている。このように中国は日本にとって、非常に重要な貿易相手国・地域と

なっており、今後も依然として重要であり続けると考えられる。 
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図表 5-2  日本の貿易のうち中国が占める輸出入割合 

 
（出所）UNCTAD Stat より作成 

 

2．中国における日系企業 

中国は他国と比較して、圧倒的に進出している日系企業が多く、継続して進出日系企業数では

第 1 位の国となっている。2014 年から 2018 年においては、大体 3 万 2 千から 3 千社程度で推移

している。 

 

図表 5-3  中国への進出日系企業数 
 

 
（出所）外務省統計 「海外在留邦人数調査統計」より作成 
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3．日中経済協定 

日本と中国を含む経済協定としては、1989 年に発効した日中投資協定が既に存在するが 近の

重要な経済協定としては、韓国も含む日中韓投資協定があげられる。日中韓は世界の成長センター

であるアジアにおいて中核となる存在であり、3 カ国がこれまで以上に積極的に協力を進めてい

くことが、東アジア、ひいては世界経済の発展のためにも必要不可欠となっている。実際、貿易

や投資を通じた日中韓の相互依存関係も高まっていることや、3 カ国とも自国の輸入に占める他

の 2 国の割合が 20％を超えていることもあり、互いにとって重要な貿易相手国となっている。日

中韓三国の経済連携は、東アジア経済統合の中核となっており、様々な取組みがなされている。 

日中韓投資協定は、日中韓三国間において初の経済面での法的枠組みを構築するもので、特に

中国市場において、日本企業が他国の企業と対等に活動できる投資環境を整備するものである。

日中韓投資協定は、2014 年 5 月に発効しており、投資の受け入れ国による紛争処理のルールや知

的財産権の保護規定等が盛り込まれている。この日中韓による経済分野で初の法的枠組みにより

3 カ国で進めている日中韓自由貿易協定（FTA）交渉に弾みがつくことが期待されている。 

なお、上記に加え、日中を含むさらに広域な経済協定としては、日本、中国、韓国、インド、

オーストラリア、ニュージーランドの 6 カ国が ASEAN と持つ 5 つの FTA を束ねる広域的な包括

的経済連携構想である RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership の略、アールセップ）

がある。 

RCEP は 2011 年 11 月に ASEAN が提唱し、16 カ国による議論を経て、2012 年 11 月の ASEAN
関連首脳会合において正式に交渉が開始された。それまでは、東アジア地域における経済連携に

ついては、東アジア（ASEAN+6）経済大臣会合及び ASEAN+3 経済大臣会合において議論されて

きたが、RCEP の議論が本格化したことを受けて、新たに ASEAN+FTA パートナーズ経済大臣会

合を立ち上げて、物品貿易、サービス貿易、投資の自由化に関する検討が行われている。RCEP が

実現すれば、日中を含む人口約 34 億人（世界の約半分）、GDP 約 20 兆ドル（世界全体の約 3 割）、

貿易総額約 10 兆ドル（世界全体の約 3 割）を占める広域経済圏が出現することとなる。 
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ひとくちメモ 4：日中友好平和条約締結 40 周年 

中国と日本の国交に関する重要な合意文書は 4つある。 

第 1 は 1972 年 9 月 29 日に時の内閣総理大臣田中角栄、外務大臣大平正芳と中国国務院総理周恩来、

外交部長姫鹏飛が北京で締結した「日本国と中華人民共和国政府の共同声明」である。これにより国交

正常化が図られた。 

第 2 は 1978 年 10 月 23 日に外務大臣園田直と中国外交部長黄華が締結した「日本国と中華人民共和

国との間の平和友好条約」である。これにより両国の条約レベルの平和友好が締結されたのである。 

第 3 は 1998 年 11 月 26 日に江沢民国家主席が来日し時の小渕恵三内閣総理大臣と発表した「平和と

発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言」である。この時の来日が初の中

国国家主席の公式訪問であった。 

第 4 は 2008 年 5 月 7 日に福田康夫内閣総理大臣と胡錦涛国家主席が東京で発表した「戦略的互恵関

係の包括的推進に関する日中共同声明」である。相互の国益を考慮したパートナーであり、戦後初めて

互いに脅威とならないことを正式文書に盛り込んだ意義は大きい。 

2014 年 11 月 7 日には時の内閣官房国家安全保障局長の谷内正太郎と中国国務委員の楊潔篪が日中の

4 つの合意文書があることを再度確認しており、今後も相互理解と相互信頼関係を深め、両国が将来的

に発展することが望まれる。 

 

 

4．自由貿易協定（FTA）の締結状況 

中国は各国と自由貿易協定を締結している。アセアン諸国とは ACFTA を香港とは CEPA を締

結している。日本とは 1974 年に締結した「日本国と中華人民共和国との間の貿易に関する協定」

がある。2020 年 11 月 15 日には日本等 15 カ国が東アジアの地域的な包括的経済連携（RCEP）協

定に署名している。 

 

中国 ASEAN 自由貿易協定（ASEAN China Free Trade Agreement: ACFTA）は 2002 年に締結され、

先行 6 カ国（ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ）、さらに

新規加盟国 4 カ国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）との間で締結されている。 

 

CEPA（Closer Economic Partnership Arrangement）は 2004 年に発効された香港と中国の自由貿易

協定であり、ゼロ関税と参入障壁の引き下げに関するものである。 

 

1974 年に締結・発効したもので、輸出入品に関する関税徴収に関して 恵国待遇を与えるもの

である。 



 
第 5 章 日本との経済関係、自由貿易協定（FTA）の締結状況 

41 

一時的に持ち込まれる商品見本、試験用・実験用の物品、展覧会や見本市に出品される物品、

加工や組立の際に取り付けられる物品や材料、輸出入される貨物の容器に関する関税に関しても

恵国待遇を与えるものである。 

 

日本や中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、アセアン諸国（インドネシア、カンボ

ジア、タイ、フィリピン、ミャンマー、ラオス、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、マレーシ

ア）の 15カ国は 2020年 11月 15日にオンライン形式で、東アジア地域包括的経済連携協定（RCEP）
（「アールセップ」Regional Comprehensive Economic Partnership の略）に署名した。 

各国は今後、協定の発効に向けた手続きに入る。今回参加を見送ったインドには門戸を開き、

いつでも加入できるように配慮している。RCEP は世界貿易の約 3 割をカバーし、輸出入にかか

る関税の 91％を 10 から 20 年かけて段階的に撤廃する。 

 

例えば日本から中国に輸出する工業製品の関税の撤廃率は約 86％にのぼる見込みである。関税

を即時撤廃する品目は鉄道車両の台車のように、もともと中国の輸入関税が 3％と低率で中国に

競争力のある品目も多い。電気自動車用リチウムイオン蓄電池の電極や素材に対する中国の関税

率は 6％であるが、これは中国企業の競争力等を勘案して 16 年目に撤廃となっている。 

RCEP 全体の GDP に占める中国の比率は 55.5％であり、日本の 19.6％をはるかにしのぐ存在感

がある。中国は環太平洋経済連携協定（TPP）には参加しておらず（2020 年 11 月 20 日に習近平

国家主席は TPP への参加を積極的に考えると表明）、RCEP に参加することにより、国際的なサプ

ライチェーン（供給網）を中国に依存させる率を高め、世界中の資源を引き付ける「引力場」と

なりたいとの狙いがあると見られる（2020 年 4 月 10 日の第 4 回中国共産党中央財経委員会での

習近平国家主席の講話より）。 
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 外資導入政策と管轄官庁 

 

1．管轄官庁 

中国において外資は、2020 年 1 月より施行されている「外商投資法」に準拠する必要がある。

この第 30 条（投資の許可）の規定を受けて、「外商投資法実施条例」第 35 条では、投資の許可は

関連する主管部門が内資と一致する条件及び手続に従い、外国投資者の許可審査をすることに

なっている。 

2016 年 10 月 1 日に公布された「外商投資企業設立変更備案管理暫定弁法」（商務部令 2016 年

第 3 号）により、毎年更新される「外商投資参入特別管理措置目録ネガティブリスト」（中国政府

により外資の参入制限がなされている分野をリストにしたもの）に載っていない事業については、

認可が不要となり備案（届出）制に変更された。従来は外資導入を管轄する機関は主に商務部と

なっていたが、外商投資法の施行後は外商投資の登記登録は、市場監督管理部門が届出受付と審

査を行っている。 

 

2．外資導入政策 

中国の外資導入については、1970 年代後半の改革開放政策に端を発しているが、以前は外資導

入により、外国の先進的な技術を導入するという側面がかなり見られたものの、中国の経済が急

速に発展し、世界第 2 位の経済大国になった現在においては、中国の外資誘致に対する取組みに

は、以前と違った傾向も見られる。 近の傾向としては以下のような点が特徴としてあげられる。 

中国が安定的成長の段階に入ったこともあり、2017 年ごろから外資導入を促進する動きが加速

化してきている。例えば、2017 年 1 月に、外資導入の促進を図ることを目的として、「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措置についての通達」（国発[2017]5 号、以下

「5 号通達」）が国務院より公布された。国務院が外資導入に関する指導意見を公布するのは 7 年

ぶりであるが、 近の傾向として外資導入を促進する政策が相次いで公布されているということ

があげられる。 

特に 2017 年においては、2 月に「中西部地区外商投資優勢産業指導目録」の改正、6 月に 2 年

ぶりに「外商投資産業指導目録」の改正を行っただけでなく、8 月に国務院が「外資増加を促進す

ることに関する若干の措置についての通達（国発[2017]39 号、以下「39 号通達」）を公布し、2017
年において 2 度目となる外資導入促進に関する指導意見を発表している。また、2017 年 11 月に

は、アメリカのトランプ大統領と習近平総書記の首脳会談を受けて、将来的に金融等において外

資に対する規制を緩和するという方針が示されることとなった。上記の 5 号通達は、①対外開放

のさらなる拡大、②公平な競争環境のさらなる整備、③外資導入業務のさらなる強化という大き

な 3 つの柱に基づき制定されているが、主な内容は以下の通りである。 

①対外開放のさらなる拡大 
高い水準での対外開放の推進、サービス業・製造業等における外資参入規制の緩和、外資が

フランチャイズ形式によりインフラ建設に参与することへの支援、海外高級人材による中国で

の企業支援等 
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②公平な競争環境のさらなる整備 
公平な競争を確保する外資政策の制定及び執行、政府各部門による内資外資企業の同一基準

での取り扱い、外商投資企業の知的財産権の保護の厳格化、外商投資企業の登録資本制度の改

革の推進等 

③外資導入業務のさらなる強化 
地方政府による法的権限内における外資優遇政策の制定の奨励、中西部地区や東北地区にお

ける外資による産業移転の奨励、外商投資プロジェクトにおける土地供給における支援、外商

投資企業の外債管理の改善、外商投資プロジェクト管理プロセス及び外商投資企業の設立・変

更管理プロセスの簡素化等 

 

39 号通達においては、①外資参入制限のさらなる削減、②財政・税務支援政策の策定、③国家

レベル開発区の総合的投資環境の整備、④人材出入国の利便化、⑤ビジネス環境の 適化が示さ

れている。主な内容は以下の通りである。 

 
①外資参入制限のさらなる削減 

外資参入に対する内国民待遇及びネガティブリストによる管理方式の全面的実施、市場参入

の対外開放範囲の拡大 

②財政・税務支援政策の策定 
国外投資者による中国での投資拡大継続の奨励、多国籍企業による中国での地域本部の設立

の奨励、外資の中西部地区及び東北旧工業地区への移転の促進等 

③国家レベル開発区の総合的投資環境の整備 
国家レベル開発区におけるプロジェクトの実現の支援、国家レベル開発区の資本導入の拡大

等 

④人材出入国の利便化 
外国人材誘致制度の整備、国際ハイエンド人材の積極的誘致 

⑤ビジネス環境の 適化 
外資導入に関する法律体系の速やかな改善、国外投資家の利益の自由な対外送金の保障、国

内企業 適化の再編に対する外資参入の奨励、外商投資企業の知的財産権保護の改善、研究開

発環境の国際競争力の向上、外資政策の安定性、一貫性の維持等 

 

上記の通り、近年中国における外資参入を促進する政策が相次いで発表されているが、この背

景としては、現在、中国経済は「新常態」と呼ばれる成熟した経済への移行期にあることもあり、

そのような時期に外資導入を促進することにより新たな中国経済の活路を見出したいという中国

政府の目論見があることが窺える。 
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 主要関連法規 

 

1．総論 

中国でビジネスを行うには、多くの法規に準拠しなければならない。第 2 章で述べたように、

中国の全国人民代表大会及びその常務委員会で決議され主席令名で公布される法律が も強制力

が強く、国務院及びその各部が公布する行政法規がその次に位置し、それを受けて省、直轄市、

県、市等の人民政府や同常務委員会から公布される地方性法規がある。法規にはそれを公布した

機関と連番が付されている。 

具体的には各章で取り上げるが、通常のビジネスに関わる法律について、あえて大まかに言え

ば、会社の設立と組織機構については「会社法」と「独資企業法」及び「合弁企業法」、従業員の

労務関係は「労働法」や「労働契約法」、会計に関しては「会計法」と会計基準、税務に関しては

「企業所得税法」と「増値税法」、外貨送金や外貨借入に関しては「外貨管理法」があげられる。 

 

2．会社法、外商投資法 

中国で会社を設立する際の関連法規には「会社法」（主席令第 42 号）がある。会社法には中国

で非上場の企業である（多くの日系企業は非上場）「有限責任会社」の設立と組織機構、上場企業

である「株式会社」の設立と組織機構、会社の財務と会計、解散と清算等について規定されてい

る。 

100％外資で設立された「独資企業」の場合は、「独資企業法」（主席令第 41 号）及び「独資企

業法実施細則」（国務院令第 301 号）に準拠することになる。 

中国側のパートナーと資本を出資しあう「合弁企業」の場合は、「合弁企業法」（主席令第 48 号）

及び「合弁企業法実施条例」（国務院令第 311 号）に準拠することになる。詳細は第 11 章を参照

のこと。 

近では減少したが中国側パートナーが設備や土地等を提供し、日本側が資金を提供して設立

された企業は「合作企業」と呼ばれる。この「独資企業」、「合弁企業」、「合作企業」を合わせてい

わゆる「三資企業」と呼称される。上記の通り、外商投資企業の設立は上記の 3 つの形態で行わ

れているのが現状であるが、3 つの形態の設立の根拠法規となっている外資三法（中外合弁企業

法、中外合作経営企業法、独資企業法）は 2020 年 1 月から廃止されている。 

2020 年 1 月からは「外商投資法」が施行されている。「外商投資法」施行による主な影響として

は、外資参入については、「ネガティブリスト」による申請管理モデルの実施（リストに載ってい

ない分野は外資参入を原則として制限しない）、外商投資企業のガバナンス構造等について、董事

会を会社の 高権力機構と定めていたが、外商投資法によると 5 年間の猶予期間（2024 年 12 月

31 日まで）のうちに、会社法に基づき「株主会」を設置することを義務付けている。 

詳細は第 8 章参照のこと。 
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3．労働法、労働契約法、社会保険法、労働組合法 

「労働法」（主席令第 28 号）には従業員との労働契約、労働時間、賃金、社会保険や福祉等が

規定されている。「労働契約法」（主席令第 65 号）には従業員を雇用する場合に締結が必要な「労

働契約」について詳細に規定されている。会社に 25 名以上の中国共産党の組合員がいる場合は

「労働組合」を設立しなければならず、その運営は「労働組合法」（主席令第 62 号）に準拠する

ことになる。 

 

4．会計・税務に関する基準や法律 

中国は会計に関しては、「会計法」（主席令第 24 号）という法令があり、会計処理の原則や会計

期間、会計担当者、会計帳簿等が規定されている。その会計法の下に 2 つの会計基準が現在併存

している状況にある。 

その一つは 2001 年から適用され「旧基準」と呼称される「企業会計制度」（財政部 財会[2000]25
号）である。2001 年当初は日系企業もこの企業会計制度を適用していたが、2007 年に「新基準」

と呼称される「企業会計準則」（財政部令第 33 号）が公布され、上場企業や国有企業等は 2007 年

から先行適用し、北京市や上海市等特定地域にある日系企業でも業種ごとに一定の規模以上の会

社は（例えば製造業では営業収入が年間 2,000 万人民元以上かつ従業員 300 人以上）、順次、企業

会計準則が適用されてゆくことになった。 

企業会計準則は国際的な会計基準である「国際財務報告準則」（いわゆる IFRS）の改訂を受け

て、適時に改訂してきており、現在は企業会計準則が主流である。ただ地方の一定規模以下の企

業ではまだ「企業会計制度」に準拠して会計処理が行われているところもある。 

税務に関しては、日本の法人税に相当する「企業所得税」を規定した「企業所得税法」（主席令

第 63 号）と「企業所得税実施条例」（国務院令第 512 号）、日本の消費税に相当する「増値税」を

規定した「増値税暫定条例」（国務院令第 538 号）、従業員の賃金給与等に係る「個人所得税」を

規定した「個人所得税法」（主席令第 48 号）及び「個人所得税法実施条例」（国務院令第 600 号）

が、通常の企業経営では比較的頻繁に適用される。 

 

5．知的財産権に関する法律 

中国でビジネスを行う日系企業は、模倣品、商標権の侵害、技術流出等の問題に直面している

ケースがある。 

中国の知的財産権に関する法令には「特許法」（主席令第 8 号）、「商標法」（主席令第 59 号）、

「著作権法」（主席令第 62 号）、「コンピュータソフトウエア保護条例」（国務院第 632 号）等があ

る。「民法総則」には知的財産権として①著作物、②発明、実用新案、意匠、③商標、④地理的表

示、⑤営業秘密、⑥集積回路配置図設計、⑦植物新品種、⑧法律に定めるその他客体が規定され

ている（同法第 123 条）。 

これらの法律は特許権の登録、商標の登録等を規定しているほか、それらが侵害された場合に

ついて、行政機関による停止命令や没収、人民法院に訴訟を提起する手続き等も規定されている。 
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6．独占禁止に関する法律 

「独占禁止法」（主席令第 68 号。2008 年 8 月 1 日施行）は、独占の合意、支配的地位の濫用、

事業者の集中を「独占行為」と規定している（同法第 3 条）。同法の施行から 10 年以上が経過し

ているが、独占協定事件に関しては 179 件、市場支配的地位濫用事件に関しては 61 件の調査処分

が行われている。日本の企業が関わるケースとしては、例えば、自動車部品メーカー等の価格独

占協定の事例や企業買収によって、中国市場において買収後の市場占有率が高くなる場合で、主

に中国の商務部の審査で差し止められる事例がある。 

2020 年 12 月 21 日に全国人民代表大会の法制工作委員会の報道官は、2021 年に独占禁止法の改

正する方針を発表した。2020 年 1 月にはすでに独占禁止法の改正案の公開草案がパブリックコメ

ントにかけられていた。草案では当局への企業結合等の届出がなされない場合や審査違反の罰金

額の上限が大幅に上がる旨が記載されている。 

これは大手ネット企業（例えばアリババグループやテンセントグループ等）がインターネット

分野で独占的地位を利用した行為の統制を強化する狙いがあると考えられる。 

 

7．民法 

民法典は 2020 年 5 月 28 日に公布され、2021 年 1 月から施行される。従来の民法通則、民法総

則、物権法、担保法、契約法、権利侵害責任法、婚姻法、養子縁組法、相続法の個別法を包括した

もので、民法典の施行に伴い、個別法は廃止される。 

民法典の主な内容は、総則、物権編、契約編、人格権編、婚姻家庭編、相続編、権利侵害責任編

となっている。中国で「法典」と名付けられた法律はこれが初めてである。例えば婚姻家庭編で

は養子縁組について、養子を含めて各家庭に 2 人まで子供を育てることができると規定している。

また衝動的な離婚を防止するため、30 日以内なら離婚届を撤回できるとする規定も設けられてい

る。 

物権編では、中国では土地は公有で、個人が住宅を購入しても土地は 70 年間の使用権に留まる

が、民法典では居住権として土地の使用期限が来ても、引き続き住める状態であれば、「合理的な

理由」があるとして、居住権を明記して住む人の権利を強化している。 

 

8．刑法 

「刑法」（主席令第 83 号）は約 450 条にも及ぶ法令である。犯罪、刑罰等が規定されている。

社会主義経済秩序破壊罪として偽造粗悪商品生産販売罪、密輸、税収管理危害罪、知的財産侵害

罪についても規定されている。また社会管理秩序妨害罪として汚職収賄罪等が規定されている。 

 

9．不正競争防止に関する法律（商業収賄罪を含む） 

「不正競争防止法」（主席令第 77 号）は、不正競争行為として混同、賄賂、虚偽宣伝、営業機

密侵害、不当景品付き販売、虚偽情報のねつ造と流布、ネットワーク妨害行為を規定している。 
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中国には「商業贈収賄」という不正競争防止法の概念で対公務員よりも広義の規制がある。商

取引上において公平の原則に反して、不当な経済的利益を提供又は取得し、取引の機会や競争上

の優位性の獲得の誘導行為を禁止するものである。贈賄者には 10 万元から 300 万元以下の罰金、

情況が重い場合は営業許可証（営業ライセンス）が没収される。従業員が贈賄した場合、従業員

個人の行為と証明できなければ会社の行為とみなされる（不正競争防止法第 7 条、第 19 条）。金

額が比較的大きい場合には、5 年以下の有期懲役等になる（刑法第 163 条）。収賄についても懲役

や財産の没収等、厳しい罰則が規定されている。 

 

10．外貨管理に関する法律 

中国は外貨の管理を強化するため、1996 年 1 月に「外貨管理条例」を公布し、その後、2008 年

8 月 1 日に改正が行われ、同日より施行されている（国務院令第 532 号）。外貨管理制度に関して

は、経常項目及び資本項目が区別管理されている（外貨管理条例第 2 章及び第 3 章）。経常項目に

は①貿易収支、②サービス貿易収支、③その他経常項目が含まれる。資本項目としては外貨資本

金、外貨借入等がある。 

外貨管理法では、貿易取引（例えば物品の輸出入）とサービス取引（例えば技術支援費）は別々

の取引であるため、これらを相殺することはできず多くの日系企業が依然として苦慮している。

詳細は第 16 章及び第 18 章を参照のこと。 

 

11．環境保護規制に関する法律 

環境規制に関しては「環境保護法」（主席令第 9 号）、「大気汚染防止改善法」（主席令第 31 号）、

「水質汚染防止改善法」（主席令第 70 号）、「環境騒音公害防止改善法」（主席令第 77 号）、「環境

影響評価法」（主席令第 77 号）等が近年立て続けに公布され、 近では「環境保護税法」（主席令

第 61 号）が公布され、2018 年 1 月より排出量に応じた環境税が徴収されるようになった。詳細

は第 15 章を参照のこと。 

 

12．インターネット環境規制に関する法律 

2017 年 6 月から施行された「サイバーセキュリティ法」（インターネット安全法）（主席令第 53
号）は、ネット犯罪やサイバーテロ等から国家安全を確保するため制定された法律であるが、中

国でインターネット環境の情報運営者に中国国内で収集した個人情報や重要データの中国国内で

の保存を義務付けている（同法第 37 条）。また自社の保有するネットワークシステムの等級を評

価・決定し、その等級に応じたセキュリティ対策を取ることが求められている。 

これにより中国 IT 企業は外資系 IT 企業に比べ国内の事業基盤はより強固になるが、国境を越

えたデータの流通が阻害されることとなる（越境移転規制）。中国域外に拠点を置く日系企業でも、

例えば中国の顧客情報を収集、利用した商品開発等に支障が出てくるおそれがある。 
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13．PL 法、製品品質法、消費者権益保護法、食品安全法 

主な PL 関連の法規としては「製品品質法」（主席令第 33 号）、「消費者権益保護法」（主席令第

7 号）、「食品安全法」（主席令第 21 号）等があり、過去の食品等の事件を踏まえて整備されてきた

ものと言える。 

2020 年 1 月 1 日から施行された「消費品リコール管理暫定規定」（国家市場監督管理総局令第

19 号）は、欠陥消費品リコール業務について規定されている。第 4 条によると、生産者は自ら生

産する消費品の安全について責任を負わなければならず、消費品に欠陥が存在する場合は、生産

者はリコールを実施しなければならないと規定されている。 

 

14．国家機密法 

「中華人民共和国保守国家秘密法」及びその細則「中華人民共和国保守国家秘密法実施条例」

では、実際に国家機密が漏洩した場合だけでなく、疑いのある事態が発生しただけでも、24 時

間以内の報告が義務づけられている。報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合等には、責任者

が処罰されるが、国家機密法では国家機密は抽象的に規定されており、担当主管部門によって拡

大解釈が可能な規定となっているので留意する必要がある。 

 

 

ひとくちメモ 5： 

「中国では進出先の地域・地方によっても法律が異なり、さらに当局の管轄官によっても解釈が異な

るので法律はあっても無いようなものでは？」との声も聞かれますが、如何でしょうか？ 

「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2020 年度 海外直接投資アンケート結果（第

32 回）－国際協力銀行 企画部門 調査課」によれば、中国に関する課題では「法制の運用が不透明」

が前回 2019 年に引続き得票率 48.7％で第 3位（回答社数 156 社中 76 社）となっています。 

中国では全国人民代表大会や国務院の常務委員会で決定され全国展開される法令が増えてきており、

地方の人民政府が独自に法令を公布することは少なくなっています。地方（例えば北京市や上海市）の

人民政府が公布する法令や条例も基本的に中央政府が公布する法令を踏まえて、その枠内での規定に

なっています。 

担当官の解釈の幅に関しては、例えば、以前は PE 課税や駐在員の個人所得税の課税ルールであるい

わゆる「183 日ルール」でも、具体的な通達がなく、担当官によっては 1 日でも中国に入国していれば

1ヵ月とカウントする事例もありました。現在は具体的な通達（2018 年第 11 号公告）が出ているため、

実務で混乱することも少なくありませんでした。 

輸出入の通関に関しては、中国には通関拠点が 4,000 近くあり、現在でも各税関において税関審査や

法制度の解釈等に違いが生じることがあり問題となるケースもあります。中国日本商会の「中国経済と

日本企業 2019 年白書」によると、例えば、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ます。 
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 投資形態 

 

1．代表的な進出形態 

 

図表 8-1  投資形態の全体像 

 

外国企業が中国に進出する際の代表的な形態としては主に直接投資と間接投資の形態があげら

れる。直接投資は主に、駐在員事務所や支店、外商投資企業（外国資本の出資比率が 25％以上の

会社）を設立したり、企業買収により外商投資企業を設立したりすることにより行われる。また、

間接投資は加工貿易や技術移転を通じて、間接的に中国に投資する方法である。一般的には、多

くの日系企業は直接投資、特に外商投資企業の設立を通じて中国に直接投資する形態を取ってい

る。上記の投資形態は多くの点で違いがあるため、目的やコスト等を総合的に判断し、 適な形

態を選択するのが良い。 

駐在員事務所は、外国法人の分支機構で、独立した法人資格はなく、外国企業の製品又は役務

に関連する市場調査、展示、宣伝活動、及び外国企業製品の販売、役務提供、国内仕入、国内投資

に関する連絡等の活動を行うことができるが、通常は営利活動を行うことができない。一方、支

店（分公司）は中国法人の分支機構で、独立した法人資格はなく、原則上、営利活動を行う分公

司は本社の経営範囲を超えない業務を行うことができ、営利活動を行わない支店は本社の経営範

囲内の連絡、コンサルティング等の業務を行うことができる。 
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外商投資企業には、「有限責任公司」と「株式有限公司」とがあり、株式有限公司は中国国内の

上場会社が採用する会社形態である。有限責任公司には、持分投資会社である「傘型企業（外商

投資性公司）」と三資企業（「合作企業」「合弁企業」「独資企業」）がある。傘型企業とは、中国に

進出した自社の複数の事業会社のとりまとめの機能を果たす統括会社を指し、独資企業又は合弁

企業として新規設立される。 
 

図表 8-2  外商投資企業の分類 

外商投資企業 

有限責任公司 株式有限公司 

傘型企業、合作企業、合弁企業、独資企業 中国国内の上場会社が採用する会社形態 

 

上記、図表 8-1 の間接投資、加工貿易の中で「来料・進料加工」とある。「来料加工」とは、外

国の加工委託企業と中国の加工受託企業との間で行われる包括的な加工委託契約である。具体的

には輸入材料を外国の加工委託企業が無償提供し、中国の加工受託企業は当該委託企業の要求に

従って加工又は組立を行い加工賃のみを受け取り、完成品は委託企業が販売する経営活動を言う。 

「進料加工」とは、輸入材料を経営企業が外貨を支払って輸入し（有償）、完成品は経営企業が

加工委託企業等へ販売輸出する経営活動を言う。 

 

2．進出形態の概要（外商投資企業の設立） 

現在、日系企業の進出形態としては、直接投資が多く、中国に直接外商投資企業を設立する形

態が多く取られている。外商投資企業の設立は形態としては、合弁企業、合作企業、独資企業の 3
つが外商投資企業により設立可能となっている。各形態の特徴及びメリット・デメリットは以下

の通りである。 

 

合弁企業の特徴としては、合弁経営であり、出資割合に基づき経営を行う点があげられる。そ

のため、リスク負担と利益についても、出資比率に基づいてリスクを負担し利益を分配する方式

が取られている。 

合弁企業のメリットとしては、中国側の資産、労働力、販売ルート等が十分に利用でき、中国

当局との交渉で中国側の力を得ることができること、さらに、外国側の派遣者及び投資資本が少

なくて済むこと等があげられる。 

一方、デメリットとしては、董事会で重要事項拒否権があるため、中国側との協力関係が重要

となってくることから、中国側の影響は避けられず相互協調が常に必要となってくることがあげ

られる。 
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合作企業の特徴としては、契約式の合作経営であり、出資割合に基づかない点があげられる。

そのため、リスク負担と利益の分配は合作契約に定めたものとなる。 

合作企業のメリットとしては、合弁企業と同じく、中国側の資産、労働力、販売ルート等が十

分に利用でき、中国当局との交渉で中国側の力を得ることができること、さらに、外国側の派遣

者及び投資資本が少なくて済むこと等があげられる。また合作企業特有のメリットとしては、利

益配分について契約にどのように定めるかにより、比較的短期間で利益を回収できる可能性もあ

るという点があげられる。 

一方、デメリットとしては、合作契約により、赤字でも契約に定めた利益配分が必要となる場

合があることや、再投資等の長期的企業戦略が立てにくいといったことがあげられる。 

 

独資企業の特徴としては、100％外商出資であり自主的に経営を行うという点があげられる。そ

のため、外国側が全てのリスクを負担する代わりに利益についても全て享受することができる。 

独資企業のメリットとしては、会社の経営方針が自由に決定できることや、利益配分や従業員

の待遇等についても中国側の意見を考慮することなく自由に決定できるといった点があげられる。 

一方、デメリットとしては、中国側の資産、労働力、販売ルート等を利用できず、全ての企業

運営を独力で行わなければならないといった点があげられる。さらに、中国当局との交渉も自分

で行わなければならないことや、外国側の投資資本が多くなってしまうというデメリットも存在

する。このようなデメリットが存在するにも関わらず、やはり会社の経営方針や利益配分等の方

針を自由に決定でき、親会社の意見も通しやすいといった点から、現在、日系企業においては独

資企業で進出するケースが多い。 

 

3．外商投資法の施行 

外商投資企業の設立は上記の 3 つの形態で行われているのが現状であり、企業形態自体は存続

するものの、外資三法（中外合弁企業法、中外合作経営企業法、独資企業法）自体は 2020 年 1 月

から廃止されている。 

2020 年 1 月からは「外商投資法」が施行されている。「外商投資法」施行による主な影響として

は以下があげられる。 

・ 外商投資法の公布施行後は、純粋な中国資本の企業である内資企業と同様の規定が外商投
資企業にも適用される。 

・ 外資参入分野については、外商投資管理制度を改革し、「外商投資参入特別管理措置目録
（ネガティブリスト）」に載っていない分野は外資参入を原則として制限しないという管理
モデルが実施されている。 

・ 投資案件ごとの審査認可制度に基づく管理モデルが廃止される等、外資の参入に関する手
続きが簡素化される。 
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・ 行政手段を利用した強制的な中国への技術移転の禁止が明記されている。 

・ 外資三法では、外商投資企業のガバナンス構造等について、董事会を会社の 高権力機構
と定めていたが、外商投資法によると5年間の猶予期間（2024年12月31日まで）のうちに、
会社法に基づき「株主会」を設置することを義務付けている。 

 

商務部は 2019 年 12 月 30 日に「外商投資情報報告規則」（商務部・国家市場監督管理総局令 2019
年第 2 号）を公布し、2020 年 1 月から施行している。これは「外商投資法」第 34 条及び「外商投

資法実施条例」第 38 条に定める「外商投資情報報告制度」に係るものである。 

この制度は、外商投資企業は毎年 1 月 1 日から 6 月 30 日までにおいて、「企業登記システム」

や「企業信用情報公開システム」を通じて、企業の設立登記情報、変更登記情報、清算情報、年度

経営情報（企業経営及び資産負債等）の報告をしなければならないと規定されている。 

 

ひとくちメモ 6：「合弁企業を設立するか買収するか？」 

近では、中国進出にあたり独資企業もしくは合弁企業の設立という方法以外に、既存の中国企業に

資本参加する方法を検討する企業も従来に比べ増えてきている。 

資本参加は企業買収という形になるが、この場合、既存の中国企業の第 3者割当増資により持分（上

場企業の場合は株式）を引き受ける方式か、中国企業は増資をせず一部の持分（株式）を既存出資者（株

主）から売買により譲り受ける方式がある。 

外国企業の出資比率が 25％以上になると、その企業は、「内資企業」から「外商投資企業」へ企業形

態が変更し中外合弁企業となる。この場合、合弁契約書、会社定款等についても当局へ報告し承認を得

る必要がある。 

外商投資企業となる場合、まず企業の業務範囲がネガティブリスト等の投資規制業種でないことの確

認が必要となる。例えば、出版業務は禁止業種であり、出版物の印刷業務は中国側のパートナーが過半

数の持分を有していなければならないという制限がある。 

企業の設立と比較すると、企業買収は営業基盤と経営機構をそのまま引継ぐことができ業務展開もス

ピーディーにできる反面、場合によっては買収先の不良資産、不良債権、製造責任、様々な利害関係等

もそのまま引き継ぐことになる。 

買収対象会社が粉飾決算を行っていないかの財務調査は入念に行う必要があり、過去に経営範囲外の

業務や商業収賄罪、脱税等で行政処分を受けていないかの法務及び税務面での調査も必要である。過去

に迅速さを求めるあまり、この調査を簡単に済ませたために買収先企業の行っていた粉飾決算が見抜け

ず、大きな損失処理をせざるを得なかった日本企業もある。 
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 主要投資インセンティブ 

 

1．経済特区、自由貿易試験区、自由貿易港 

中国では様々な特別地区があり、経済特区や開発区、開放区等の特別地区も設けられている。

主な特別地区の特徴をまとめると以下の通りである。 

 

図表 9-1  主な特別地区の特徴 

地域 概要 
特徴 

税制、財政補助 運用 

経済特区 
 

製造輸出・ハイテク・商業・

金融区・観光区を持つ総合

的な特別地区 

企業所得税制に従う。

財政補助は期待できな

い。 

加工貿易が比較的容認されやす

く、手続も簡略である。 

上海浦東新区 中国の経済・貿易・文化・

金融・人材・工業の中心 
企業所得税により一部

優遇は継続。財政補助

は手厚い。 

サービス業、商業企業、金融機関

の設置に関して政策面・運用面で

進んでいる。 

国家開発区 製造中心 企業所得税に従う。 
地域により財政補助に

不確定要素がある。 

国家の認可と授権により現地政

府が主管する。 
それぞれの開発区管理条例が制

定されている。 
現地政府の出先機構である管理

委員会は省レベルの管理権限を

有する。 

省レベル開発区 製造中心 企業所得税に従う。 
地域により財政補助に

不確定要素がある。 

これらの開発区では、国家が規定

する以上の優遇策があるとして

いるが、独自政策として、法的に

保護されない。 

沿海開放都市 製造、観光、サービス中心 企業所得税に従う。 
財政補助は期待できな

い。 

当該地域の開発区では、独自の優

遇政策がある。 

沿海経済開放区 製造、観光、サービス中心 企業所得税に従う。 
各地で財政補助が異な

る。 

当該地域の開発区では、独自の優

遇政策がある。 

内陸開放都市 省都である場合が多いが、

経済的に省で も繁栄して

いる地域とは限らない。 

企業所得税に従うが、

中西部、東北振興政策

による特別優遇措置を

検討に入れるべき。 

当該地域の開発区では、独自の優

遇政策がある。 
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2013 年に上海で設立された「自由貿易試験区」は、その後 2015 年には広東省、天津市、福建

省、2017 年には遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、陝西省、2018 年以降は海南

省、山東省、江蘇省、広西チワン族自治区、河北省、雲南省、黒龍江省に設置されている。 

2020 年 9 月 24 日には北京に自由貿易試験区が開業している。これは科学技術イノベーション、

国際ビジネス、ハイエンド産業の 3 つの区域から構成されている。 

北京に加え、湖南省、安徽省に自由貿易試験区を追加設置することで、合計 21 か所になってい

る。 

自由貿易試験区は、投資と貿易の利便性、貨幣交換の自由、監督管理の効率、法制環境の規範

性を追求した国際レベルの自由貿易試験区を目指したものである。主要な具体的特徴は以下の通

りである。  

 
図表 9-2  自由貿易試験区の特徴 

特徴 主な内容 

投資領域の開放 ・ 金融サービス、航運サービス、商業、専門、文化及び社会サービスの 6つの領域の

拡大開放を行い、投資者の進出要求、持株比率、経営範囲制限等の参入障壁を一時

停止又は廃止する。 

・ 国外投資者への規制を緩和し、外商投資に対して投資前の内国民待遇を試行し、ネ

ガティブリスト管理方式を制定する。 

・ ネガティブリスト以外の領域については、外商投資プロジェクトを許可制から届出

制に改める。 

金融領域の開放 ・ 人民元資本金両替、金融市場利息市場化、クロスボーダー人民元決済の利用を先行

して試行する。 

・ 自由貿易試験区内の金融市場の利息額の市場化を実現し、金融機構の資産の価格形

成の市場化を行う。 

・ 貿易投資の利便性を実現するために外貨外債管理を改革する。 

・ 金融サービス業において民間資本と外資系金融機構の全面開放を進め、外資銀行と

中外合弁銀行を設立することを支援し、外国企業が商品先物取引に参入することを

段階的に許可する。 

・ クロスボーダー人民元再保険業務の展開を支援する。 

監督管理と税制

環境の構築 

・ 輸出入届出リストの簡素化を推進し、国際中継貿易、集荷、貨物整理等の業務にお

ける輸出入手続を簡素化する。 

・ 輸入検疫、輸出入検査を適切に緩和する。 

投資を促進する

租税政策 

・ 自由貿易試験区内に登録した企業等が現物出資で対外投資する資産再編行為によ

る評価益課税について、企業所得税を 5 年分割納付することができるようにする。

・ 区内企業のストック・オプション等の株式奨励による個人所得税についても分割納

税を認める。 
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特徴 主な内容 

貿易を促進する

租税政策 

・ 自由貿易試験区内に登録したファイナンスリース企業又は金融リース企業が区内

に設立したプロジェクト子会社に対してファイナンスリースの輸出税金還付制度

を適用する。 

・ 自由貿易試験区内に登録した国内リース企業又はリース企業のプロジェクト子会

社が国外から購入してリースする航空機について輸入増値税の優遇政策を適用す

る。 

・ 自由貿易試験区内の生産企業と生産性サービス企業が輸入する機器、設備等につい

て関税及び増値税を免税する。 

 

上述の通り自由貿易試験区の特徴として、外資参入の規制の方法として「ネガティブリスト方

式」（ネガティブリストに載っている分野以外は外資参入を認めるという方式）をとっていること

があげられる。これにより、ネガティブリストに載っている以外の領域に対し、外商投資プロジェ

クトを認可制から届出制により管理することとなった。ネガティブリストは何度か改訂され、自

由貿易試験区の拡大に伴い、対象地域も上海以外の地域まで拡大しているだけでなく、ネガティ

ブリストに載っている項目も減少しており、さらに外資参入の規制が緩和されることとなった。

「自由貿易試験区 ネガティブリスト 2020 年度版」は、2019 年度版と比較すると、外資の参入規

制・禁止事項は 37 項目から 30 項目に削除されている。さらに「外商投資法」の 2020 年 1 月から

の施行後は、「中外合作経営企業法」が併せて廃止されたことから、ネガティブリスト内の中外合

作経営の関連規定は削除され、「合弁、合作に限定」との記載が「合弁に限定」との記載になって

いる。 

業種別に特に大きな変更点をあげれば以下の通りである。 

・ 製造業：漢方煎じ薬の調整技術、処方製品の生産への外資の投資が 2019 年度版では禁止さ

れていたが、2020 年度版では解禁されている。 

・ 金融業：2019 年度版では証券会社、資産運用会社、先物取引会社、生命保険会社における

外資の持分比率は 51％を超えてはいけないとの規制があったが、2020 年度版では全て撤廃

されている。これにより金融業は完全に外資に開放されている。 

・ 教育：外国の教育機関、もしくは個人は中国の公民を主な応募対象とする学校およびその

他教育機関を単独で設立することはできないが、中国の教育機関と合作して開設すること

はできるとの状況は 2020 年度版でも同様であるが、2020 年度版では独資での職業教育機

関の設立は解禁されている。 

 

中国共産党中央委員会及び国務院は 2020 年 6 月 1 日に「海南自由貿易港全体計画」を公布し

た。貿易の自由化・円滑化の向上、産業構造の転換・アップグレードの推進、租税制度の整備、管

理水準の向上を進め、海南省の地区を国際的な先進レベルにある自由貿易港にすることを目標に

している。 

特徴は以下の通りである。 
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①自由貿易試験区との違い：自由貿易試験区内にも保税区、輸出加工区等を含んでいるが、

区域自体は狭いところが多く、貿易の拡大は区域外との連携によることが多い。海南自由貿

易港は広大な海南島全島（約 3 万 5,400 km2：日本の九州と概ね同じ）をゼロ関税地域にして

いる点において、香港（約 1,100 km2）よりも大きい自由貿易港となっている。 

②貿易の自由化・円滑化の向上：国外と自由貿易港内の貨物の出入り（一線）は、税関によ

る監督管理を受けずに自由にでき、自由貿易港と中国国内その他の地域との貨物の出入り（二

線）のみ税関による監督管理を受ける。 

③産業構造の転換・アップグレードの推進：現代貿易サービス業の発展を支援する。重要産

業への財政支援を強化する。 

④租税制度：ゼロ関税政策を段階的に適用し 2025 年にも原則全ての関税を撤廃する。輸入貨

物加工による付加価値が 30％を超える場合、自由貿易港と中国内陸との（二線）での申告を

行う場合に関税の徴収を免除する。2020 年 11 月にはゼロ関税対象商品リストが公布されて

いる。 

奨励類産業には企業所得税につき 15％の軽減税率の適用を 2025 年までに実施する。観光産

業、現代サービス産業企業について、2025 年以前に新規対外投資で取得した所得に対して企

業所得税の徴収を免除する。条件に合致した資本的支出の一括損金算入または加速減価償却

を行う。勤務するハイエンド人材及び不足人材を対象に、個人所得税の実際税負担額が 15％
を超過した部分に対して個人所得税を免除する。輸入段階での増値税と消費税の免除を行う。 

⑤管理水準の向上：行政機関が共通して利用できる情報システムを整備し、監督管理を行う。 

 

2．西部地域振興政策 

これまでの中国の急速な経済成長により、中国における地域間の経済格差が問題視されてきた

が、この経済格差を是正することが重要課題だと中国政府は認識しており、2014 年 8 月に公布さ

れた「西部地区奨励類産業目録」（国家発展及び改革委員会令 2014 年第 15 号）により、西部地区

で奨励されている産業が明確化された。 

当該目録は改定を重ね、 近では 2020 年度版の「中西部地区外商投資奨励産業目録」（国家発

展改革委員会、商務部令第 38 号：2020 年 12 月 27 日公布）が 2021 年 1 月 27 日より施行されて

いる。 

新しい目録では、地域的な開放型経済発展及び外向型産業クラスターの形成を後押ししている。

例えば、原子力発電所の建設・運営、公共航空輸送会社等が対象になっている。 

対象企業には、製造設備の輸入関税の免除や企業所得税の軽減等の税務上の優遇措置を受けら

れるように配慮されている。 

2015 年 3 月に公布された「西部地区奨励類産業目録の執行の関連する企業所得税の問題に関す

る公告」（国家税務局公告 2015 年第 14 号）において、西部地区で奨励類の産業に携わる企業に対

する企業所得税の取り扱いが明確化された。 
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具体的には、西部で設立し、企業が「西部地域奨励産業目録」で規定されている産業項目を主

たる事業とし、かつその主たる事業からの収入額が総収入額の 70％以上である企業については、

2014 年 10 月 1 日より、15％の低税率に基づき、企業所得税を納付することができることとなっ

た。 

 

3．ハイテク企業に対する優遇税制 

中国政府が重点的に支援するハイテク企業については、15％の軽減税率で企業所得税（通常は

25％）を徴収する。国家が重点的に支援するハイテク企業とは、以下の要件を同時に満たす企業

を指す。 

 
図表 9-3  ハイテク企業の要件 

要件 内容 

自主知的財産権

の保有 
コア技術に対する自主知的財産権を保有することが要求される。規定により、中国国内

（香港、マカオ、台湾地域を含まない）で登録された企業が、直近 3 年間に自主研究開

発、譲受、受贈、合弁買収等の方式により、或いは 5 年以上の独占許諾方式を通じて、

主要製品（サービス）のコア技術に対する自主知的財産権を保有していることが要求さ

れる。 

製品或いは 
サービスの範囲 

製品（サービス）が「国家が重点的に支援するハイテク分野」の規定する範囲に属する

ことが要求される。 
「国家が重点的に支援するハイテク分野」には、電子情報技術、生物及び新医薬技術、

航空宇宙技術、新材料技術、ハイテクサービス業、新エネルギー及び省エネルギー技

術、資源及び環境技術、ハイテク改造伝統産業の 8 分野を列挙している。 

研究開発費用の

売上高に占める

比率 

企業が科学技術（人文、社会科学を含まない）に関する新知識の獲得、科学技術の新知

識の創意的運用、或いは技術、製品（サービス）の実質的な改良のために、研究開発活

動を持続的に行い、かつ直近 3 会計年度の研究開発費用総額が売上高総額に占める割

合について以下のように要求されている。 
① 直近 1 年間の売上高が 5,000 万元未満の企業：5％を下回らないこと 
② 直近 1 年間の売上高が 5,000 万元以上 2 億元未満の企業：4％を下回らないこと

③ 直近 1 年間の売上高が 2 億元以上の企業：3％を下回らないこと 
なお、直近 3 会計年度の中国国内で発生した研究開発費用総額が全ての研究開発費用

総額に占める割合が 60％を下回らないことも要求される。 

ハイテク製品

（サービス） 

収入が収入総額

に占める比率 

直近 1 年間のハイテク製品（サービス）の収入が企業の収入総額に占める割合が 60％
を下回らないことが要求される。 
 

科学研究技術者

の人数の比率 
 

企業の研究開発活動及び関連するテクノロジー・イノベーション活動に従事する科学

技術職者の従業員総数に占める割合は 10％を下回ってはならないことが要求される。

その他の指標 企業の研究開発組織の管理水準、科学技術成果の転化能力、自主知的財産権の件数、売

上と総資産の成長性等の指標が「ハイテク企業認定管理作業ガイドライン」に合致する

よう要求されている。 
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 外資規制業種 

 

1．外商投資参入特別措置目録・外商投資奨励産業目録 

外資による投資分野や業種を規制する法規として、「外商投資産業指導目録」（2017 年版、国家

発展改革委員会及び商務部令第 4 号）が公布されており、2017 年に 6 回目の改正が行われた。外

商投資産業指導目録では、中国における投資分野について 3 つの分類がなされており、奨励類（生

産性・品質の向上等で、中国の経済・産業に寄与し、省エネ・環境に資する技術・設備を有する分

野）、制限類（技術水準が比較的低く、経済的・環境的に好ましいものと認識されないもの、国家

の保護措置を講じる必要のある分野）、禁止類（国家の利益を著しく損なうか、又は多大な被害を

及ぼすもの、機密性の高い分野）に分かれていた。 

この管理体制は 2017 年に変更され、「奨励類に属するが出資制限のある産業」、「制限類産業」、

「禁止類産業」の 3 つが「外商投資参入特別管理措置目録（外商投資ネガティブリスト）」に集約

され、管理されることになった。原則として外商投資ネガティブリストに記載された分野以外は、

外商投資の参入制限は行われないこととなった。 

外商投資ネガティブリストには、全国版と自由貿易試験区（下記２．を参照のこと）のみで適

用される 2 種類がある。これらは原則的に毎年公布・施行され、前年度のものは施行と同時に廃

止される。基本的に前年度のものを引き継ぎ、新規に外資規制の撤廃状況が公布される。規制が

撤廃されたということは、ネガティブリストへの記載が削除され、前年度の版と今年度版を比較

して外資規制状況を確認することになる。 

2020 年 6 月 23 日に公布された「外商投資参入特別措置（全国版ネガティブリスト 2020 年度）」

（国家発展改革委員会・商務部令第 32 号）と「自由貿易試験区 外商投資参入特別管理措置（自

由貿易試験区版ネガティブリスト 2020 年度）」（国家発展改革委員会・商務部令第 33 号）は 2020
年 7 月 23 日より施行されており、2019 年度版は施行と同時に廃止されている。 

さらに「外商投資法」の 2020 年 1 月からの施行後は、「中外合作経営企業法」は併せて廃止さ

れたことから、ネガティブリスト内の中外合作経営の関連規定は削除され、「合弁、合作に限定」

との記載が「合弁に限定」との記載になっている。 

 

業種別に特に大きな変更点をあげれば以下の通りである。 

・ 製造業：2019 年度版では特殊自動車、新エネルギー自動車の生産における外資の出資制限（持

分比率が 50％以下等の）が撤廃されていたが、2020 年度版ではさらに商用車の生産における

外資の出資制限が撤廃されている。 

・ 金融業：2019 年度版では証券会社、資産運用会社、先物取引会社、生命保険会社における外

資の持分比率は 51％を超えてはいけないとの規制があったが、2020 年度版では全て撤廃され

ている。これにより金融業は完全に外資に開放されている。 

「外商投資奨励産業目録（2020 年度版）」（国家発展改革委員会、商務部令第 38 号：2020 年 12
月 27 日公布、2021 年 1 月 27 日施行）には、対中投資で積極的に奨励の誘致対象となる業種、分

野、地区について記載されている。 
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例えば、5G モバイル通信技術の研究開発、人口呼吸器、ECMO、超高精度テレビ、ブロックチェー

ン技術開発、等である。対象となる投資をする場合は、製造設備の輸入関税の免除や企業所得税

の軽減、土地使用権の払い下げにおける優先等の政策上の優遇を享受できる。 

 

2．自由貿易試験区のネガティブリスト 

2013 年に上海で設立された「自由貿易試験区」はその後、広東省、天津市、福建省、遼寧省、

浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、陝西省、海南省、山東省、江蘇省、広西チワン族自

治区、河北省、雲南省、黒龍江省に設置されている。 

さらに 2020 年 9 月 24 日には北京に自由貿易試験区が開業している。これは科学技術イノベー

ション、国際ビジネス、ハイエンド産業の 3 つの区域から構成されている。北京に加え、湖南省、

安徽省に自由貿易試験区を追加設置することで、合計 21 か所になっている。 

外商投資産業指導目録に記載されている一部の制限事項は、自由貿易試験区のネガティブリス

トにおいて実験的に先行して緩和を試行されている事項もあり、例えば公演マネジメント機構の

設立は、外商投資産業指導目録では中国側の持分支配でなければならないとしているが、自由貿

易試験区のネガティブリストでは、自由貿易試験区を設立した省や市のためにサービスを提供す

る場合は外商独資でも設立を認めると規定している。 

自由貿易試験区のネガティブリストは 2013 年に初めて公布され、毎年改訂されている。自由貿

易試験区版ネガティブリストの 2020 年度版は、2019 年度版と比較すると、外資の参入規制・禁止

事項は 37 項目から 30 項目に削除されている。 

「外商投資法」の 2020 年 1 月からの施行後は、「中外合作経営企業法」が併せて廃止されたこ

とから、ネガティブリスト内の中外合作経営の関連規定は削除され、「合弁、合作に限定」との記

載が「合弁に限定」との記載になっている。 

 

業種別に特に大きな変更点をあげれば以下の通りである。 

・ 製造業：漢方煎じ薬の調整技術、処方製品の生産への外資の投資が 2019 年度版では禁止さ

れていたが、2020 年度版では解禁されている。 

・ 金融業：2019 年度版では証券会社、資産運用会社、先物取引会社、生命保険会社における

外資の持分比率は 51％を超えてはいけないとの規制があったが、2020 年度版では全て撤廃

されている。これにより金融業は完全に外資に開放されている。 

・ 教育：外国の教育機関、もしくは個人は中国の公民を主な応募対象とする学校およびその

他教育機関を単独で設立することはできないが、中国の教育機関と合作して開設すること

はできるとの状況は 2020 年度版でも同様であるが、2020 年度版では独資での職業教育機

関の設立は解禁されている。 

業種によっては、外資に対し参入制限を別途設けている業種も存在するため、特別法や規制が

ないか事前に確認する必要がある（第 22 章 主要産業別の規制動向と FTA の影響を参照のこと）。 
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 許認可・進出手続きと撤退時の留意点 

 

1．会社設立・変更の手続、新規投資プロジェクトの届出 

外商企業の設立手続に関しては、主に、投資プロジェクトの届出、企業設立審査、工商部門登

記、営業許可証受領後の各種手続、税務登記等の手続が行われなければならない。通常は外資の

制限業種等でなければ約 20 営業日前後は要している。 

地方によって手続及び準備資料は多少差異がある。現在はネガティブリストに載っていない分

野における投資プロジェクトについては、審査認可制ではなく届出制による管理が行われること

となった。 

2014 年 6 月 17 日以降は、総投資額別、奨励類、許可類、制限類ごとに各管轄の政府機関に審査

承認を申請するのではなく、第 12 号令で規定されているように制限類には審査申請の必要性が残

るものの、奨励類及び許可類では基本的に地方政府への届出（中国語で「备案」）に変更されてい

る（第 12 号令第 4 条、第 5 条）。 

審査申請が必要な投資プロジェクトに関しては、外商投資安全審査業務メカニズム弁公室が行

い、国家発展改革委員会や商務部が主導する。例えば、軍需等の国防安全に関係する分野への投

資、国の安全に関係する重要農産品、重要エネルギー、重要インフラストラクチャー、重要運送

サービス、重要文化製品サービス、重要情報技術及びインターネットに関わる製品やサービス、

重要金融サービス等で実質支配権を取得するものである（外商投資安全審査弁法、2020 年 12 月

19 日公布、国家発展改革委員会・商務部令第 37 号）。 

2019 年 12 月 30 日公布、2021 年 1 月 1 日施行の「外商投資情報報告弁法」により「外商投資企

業の設立及び変更の届出管理暫定弁法」（商務部令 2016 年第 3 号）は廃止されている。 

「外商投資法の実施のため、外商投資企業登録の展開に関する通知」（国市監理 2019 年 247
号：2021 年 1 月 1 日施行）によると、外商投資企業が中国において設立及び変更する際の届出範

囲、届出方式、届出フロー、提出書類が明示された。具体的には次の通りである。 
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図表 11-1 外商投資企業が中国において設立及び変更する際の届出 

事項 主な内容 

届出範囲 外商投資参入特別管理措置（外商投資ネガティブリスト）に記載されている分野以

外の分野における企業の設立及び変更事項 

変更事項  基本情報変更（名称、登記住所、企業類型、経営期限、投資業種、業務類型、経営

範囲、国家が規定する輸入設備減免範囲に属するかどうか、登録資本金、投資総

額、組織機構構成、法定代表者、外商投資企業の 終実権者の情報、連絡人及び連

絡方式の変更） 

 投資者基本情報変更（名称、国籍あるいは住所、証書類型及びコード、引受出資

額、出資方式、出資期限、資金源泉地、投資者類型の変更） 

 持分（株式）或いは合作権益の変更 

 合併・分割・清算 

 外資企業財産権益の対外抵当譲渡 

 中外合作企業外国合作者の投資の先行回収 

 中外合作企業委託経営管理 

届出方式 政府の総合管理システムを通じて、オンラインで情報を入力し、資料を提出する。 

 
 

図表 11-2 届出フロー及び提出書類 

Step 1 

（設立の場合） 

営業許可書が発行される前、或いは営業許可書が発行された後 30 日以内に総合管理

システムを通じ、「外商投資企業設立備案申告表」及び関連文書を入力・提出する。

（変更の場合） 

変更事項が発生した 30 日以内に総合管理システムを通じ、「外商投資企業変更備案

申告表」および関連文書を入力・提出する。 

 
 

Step 2 

（届出範囲に属する場合） 

届出機構が 3 営業日以内に届出を完了し、総合管理システムより届出結果を公布す

る。 

（届出範囲に属さない場合） 

届出機構が外商投資企業或いはその投資者にオンラインで通知し、かつ関連部門に

書類を依頼する。 

 
 

Step 3 

届出完了の通知を受領する。 

企業は届出完了の通知を受領後、設立・変更届出受領書を受領可能となる。なお受領

時に必要な主な資料は外商投資企業名称事前認可資料或いは外商投資企業の営業許

可証の写し等である。 
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その後、公安局にて公印、銀行にて口座開設、税務登記、税関登記、企業コードの取得等を行

う必要があり、原則、約一ヵ月から二ヵ月を要する。 

 

2．登記・許可制度と情報公示 

会社設立登記は企業の所轄登記当局（旧工商局、現在「市場監督管理局」）にて行う。 

主に、企業法人名称、住所、経営場所、法定代表人、経営範囲、経営方式、登録資本金、従業員

数、経営期限及び支店機構等を登記する。 

市場監督管理局が営業許可書を発行し、会社設立が法的に認められる。 

営業許可証の交付日は法律上、会社成立日を意味している（会社法第 7 条第 1 項）。 

2014 年 8 月に公布された「企業情報公示暫定条例」（国務院令 2014 年第 654 号）により、2014
年 2 月公布の「登録資本登記制度改革方案」（国発【2014】7 号）で示された企業年度報告公示制

度の導入が行われることとなった。 

登録資本の実際払込登記制度を払込引受登記制度へと変更することとなって以来、中国では企

業の信用をどのように判断するのかということが課題になってきたが、本条例により、中国にお

ける企業は毎年年度報告を行い、その内容を社会へ公示することが必要となった。 

条例によると、廃止された「企業年度検査」に代わり、中国にある企業は「企業年度報告」を行

う必要があり、毎年 1 月 1 日から 6 月 30 日までに「企業信用情報公示システム」を通じて工商行

政管理部門へ前年度の年度報告を送付し、企業の経営状況に関する情報を社会へ公示しなければ

ならない。なお、企業が自身で公示する企業情報には年度報告公示制度の他に、持分譲渡といっ

た事象が発生してから 20 営業日以内にシステムを通じて公示しなければならない即時公示制度

もある。 

必ず公示しなければならない主な情報としては下記がある。 

① 企業連絡先住所、郵便番号、連絡先電話番号、電子メール等の情報 

② 企業開業、営業停止、清算等の存続状態に関する情報 

③ 企業の他社への出資状況、持分買取の情報 

④ 企業が有限責任会社或いは株式有限会社の場合、その株主或いは発起人の引受・払込出資額、

出資時期、出資方式等の情報 

⑤ 有限責任会社の株主持分譲渡等の持分変更の情報 

⑥ 企業ウェブサイト或いはインターネット経営に従事するオンライン店舗の名称、インター

ネットアドレス等の情報 

⑦ 企業の業務に従事する人数、資産総額、負債総額、対外提供している保証、所有者権益合計、

営業総収入、主要営業収入、利潤総額、純利益、納税総額の情報 

 

 



 
第 11 章 許認可・進出手続きと撤退時の留意点 

63 

3．撤退時の留意点 

進出時において考慮すべき事項は多いが、同時に撤退時のことも考慮に入れておくべきである。 

実際の撤退に関してはその目的により①部分的に撤退する場合と②全面撤退する場合があるが、

それぞれいくつかのオプションが考えられる。 

既存の中国事業から部分的に又は全面的に撤退したい場合のオプションとしては、「出資持分譲

渡」が考えられる。全面的に既存事業から撤退する場合には、前述の出資持分譲渡に加え、事業

の清算、破産申告、休眠化等が検討される。  

「破産」については、中国では 2007 年 6 月 1 日に「破産法」が施行され、外商投資企業も適用

できるようになった。ただし実務上、破産は人民法院の管理下で厳密に行われるため、時間と労

力のかかる手続と言われており、外商投資企業の破産認定を受けた実例はまだ少ないようである。

仮に中国子会社が破産の認定を受けた場合、信用低下のリスクは日本本社や同地区に進出してい

る他の日系企業にも及ぶ可能性があることは留意しておく必要がある。 

「休眠化」とは、会社が経営活動を休止している状態のことである。中国の会社法においては、

「会社が開業後に自ら営業を停止し連続 6 ヵ月以上経過した場合、登記機関は営業許可証を取り

消すことができる。」（会社法第 211 条）とある。このため、6 ヵ月を超えて休眠状態を継続するこ

とが困難となる可能性がある。 

したがって、撤退のオプションとしては通常、「出資持分譲渡」と「清算」が検討される。清算

よりも持分譲渡の方が採用されやすい。なぜなら持分譲渡を受けた企業により事業の継続がなさ

れることから取引先や従業員等に与える影響が比較的少なく、清算よりも持分譲渡の場合は関連

する手続・時間・費用も相対的に少ないのが一般的だからである。 

しかし、出資持分譲渡には当然、買い手企業・投資家が必要であるがそれが見つからない、も

しくは何らかの理由で譲渡契約の合意に至らない場合には清算を余儀なくされる場合もある。 

撤退に際して出資持分を譲渡するということは、当該事業を会社ごと売り渡すということであ

る。通常、譲渡する企業が持っている事業に付随する認可・免許等は継続される。ただし、外資

比率に依存する優遇税制や販売契約上の出資者関連条項等には注意が必要である。 

工商行政管理総局が公布した「外商投資企業の届出管理実施後の登記登録業務に関する通知」

（工商企注字[2016]189 号）によると 2016 年 10 月 1 日から持分譲渡等に際しては認可制（審査

批准制）から「届出制度」に変更されることになった。 

 

4．清算時の留意点 

中国事業からの撤退に際して、持分譲渡の相手先が見つからない、もしくは譲渡契約の合意に

至らないと、 終的に会社の解散・清算を検討しなければならない場合もある。 

清算は法的にも確立された手法の 1 つである。将来的に中国での不採算部門の回復が見込まれ

ない場合等、早期に清算に着手することが必要である場合も多い。 

税務登記抹消から 10 日以内に行う。その後、新聞での会社終了公告が必要となる（会社法第 185
条）。清算時の留意点は以下の通りである。 
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①政府への申請 

外商企業の清算による撤退は基本的に地方政府にとっては税収の減少であり、地元の雇用機会

の喪失であり、当該地域の経済成長率の低下となる。このことは地元政府の行政上の評価ポイン

トの低下となる。このため解散の申請窓口となる主管の商務局等の政府機関は、批准することに

消極的な場合がある。 

 
②不正経理への対処 

解散・清算に際して債権債務や資産の整理、処分を短期間で行うことになる。このプロセスの

中で、滞留債権や滞留在庫、架空債権や架空在庫、過去の粉飾決算が発覚することがある。また

設備や金型、部品等の横領、不正持ち出しが発生しやすい。 

 
③従業員に対する処遇 

会社の解散・清算は、「労働契約法」によると、労働契約の解除を行い、経済補償金を支給する

ことになる場合が多い。また社会保険料に対する調査にも注意すべきである。不用意な情報漏え

いや不適切な情報の伝わり方により、労働争議等の問題が発生する場合もあるので、中国独自の

法制度や商習慣を熟知した上で、個別に適切な対応をとり、かつ綿密なコミュニケーションプラ

ンの立案・実施が重要である。 

 
④税務上等の問題点 

優遇税制で規定していた期間満了前に会社の解散・清算を行う場合には、優遇税制により享受

していた免税分を返還する必要がある。税務登記の抹消前に税務調査が入ることが想定される。

「税務登記」とは、会社設立時に税務機関に申請し「税務登記証」を入手する手続であるが、解

散の際には税務登記を抹消する手続が必要になる（租税徴収管理法実施細則第 15 条）。 

 
⑤その他の追加支出 

例えば土地に関しては契約に基づき「土地使用権」を国家に返還することになるが、工場の場

合は土壌汚染等により土地の整備が必要で予想以上にコストがかかる場合がある。 

また顧客への製品やサービスの供給責任が契約上ある場合、単純に生産停止やサービスの停止

はできない。場合によっては日本本社からの代替的供給を行わざるを得ない場合もある。 
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 税制と会計制度 

 

1．税制体系 

現行の中国の税制体系は性質と役割に基づき、以下の通り分類することができる。 

 
図表 12-1 税制体系 

税種類 例 機能 

所得税種 企業所得税、個人所得税 企業及び個人の収入に対する調整機能 

流通税種 増値税、消費税、関税 生産、流通又はサービス業に対する調整

機能 

資源税種 資源税、都市（城鎮）土地使用税 自然資源を開発、利用することによって

得た収入に対する調整機能 

特定目的税種 土地増値税、耕地占用税、都市維持建設税、

たばこ税、環境保護税 
特定の目的を達成するため、特定の対象

と特定の行為に対する調整機能 

財産税種 動産税、車両船舶使用税、車両購入設置税、

船舶トン税 
財産の取得、所有等に対する調整機能 

行為税種 印紙税、契税 特定行為に対する調整機能 

 

中国の税金の概要一覧表は以下の通りである。 

 
図表 12-2 税金の概要 

税目 課税対象 税率 

企業所得税 居住者企業：国内外の全世界所得  
非居住者企業：PE に帰属する所得、中国源泉所得 

基本税率 25％ 
ハイテク認定企業は

15％ 

個人所得税 個人（外国人を含む）の所得が課税対象 
所得種類ごとに税率、超過累進課税、基礎控除等の規定あり

例：給与：3～45％ 

増値税 付加価値税 
貨物の販売、組立・加工・修理役務の提供及び貨物の輸入取

引が課税対象 
伝票方式を採用、輸出免税、還付制度あり 

13％、9％、6％ 

消費税 酒類、たばこ、化粧品等の奢侈品及び自動車、ガソリン等の

対象生産者及び輸入者が納税者 
従価税：3～45％ 
従量税併用 

資源税 石炭、原油等の鉱産物の採掘、又は塩の生産が課税対象 
それらに従事する組織及び個人が納税者 

品目ごとに従量税 

都市土地使用税 課税対象地域での土地使用が課税対象 0.2～10 元/㎡ 

都市維持保護

建設税 
都市農村の公共事業及び公共施設の維持に用いられること

を目的とした税 
納付流通税（増値税、消費税）が課税標準 

5～7％ 

土地増値税 国有土地使用権、地上建物及び付属物の譲渡が課税対象 
それにより所得を得る組織及び個人が納税者；超過累進課税

30～60％ 
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税目 課税対象 税率 

耕地占用税 耕地を占用して建物又は非農業企業建設をする個人又は単

位が納税者 
5～75 元/亩 

たばこ税 たばこを購買する単位が納税者 20％ 

不動産税 課税対象地域内家屋の所有と貸与が対象 所有：1.2％ 
貸与：12％ 

車両船舶税 車両及び船舶の取得及び所有が対象 従量税 

契税 中国国内において土地使用権の払い下げや譲渡、建物の売

買、譲渡、交換が対象 
引き受け側の組織と個人が納税者 

3～5％ 

印紙税 税法で列挙された契約書、又は契約の性質を有する所有権

移譲書類認可証、会計帳簿等が対象 
0.005～0.1％ 

関税 輸出入物品が対象 0～270％ 

（出所）各種税法、暫行条例、規則により作成 

2．企業所得税 

企業所得税は中国国内にある企業、その他収入を得る組織の生産経営所得とその他の所得に対

して課税する所得税である。課税対象となる企業は、中国における居住企業及び非居住企業に区

分される。居住企業と非居住企業は、その適用税率及び課税範囲がそれぞれ異なる。 

 

居住企業に対する企業所得税の基本税率は 25％である。ただし、一部特定の企業に対し、優遇

税制が設けられており、例えば、小規模薄利企業は 20％に、ハイテク企業は 15％に軽減される。 

非居住企業に対する基本税率は 20％である。ただし、中国に恒久的施設を有さない非居住企業

の中国源泉所得に対しては、優遇税制により 10％に軽減されている。 

 

課税所得は、各納税年度の総収入から原価、費用及び損失を控除した残額（利益）として算定

され、税法上の損金不算入項目・益金不算入項目等で調整される。 

収入、非課税収入、免税収入及び損金計算項目に対しては、企業所得税法及びその実施条例で

詳細に規定されている。特に交際費や組合経費等のような一部損金算入限度額がある項目につい

ては注意すべきである。 

中国国外源泉所得に対し、日本と同様に外国税額控除制度があり、国外で納付した税額は限度

額まで控除できる。 
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課税所得計算における収益認識基準は「発生主義」に基づく。具体的には、販売収入、役務収

入、財産譲渡収入、投資による収入等が収益を構成する。 

課税所得を正確に計算できない場合には、同業又は類似業種の利益水準を参考に課税所得が推

定される。 

 

損金計算項目の範囲は、収入に対して関連する合理的な原価、費用、特定の税金、損失及びそ

の他の支出ということになる。 

 

優遇税制は、2008 年 1 月 1 日に新企業所得税法が適用される以前は、外商投資企業に対して数

多く存在していた。しかし、新企業所得税法の適用により、外商投資企業と中国企業とは、ほぼ

同様の取り扱いになった。これが近年の企業所得税に関する大きな変更点の 1 つである。企業所

得税法及びその実施条例には、免税、減税、損金の追加算入、固定資産の加速償却、課税所得額

の減額等の優遇税制が設けられている。 

新型コロナウイルス感染症に対する経済対策として、以下の税務上の特別措置が打ち出されて

いたが、これは 2020 年 12 月 31 日までの期限措置である（財政部、国家税務総局公告 2020 年第

28 号：2020 年 5 月 15 日公布）。 

・ 感染防止・抑制に重要な保障物資生産企業が生産拡大のために新規購入した設備の一括損

金算入。 

・ 感染防止物資の寄付の損金算入。病院への直接寄贈の損金算入。 

・ 感染症により経営困難になった企業の 2020年に発生した税務上の欠損に対する繰延を 5年
間から 8 年間に延長。 

国務院は、2020 年 8 月 4 日付けで「新時代における集積回路産業及びソフトウェア産業の高品

質な発展を促進する若干の政策」（国発【2020】8 号）を公布し、財務・税務、投資・融資、研究

開発、輸出入、人材、知的財産権、市場応用、国際提携等の分野から集積回路産業及びソフトウェ

ア産業に対する 37 項目の支援政策・措置を打ち出した。 

これは中国が注力する半導体育成策の一環である。例えば、国が奨励する集積回路の線幅が

28nm 以下、かつ経営期間が 15 年以上の集積回路メーカーまたはプロジェクトは 1 年目から 10 年

目までの企業所得税を全額免除する。 

国が奨励する線幅が 130nm 以下の集積回路メーカーの課税年度に発生した損失は翌年度以降に

繰り越すことを認める。また繰越期間は 10 年を超えないものとする。一定の期間において、集積

回路の線幅が 0.25µm 以下の特殊工程集積回路メーカーが輸入する原料、消耗品、クリーンルーム

建材、集積回路製造設備部品等に対する輸入関税を免除する。 
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特別税務調整とは、関連企業間取引が独立企業間取引の原則に合致しないことにより、企業又

は関連企業の課税所得を減少させた場合に、税務機関が合理的な方法に従い調整を行うことであ

る。特別税務調整は 2008 年新企業所得税法において、大きく内容が変更された。企業所得税法で

は、移転価格税制、タックスヘイブン対策税制、過少資本税制及び商業的合理性なき取引の調整

を規定している。 

 

企業所得税の納税年度は、会社法上の会計期間と同様に西暦の 1 月 1 日から 12 月 31 日までと

されている。納税申告に関しては、月ごと又は四半期ごとに予定納付を行い、年度終了日（12 月

31 日）から 5 ヵ月以内に、確定申告を行い、納付税額又は還付税額を精算する。 

なお、法定申告期限は年度終了日から 5 ヵ月以内であるが、実務上は、各所轄税務局からの個

別依頼により、早めに申告納付を完了するよう依頼されることがあるので注意が必要である。 

 

3．増値税と発票基準 

中国の増値税は、付加価値税に該当するが、その課税対象は、貨物の販売及び輸入、加工又は

修理に係る労務の提供、サービスの提供、無形資産の譲渡、不動産の販売となっている。従来、

中国ではサービスの提供等の取引に対しては、別途「営業税」が課されていたが、2012 年 1 月か

ら始まり 2016 年 5 月に完了した増値税改革プログラムにより、営業税の増値税への全面的移行が

なされた。また、2018 年 5 月 1 日より一部の増値税率が変更（17％から 16％、11％から 10％）と

なっている。 

 

増値税は①中国国内における貨物の販売、②輸入、加工又は修理に係る労務の提供、③サービ

スの提供、④無形資産の譲渡、⑤不動産の販売を課税対象にしている。 

 

中国では、増値税の税率は米中貿易摩擦や新型コロナウイルス等の国内景気への影響を考量し

て小刻みに低減されてきている。具体的には次の通りである（2021 年 2 月末時点）。 
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図表 12-3 増値税の税率 
税率 課税行為 

6％ 付加価値電信サービス、金融サービス、現代サービス及び生活サービスの提

供、土地使用権以外の無形資産の販売 

9％ 交通運輸、郵便、基礎電信、建築、不動産のリースサービス、不動産の販売、

土地使用権の譲渡、農産物や水、天然ガス等の貨物の販売或いは輸入 

13％ 貨物の販売、加工、修理役務、有形動産のリースサービス或いは貨物の輸入 

0％ 国内の組織及び個人に発生した特定のクロスボーダーの課税行為 
 

ただし、小規模納税者は一般的には 3％となっている。 

 

増値税は付加価値に対して課税するため、納付税額は売上税額から仕入税額を控除した残額で

ある。即ち、納付税額の基本的な算式は以下の通りである。 

 
・納付税額 ＝ 売上高 × 税率 － 仕入税額 

 
また、一定基準を満たさない小規模企業は、「小規模納税者」として、直接売上高の 3％の徴収

率により納付税額を計算する方式がとられている（ただし、仕入税額控除なし）。 

 

輸出貨物増値税の還付方式には「免除・控除・還付」と「免税・還付」という 2 つの方式があ

る。一部の貨物については、輸出貨物増値税の還付率が課税率よりも低いため、輸出製品に関連

した増値税が全額還付されず、その一部が企業負担となっている。 

 

増値税発票には増値税専用発票と増値税普通発票がある。 

増値税専用発票は、増値税の一般納税者が貨物を販売する場合又は増値税の課税役務を提供す

る場合に、購入者に対して発行する発票（中国語で領収書）のことである。 

中国では、増値税専用発票は、購入者にとって取引の証拠であり、増値税の仕入税額控除を行

うための証憑として重要な意味を持っている。この増値税専用発票は、専用システムにより発行

され、その発行、取消等は税務局によって厳格に管理されている。 

増値税普通発票とは業界ごとに統一発票が定められたもので、例えば商業小売統一発票、飲食

業統一発票、ホテル業統一発票等、タクシー業統一発票等がある。 

増値税専用発票と増値税普通発票は企業所得税の損金算入のための証憑となる。 

増値税専用発票による仕入税額は、その受け取った増値税専用発票について、その発行日から
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起算して 180 日以内（2017 年 7 月 1 日以降は 360 日以内）に税務機関で認証を受けなければなら

ず、この期間を超える場合は、その仕入税額は控除できない。また、認証された増値税専用発票

は、認証された当月において、増値税の関連規定に従い、仕入税額として控除を申請する。規定

の期間内に控除の申請をしない場合は控除できないため注意が必要である。 

増値税専用発票については電子化の検討が進められている。2020 年中に上海、北京、重慶、広

州の一部の地域において試行している状況にある。財政部は「電子会計証憑の精算・記帳・ファ

イリングを規範化することに関する通知」（財会［2020］第 6 号）を公布し、電子商取引の発展・

推進に伴い、電子発票、電子税関専用納付書、銀行電子領収書等の電子会計証憑の整備を進めて

いる。これに伴い会計ソフトのアップグレードも行う必要がある。 

 

増値税の納税対象期間は、主管税務機関が納税者の納付税額に応じて、毎日、3 日ごと、5 日ご

と、10 日ごと、15 日ごと、1 ヵ月ごと、四半期ごとの中から決定する。一定の期間ごとの納税が

できない場合は、課税対象取引の都度、納税申告を行う。 

 
図表 12-4 納税対象期間及び申告納税期限 

納税対象期間 申告納税期限 

1 ヵ月ごと、四半期ごと 期間満了日から 15 日以内 

毎日、3 日ごと、5 日ごと、10 日ごと、

15 日ごと 
期間満了日から 5 日以内に予定納税し、

翌月 1 日から 15 日以内に申告納税及び

前月の予定納税を精算する 

 

①固定事業所を持つ事業者の場合 

固定事業所を持つ事業者は、その機構の所在地の主管税務機関に対して申告納付しなければな

らない。本部機構と支部機構が同一の省（市）にない場合は、各所在地の主管税務機関に対して

申告納付しなければならない。ただし、国務院の財政・税務主管部門或いはその権限のある財政・

税務機関の承認を得て、本部機構が本部機構所在地の主管税務機関に対して一括して申告納付す

ることができる。 

 
②固定事業所を持たない事業者の場合 

固定事業所を持たない事業者が貨物の販売或いは課税役務の提供を行う場合は、販売地或いは

役務発生地の主管税務機関に対して申告納付しなければならない。販売地或いは役務発生地の税

務主管機関に対して申告納付をしていない場合は、その組織の所在地或いは居住地の主管税務機

関が追徴の権利を持つ。 

 
③貨物の輸入の場合 

貨物を輸入する場合は、通関地の税関に対して申告納付しなければならない。 
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④源泉徴収義務者 

源泉徴収義務者は、その機構所在地又は居住地の主管税務機関にその源泉徴収する税金を申告

納付しなければならない。 

中国では、日本と異なり、領収書（発票）を税務局が管理しており、企業は発票を発行するた

めには税務局から発票の綴りを購入する必要がある。そのため、本来は日本と同様に、発生主義

に基づき収益と費用を計上すべきであるが、実務上、いわゆる発票基準（仕入先からの発票入手

時に仕入計上し、販売先に発票を発行した時に売上計上）による処理が行われることもあるため、

留意が必要である。 

 

 

ひとくちメモ 7：「現地財務担当者の繁忙時期は？」 

中国子会社に訪問するときや問い合わせをする際、できれば現地担当者の繁忙期を避けたいものであ

る。 

月次ベースでは増値税の申告期限が毎翌月 15 日以内に行う必要がある。財務担当者は 1 ヵ月分の増

値税専用発票と伝票と取引証憑のデータを税務申告用の政府指定の金税システムに入力しなければなら

ない。会社の規模や取引量にもよるが、分量が多い会社の財務担当者にとって、この作業はかなりの負

担になっている。このため財務担当者は毎月第 1週と第 2週までが特に忙しいことが多い。 

年次ベースでは、会計面では 12 月末の決算で 1月末までか 2月上旬までに決算を固め、旧正月明けの

2 月下旬から 4 月くらいまでに会計士の会計監査の対応を行うことになる。また、企業所得税が年度末

から 5ヵ月以内が申告期限であるため、通常、4月、5 月は、この作業で忙しい。 

 

ひとくちメモ 8：「受け取った発票が不正・偽造の場合は？」 

受け取った増値税発票（専用発票、普通発票）が不正発票の場合、税務申告の際に受けつけてもらえ

るかどうかという問題である。 

偽造、変造、違法取得、虚偽発行等の不正発票は、企業所得税申告上は損金算入の証憑とはならない。

つまり税金で控除できない。 

この場合、どうするかであるが、確定申告終了までに発票を発行した相手方に交換・補足発行を要求

しなければならない。交換・補足発行ができない場合には、相手が発票を受けることのできない原因の

証明資料（相手方の登記抹消、破産広告等）、業務活動に係る契約書、貨物運送の証明資料、貨物の入出

庫の内部証憑等を提示して実証する必要がある（企業所得税損金算入証憑管理弁法第 14 条）。 

増値税の申告に際しては、政府の増値税の申告のシステムである金税システムを利用することになる

が、当該、増値税専用発票が偽造、変造の場合は受け付けてもらえずはじかれてしまう可能性が高い。

この場合企業側の損失になってしまう。 
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4．個人所得税 

2018 年 8 月に個人所得税法改正案が全人代常務委員会で可決され、7 年ぶりに個人所得税法が

改正された。改正後の個人所得税法は 2019 年 1 月 1 日より施行されている。 

 

図表 12-5 居住者と非居住者の課税範囲 

 

個人所得税の納税義務者は、「居住者」と「非居住者」に分けられており、それぞれ課税範囲が

異なる。ここでは、日本からの出向者（駐在員）及び出張者を想定して、日中租税条約に基づき、

以下の表をベースに解説する。 

上記の表における「居住者」とは、中国国内に住所を有している個人及び中国国内に住所を有

していないが、中国に 183 日を超えて居住している個人のことを指す。 

「非居住者」とは、住所はないが中国に 90 日超から 183 日以下居住している個人、及び中国国

内に住所がなく居住もしていない（滞在期間 183 日以下）個人のことを指す。日本人駐在員は、

通常は、中国国内に住所がないと判定される。 

「中国国内源泉所得」と「中国国外源泉所得」とは、中国国内に「所得の源泉」が有るか否かの

違いから生じ、所得の支払地によるのでなく、所得の源泉地がどこかによる区分である。ただし、

支払地点が中国国内にあるか否かに関わらず、以下の場合には、中国国内源泉所得と認識する。 

 就任、雇用、契約履行等のために中国国内で労務を提供することにより取得した所得 

 財産を賃借人に賃貸して中国国内で使用させることにより取得した所得 

 中国国内の建築物、土地使用権等の財産を譲渡し、又は中国国内においてその他の財産を譲

渡して取得した所得 

納税義務者の区分 居住期間 

源泉所得と納税義務の有無 

中国国内 

源泉所得 

中国国外 

源泉所得 

中国国内に 

「住所」あり 
－ － 課税 

中国国内に 

「住所」なし 

居住者 

6 年超 課税 

183 日超 6年未満 課税 非課税 

非居住者 

90 日以上 183 日以下 課税 非課税 

「短期滞在者」規定 

に該当 
非課税 
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 ライセンスの中国国内における使用を許諾することにより取得した所得 

 中国国内の会社、その他の経済組織又は個人から取得した利子、配当等 

 

中国に住所はないが、1 納税年度内において中国に連続して或いは累計で 90 日を超えない非居

住者（日本の非居住者の場合、日中租税条約により 183 日以下）は、その中国源泉所得を中国外

の雇用者が支払い、かつ当該雇用者の中国内の機構、場所に負担させない部分は個人所得税の課

税が免除される。 

日中租税条約に規定されている短期滞在者の免税規定は以下の通りである。 

① 暦年の滞在期間が 183 日を超えないこと 

② 報酬が国外の雇用主から支払われていること 

③ 報酬を国内の恒久的施設（PE）が負担していないこと 

 

出張者の活動が恒久的施設（PE）として認定された場合は、その給与は当該恒久的施設が負担

しているものとされ、上述の短期滞在者の免税条件③を充足せず、中国にて給与全額を対象に日

割課税されることとなる。 

即ち、日本本社が出張者 PE 課税認定を受けた場合、その PE のために中国で勤務する出張者の

給与は PE が負担するものとなるため、この「短期滞在者」規定の適用はなくなる。たとえ、183
日以下の滞在であっても、非居住者として中国に滞在した日数分の課税を受けることになる。 

 

個人所得税の課税対象は、個人が取得する課税所得である。現金、現物、有価証券等の収入を

含む。個人所得税は、総合課税と分類課税の結合方式を採用して課税する。 

居住者の賃金・給与所得、労務報酬所得、原稿料所得、 特許使用料所得の 4 種類の所得には総

合課税制度が適用される（図表 12-6 参照）。 総合所得は納税年度における各所得の金額を合計

して所得税額を計算する。雇用主は月ごとに源泉徴収し、従業員は年度の確定申告を行う。 

非居住者は、総合所得として所得税額を計算せず、給与・賃金所得は月ごとに所得税額を計算

する。雇用主は月ごとに源泉徴収し、年度の確定申告を行わない。 
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図表 12-6 個人所得税の課税範囲 

所得種類 税率 

(1) 賃金、給与所得 

総合課税 (2) 役務報酬所得 

(3) 原稿料所得 

(4) 特許権使用所得 

(5) 経営所得  
 

 
分類課税 

 
 

(6) 利子、配当、利益分配 

(7) 財産賃貸所得 

(8) 財産譲渡所得 

(9) 一時所得 

 

図表 12-7 非居住者（外国人）賃金・給与所得に係る月次税率表 
等級 月次課税所得額 

（人民元） 
税率 

（％）

速算控除額 
（人民元） 

1 3,000 以下  3 0

2 3,000 超、12,000 以下 10 210

3 12,000 超、25,000 以下 20 1,410

4 25,000 超、35,000 以下 25 2,660

5 35,000 超、55,000 以下 30 4,410

6 55,000 超、80,000 以下 35 7,160

7 80,000 超 45 15,160

 

源泉徴収義務者は、月次で税額計算し、個人所得税を源泉徴収し、年度確定申告を行わない。 

計算式は以下の通りである。 

 

国内源泉所得＝国内外収入額×国内勤務日数÷西暦日数 

国内勤務日数＝実際の出勤日＋国内外の法定休日＋国内外の個人休日＋国内外教育訓練日数 

月次源泉徴収課税所得＝月次所得－月次基本控除（5,000 元）－法律で規定されるその他の控除 

月次源泉徴収税額＝月次源泉徴収課税所得×税率－速算控除額 （※税率は図表 12-7 参照） 

 

2020 年 3 月 1 日から 6 月 30 日までに個人所得税改正後の初めての個人所得税確定申告が実施

された（2019 年度の所得）。なお確定申告の対象は居住者のみである。中国における外国からの派

遣者に対しては、一部政策的な免税措置が設けられており、一定の条件を満たし、有効な証憑を

取得できる場合には、次の手当に関して暫定的に課税が免除されている。 
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2021 年 12 月 31 日までは、下記、図表 12-8-１の免税手当が適用されるが、2022 年 1 月からは、

下記、図表 12-8-2 の特別付加控除項目が適用される。 

例えば会社が負担する社宅費用（住宅手当）は、従来非課税だったが、2022 年 1 月以降は社宅

費用を給与に加算し、各都市の定める控除金額（例えば上海では 1 万元）までしか控除できなく

なる。 

 

図表 12-8-1 外国からの派遣者の免税手当（2021 年 12 月 31 日までの適用） 

手当項目 内  容 課税・ 
免税 

住宅手当 
食事手当  
クリーニング手当 

実費精算及び会社が住宅を無料で提供する場合 免税 

会社が定額で支給する場合 課税 

転勤（引越）手当 
実費精算の場合 免税 

毎月或いは定期的に支給する場合 課税 

出張手当 交通費・宿泊費等の証憑を備える合理的な部分 免税 

親族訪問（ホームリーブ）手当 出向者本人の 1 年 2 回までの実費旅費 免税 

語学研修費・子女教育費 合理的な範囲の部分 免税 

中国国外での社会保険料 個人負担分及び会社負担分 課税 

 

図表 12-8-2 外国からの派遣者の特別付加控除項目（2022 年 1 月 1 日から適用） 

① 子女教育支出（子女 1 人あたり月額 1,000 元まで） 

② 継続教育支出（学歴教育月額 400 元、継続教育年額 3,600 元まで） 

③ 高齢者扶養支出（月額 2,000 元まで） 

④ 重大疾病医療支出（年額 80,000 元まで） 

⑤ 住宅ローン利息（月額 1,000 元まで） 

⑥ 住宅賃借料（月額 800〜1,500 元まで） 

 

5．関税 

中国の関税は、従価税、従量税及び両者を併用する複合税からなる。なお、関税価格は、取引

価格をもとに税関により決定され、輸入品が着岸するまでの輸送費、その他の費用、保険費を含

む。また、取引価格が確定できない場合は、税関により、同様商品の取引価格や類似商品の取引

価格、国内販売価格からの差引、価格計算（コスト＋利潤＋費用＋輸送費＋保険費）又はその他

の合理的方法に準じて確定される。 

国務院関税税則委員会は毎年、従量税と複合税を適用する商品リストを公布する。中国の輸入

関税は「 恵国税率」、「暫定税率」、「協定税率」、「特恵税率」、「普通税率」に分類される。 
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現在、中国の輸出関税は主に従価税が取られており、従価税の課税基準は、輸出品の関税価格

であり、以下の通り計算される。 

・輸出品関税税額 ＝ 関税価格 × 関税率 

 

ひとくちメモ 9：「 近の輸入に係る税務調査の動向は？」 

関税を徴収する中国税関の税務調査の 近の傾向として、全国で収集した通関申告データに基づき、

輸入貨物申告価格に対する調査案件が増加している。故意に輸入申告価格を低くして輸入関税を過少納

付する行為がないかが税関の価格審査の重点の一つになっている。 

一方、企業所得税等を徴収する税務局は、企業が関係会社等からの輸入の仕入価格を高くして、利益

を故意に低くすることで、課税所得を意図的に低減して、企業所得税を過少納付していないかが、税務

調査の重点の一つになっている。 

以上のことから、同じ税務当局でも輸入価格を意図的に低く抑えていないかを調査する税関と、意図

的に輸入価格を高くしていないか調査する税務局とでは、調査の視点が異なっているのである。 

 

6．環境保護税 

近年の環境保護に対する意識の高まりを受け、中国政府は、2018 年 1 月 1 日から環境保護税を

導入し、汚染物（大気や水の汚染物質、ごみ、騒音）を出している企業に対し、排出量に応じて税

金を課すこととした。納税義務は汚染物を排出した日に発生し、毎月又は四半期ごとに納税する

こととなったが、農業における生産活動から排出される汚染物質や自動車、機関車、船舶及び航

空機等から排出される汚染物質、都市部の下水処理及び廃棄物処理場から排出される汚染物質等

については、今のところ課税はされていない。 

環境保護税法では、大気汚染物及び水質汚染物の具体的な税額については、環境保護税税目税

額表に記載される税額の範囲内で各地の現状に基づき確定することと規定されている。ただし、

固形廃棄物について範囲はなく、全国統一の税額となっている。大気汚染物と水質汚染物の税額

（単位あたり）の範囲は以下の通りである。 

・大気汚染物 ＝ 1.2 元～12 元/汚染当量 

・水質汚染物 ＝ 1.4 元～14 元/汚染当量 

なお、汚染当量とは、汚染物質の排出量を汚染当量値（当量値表に記載された課税される汚染

物の物質毎の固有単位）で割って算出するものである。 

固体廃棄物の課税は、固体廃棄物の排出量（発生量から固体廃棄物の貯蔵量や利用量等を引い

たもの）に基づくものとするが、納税者が固体廃棄物を違法に処理、又は虚偽の納税申告を行っ

たことがある場合、当期の固体廃棄物の発生量を固体廃棄物の排出量として課税する。 

また、大気汚染物や水質汚染物についても、原則として汚染物の排出量に基づき課税するが、

納税者が汚染物自動計測装置の未取り付け、計測された数値の偽造、又は虚偽の納税申告を行っ

た場合は、当期の大気汚染物及び水質汚染物の発生量を大気汚染物及び水質汚染物の排出量とす

るため、違法行為や虚偽の納税申告を行うと課税対象が増加する点に留意が必要である。 
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7．移転価格税制 

移転価格税制とは、関係会社との取引の場合に実際の取引価格が経済的に独立した企業間価格

と異なる価格等で取引されることにより、例えば中国子会社に計上されるべき課税所得が海外に

移転しているとみなされる場合に適用される税制である。中国の移転価格税制は、諸外国におけ

る国際租税回避防止策と整合性のとれたものとなっており、「OECD 移転価格ガイドライン」の考

え方に則している。 

中国国家税務総局が公布した「移転価格税制に係る文書化制度に関する通達（2016 年 42 号公

告）に基づき、移転価格の文書化を行わなければならないが、中国における移転価格の文書化は

マスターファイル、ローカルファイル及び特殊事項文書から構成される。 

以下のいずれかを満たす企業はマスターファイルを作成し、親会社の会計年度終了後 12 ヵ月以

内に完成させ、税務機関から要求された日から 30 日以内に提出しなければならない。 

① 国外関連者取引が発生する企業で、かつ、当該企業を連結子会社とする 終持株企業が所属

する企業グループがすでにマスターファイルを準備している。 

② 年間の単体の関連者取引総額が 10 億元を超える（国内関連者取引の金額を含む）。 

 

また、以下のいずれかを満たす企業は、ローカルファイルを作成し関連者取引発生年度の翌年

6 月 30 日までに完成させ、税務機関から要求された日から 30 日以内に提出しなければならない。 

① 年間の関連者との有形資産所有権譲渡金額（来料加工業務は年度輸出入通関価格に基づい

て計算）が 2 億元を超える。 

② 年間の関連者との金融資産（売掛金、受取手形、その他未収入金、持分投資、債権投資及び

デリバティブにより形成された資産等を含む）の譲渡金額が 1 億元を超える。 

③ 年間の関連者との無形資産所有権譲渡金額が 1 億元を超える。 

④ その他の関連者取引金額（役務取引、金融資産取引に係る利息及び有形資産と無形資産の使

用権の譲渡の対価となる賃貸料とロイヤリティ）が 4 千万元を超える。 

 

ただし、以下のいずれかの要件を満たす場合には、マスターファイル、ローカルファイル等の

準備が免除される。 

① 事前確認を実施している企業の事前確認に係る関連者取引。また、当該関連者取引の金額が

マスターファイル、ローカルファイル及び特殊事項文書の作成義務判定のための関連者取

引額には含めない。 

② 国内関連者のみと関連者取引を行っている。 

 

8．会計制度 

中国企業会計制度の基本法である中国の「会計法」で規定されている主なポイントは以下の

通りである。 
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図表 12-9 「会計法」の主なポイント 
項目 内  容 

会計期間 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日と規定されている。 

記帳通貨 
人民元が原則と規定されている。例外として、選択した 1 種類の外国通貨により記

帳することもできる。ただし、この場合でも報告通貨は人民元としなければならな

い。 

使用言語 
中国語が原則と規定されている。外商投資企業（外資出資比率 25％以上）等におい

ては、1 種類の外国語を併用することができる。ただし実務上は、政府提出書類につ

いては中国語のみとすることが主流である。 

原始証憑・会計伝票・

会計帳簿・財務会計 
報告書等 

全国で統一的に定められた会計制度に従わなければならない。例えば会計帳簿の種

類としては、総勘定元帳、補助元帳、資産管理台帳、現金預金出納帳等がある。 

会計帳簿作成時の 
注意事項 

会計帳簿には連続した頁数を記載し、誤記・欠頁・欠行等が生じた場合は、関連会計

規程に基づき修正を行い、かつ会計担当者等が修正箇所に訂正印を押す必要がある。

原始証憑の修正は、その発行元のみ修正が可能である。 

会計関連資料の 
保管期間 

2016 年の会計書類管理弁法の改正により、延長された。原始証憑・会計伝票・会計

帳簿の保管期間は 15 年から 30 年へ延長された。財務会計報告の保管期間について

は、四半期等の年度以外の財務会計報告書は 3 年から 10 年に延長されたが、年度財

務会計報告書は従来通り永久保存となっている。 

経理担当者の要件 
経理担当者は公的な「会計従業資格証書」を有しなければならない。経理責任者は、

「会計従業資格証書」を有すること、またはその従業経験が 3 年以上であることが

規定されている。 

 

中国当局に提出する会計伝票や会計帳簿は、中国国産の ERP パッケージである「用友」や「金

蝶」の会計モジュールを利用している日系企業が多い。使用する会計ソフトウェアは、中国語バー

ジョンを有さなければならず、システムから出力されるレポートは政府機関が定めた標準フォー

ムに従ったものである必要がある。例えば SAP やオラクル等の欧米系の ERP パッケージであっ

ても、「企業会計情報化工作規範」（財会[2013]20 号）等に準拠していれば、適用は可能である。 

 

会社の規模等に関わらず中国の全ての会社は会計年度終了時に、財務会計報告書を作成し、中

国の公認会計士の監査を受けなければならない（会社法第 165 条）。外商投資企業（外資出資比率

25％以上）、合弁企業（合弁企業法実施条例第 79 条）、合作企業（合作経営企業法実施条例第 79
条）、独資企業（外資独資企業法実施細則第 60 条）であっても会社法の一般規定を受けるため、

中国の公認会計士の監査を受けなければならない。 

中国の会社は 12 月決算のため、通常は 12 月末に会計士が在庫の棚卸に立会い、現金等の実査

をする。会社は 1 月から 2 月にかけて決算作業を行い、2 月から 4 月にかけて会計監査を受ける

ことになる。なお、会社の規模や状況にもよるが、期末監査をよりスムーズに進めるため、期末

前の 10～12 月頃に期中監査を受けるケースも多い。 
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中国当局に提出する会計伝票や会計帳簿は、中国国産の ERP パッケージである「用友」や「金

蝶」の中国の会計基準には、旧基準と言われる「企業会計制度」と、新基準と言われる「企業会計

準則」が併存している。どちらの会計基準を選択するかは、地域や会社の規模等により異なるが、

深圳や上海等の一定の地域にある大中型企業については、新基準と言われる「企業会計準則」の

適用が強制されている。政府からは何も公表されてはいないが、将来的には新基準に一本化され

る可能性がある。 

 

図表 12-10 旧基準と新基準の主な特徴 
 旧基準 新基準 

税効果 税効果会計の適用は任意 税効果会計の適用が必要 

デリバティブ 基準がなく一般的に簿外処理 公正価値により資産・負債計上 

関係会社投資 ・子会社投資は持分法 

・関連会社投資は持分法 

・子会社投資は原価法 

・関連会社投資は持分法 

固定資産 資産除去債務の基準がない 資産除去債務の認識が必要 

のれん 償却が必要 償却は行わず毎期減損テストを実施 

連結財務諸表 作成は任意 作成が必要 

 

中華人民共和国の初期（1949 年から 1978 年前後まで）は旧ソ連式の会計が国営企業や集団企

業に対して適用されていた時期があった。記帳方法は収付記帳法、貸借記帳法、増減記帳法等で

ある。その後中国は社会主義市場経済に舵を切り、1993 年に政府主導で当時の国際会計基準や米

国会計基準の動向を考慮して「旧企業会計準則」（その後廃止）を公布し、さらに 2000 年に「企

業会計制度」、2007 年に「企業会計準則」という会計基準を導入した。 

記帳方法は貸借記帳法に統一された。中国に近代的な会計が導入されたのは、つい 近のこと

なのである。現在では複式簿記を前提に、帳簿体系も総勘定元帳、補助元帳、試算表、伝票等で

あり、基本的な財務諸表も貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等と一般的なもの

である。 

中国では金融機関以外の一般事業会社が会計上、貸倒引当金を計上する場合、企業所得税上は

基本的に有税となる（税務上損金として認められない）（企業所得税法第 8 条、同実施条例第 32
条）。税務上も損金算入できるのは、取引先が破産、閉鎖、解散、撤退を宣言した場合と、債務者

の返済期限より 3 年以上超過し、かつ確実な証拠で返済不能を証明できる場合に限定されている。 

在庫に関しては会計上、評価減を計上する場合、企業所得税上は、基本的に在庫評価損は有税

となる（税務上損金として認められない）。実際に棚卸で廃棄した、あるいは実際に損失が発生し

たことを証明できる合理的な証拠が必要となる（財税[2009]57号及び国家税務総局[2011]第 25号）。 

ただし、会計基準では、貸倒引当金は期末に債権の回収可能性を分析し、発生すると見込まれ

る貸倒損失相当額を見積り計上する（企業会計制度第 53 条、企業会計準則第 22 号第 41 条）。ま

た棚卸資産の帳簿価格が正味実現可能価額よりも高い場合には棚卸評価損失引当金を計上する必

要がある（企業会計制度第 54 条及び企業会計準則第 1 号第 15 条）。 
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中国の財務担当者が、余分な税金（資金の支出）を支払わないようにすることが優秀な財務担

当者であると誤解しているケースや、現地の税務当局の指導が絶対だと理解しているケースも見

受けられる。日本企業の中国子会社の中にはこのような会計上の引当処理等が後回しになり、日

本の連結決算で決算発表の延期をして大きな損失処理をせざるを得なくなった会社もある。現地

の財務担当者には「有税となっても会計基準に準拠した処理をすべき」という日本本社の方針を

指示し、税務当局との事前の相談や税務申告調整等を行い、会計基準に準拠した適切な会計処理

を進めてもらう必要がある。 

 

ひとくちメモ 10： 

「日系の中国子会社での会計不正の報道を見聞きするようになりましたが、どのような事例が多いの

でしょうか？」 

企業グループ内で非中核部門と位置付けられ、現地に人材を十分に配置できずに、売上や利益目標達

成の強いプレッシャーがかかる場合に発生している傾向にあります。 

連結決算ベースで重要性が比較的低い子会社に発生した不正でも、予想以上にインパクトが大きく、

日本本社の決算発表の延期と連結決算の訂正に至る事例も発生しています。 

会計不正の傾向としては、売上循環取引、販促費先送り、売上原価過少計上、仕掛品過大計上、滞留

在庫評価逃れ、簿外債務、工事原価付替、減価償却の意図的停止、減価償却表改ざん等の事例が報告さ

れています。 

資産流用の傾向としては外部ベンダーや販売先と結託しプール資金の作出、外注費一部キックバック、

商品券換金、原材料流用、コンサル費用・家賃流用。在庫を流用し棚卸差異表改ざん等の事例が報告さ

れています。 
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 用地取得 

 

1．中国における土地と土地使用権 

中国では、中国の全ての土地が全人民所有、即ち国家所有又は農民の集団所有に属するとされ

る。土地管理法においては、以下のように両者の区分をしている。 

①国有とされる土地 
都市部の土地、農村及び都市郊外地域において、既に法により没収・徴収・強制購入されて

国有となった土地、国が法により収用した土地、法により集団所有に属しない林地、草地、荒

れ地、干潟及びその他の土地等 

②農民による集団所有とされる土地 
農村及び都市郊外地域の土地（法律の規定により国有となる場合を除く）、宅地等 

 

上記の通り、中国の全ての土地は、国有土地及び集団所有地に分けられているが、土地管理法

により、土地の所有者は自分以外の企業又は個人に土地使用権を与えることで土地を使用させる

ことが認められている。土地使用権は、国有土地使用権及び集団土地使用権に分けることができ

る。 

国有土地使用権は、その国有土地の取得方式により、払下土地使用権と割当土地使用権に分け

られる。 

 

払下土地使用権は、国家により一定期間を定めて土地使用者に払い下げられ、土地使用者が国

家に対して、払い下げ金を支払うことにより取得する国有土地使用権を指す。払い下げは通常、

入札、競売、公示により行われ、払下土地使用権を取得した場合、払下契約で定めた使用期間内

において、対象となる土地の使用権を譲渡、相続、賃貸或いは抵当権の設定等の処分を行うこと

ができる。国有地の払い下げの 長使用年限は以下の通りである。 

・ 居住用地：70 年 
・ 工業用地：50 年 
・ 商業、観光、娯楽用地：40 年 
・ 学校その他用地：50 年 

 
外国企業が土地使用権を取得するのは、通常、生産企業が工場建設する場合か、商業企業が商

業施設を建設する場合かのいずれかが多いが、前者の場合は、対象となる土地は工業用地となり、

その 長使用年限は 50 年となる。 

一方、後者の場合、対象となる土地は商業用地となるため、その 長使用年限は 40 年となる。

なお、払下契約上で規定した土地使用権の使用期間が満了した場合は、遅くとも期間満了の 1 年

前までに更新の申請を行わなければならず、更新の許可を受けた場合は改めて土地使用払下契約

を締結し、規定に基づき土地使用権払下金を納付しなければならない。 
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割当土地使用権とは、割当方式によって取得した国有土地使用権を指す。割当方式とは、県レ

ベル以上の人民政府による許可に基づき、当該人民政府が対象区間の土地を土地使用者に引き渡

して使用させることをいう。 

割当が認められるのは、①国家機関の用地、軍用地、②都市インフラ用地及び公共事業用地、

③国が重点的に支援するエネルギー、交通、水利等のプロジェクト用地等の公益的な性質を有す

る使用形態となる。このように割当土地使用権は公益的な性質を持つため、割当土地使用権は通

常土地使用の対価を支払う必要はないが、当該土地使用権を譲渡・賃貸することや抵当権を設定

することはできない。 

 

集団土地使用権は、各農村にある経済組織に属する農民が法律に基づき共同で所有を認められ

た集団所有地を使用する権利を指し、国有土地使用権とは大きく異なり、土地の利用範囲や処分

等で大きな制限がある。通常、集団所有地は、払い下げ、譲渡又は非建設用への賃貸が禁止され

ており、もし払い下げや譲渡の必要がある場合は、国家による収用手続きを経て国有土地に転換

した後で、国有土地の土地使用権として払い下げを行うこととなることに留意が必要である。 

 

2．土地管理法、都市不動産管理法、国有資産管理法 

中国の土地に関しては、様々な法令があるが以下図表 13-1 ではその主な法令を紹介する。 

 
図表 13-1 土地に関連する各種法令 

法令名 内容 

土地管理法及び土地管理法実施条例 1988 年に公布された土地管理に関する基本法となり土地使用権

の払い下げについても規定している。しかし、具体的な払い下げ

については、払下譲渡暫定条例が別途存在する。 

都市不動産管理法 1995 年に公布された法律で、中国における不動産取引全般を総合

的に規律することを目的とする。払下譲渡暫定条例とともに、国

有土地使用権の払い下げ、譲渡手続きを規定しているだけでなく、

不動産の開発や取引全般にわたって規定しており、現在の不動産

に関する基本法となっている。 

国有資産管理法 
 

2008 年に公布された法律で、国有資産としての国有土地に関して

も適正な資産評価や公正な取引を行うことや情報の公開を行うこ

と等について定めている。 

 

3．遊休土地処理規則 

2012 年 6 月に公布された「遊休土地処理弁法（国土資源部令第 53 号）」は 1999 年に公布され

た同法を改訂したものである。当該弁法においては、国有建設用地の使用権を取得してから一定

期間を経ても開発に着手しない場合は、土地遊休費の徴収や使用権の無償回収を行うこと等を規

定しており、2012 年 7 月 1 日から施行されている。 
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当該弁法が公布された背景としては、中国の不動産価格の高騰の原因の一つに土地投機行為が

ある。つまり、取得した土地を長年にわたって意図的に放置し、土地価格の値上がりを待つ不動

産業者が存在する現状がある。そのため、遊休土地の管理を強化するために当該弁法が公布され

た。 

当該弁法が規定する遊休土地とは以下を指す。 

 国有建設用地の使用権者が国有建設用地使用権の有償使用契約又は割り当て決定書の約定、

規定する着工・開発日を超えて 1 年に達しても着工・開発していない国有建設用地 

 既に着工・開発しているが、開発した建設用地の面積が着工・開発すべき建設用地総面積の

3 分の 1 に満たない、又は既存投資額が総投資額の 25％に満たず、開発・建設を中止して 1
年を経た国有建設用地 

遊休土地の処理が完了するまで、使用権者は新たな土地の使用権の取得申請は受理されず、遊

休土地の払い下げや貸し出し、抵当権の設定、登記変更を行うことはできない。ただ、都市計画

の変更等の中国政府が原因で発生した遊休土地の処理については、開発期限の延長や変更、使用

権の有償回収、土地の交換等の処理を行うことが認められている。 

 

4．不動産のネット競売 

 

アリババ集団が経営する通販サイトである「陶宝網（タオバオ）」は 2012 年から裁判所と競売

物件の出品で提携している。例えば不動産、自動車、経営破綻企業の設備等である。不動産投機

を押さえるために、一定の社会保険料の納付を不動産購入の条件としたり、１世帯２物件までの

ように取得できる物件数の上限を設けている「限購令」を規定する大都市が多いが、現時点では

ネット競売ではこの限購令の制限を外している都市が多い。 

この不動産のネット競売では銀行が差し押さえた不良債権の担保としての不動産を消化する場

としているケースもある。次第にネットでの不動産市況が盛況となり、特にマンション価格が高

騰する状況が発生していた。 

2020 年 12 月 31 日、中国の金融監督局は 2021 年 1 月から銀行の住宅ローンや不動産企業への

融資に総量規制を設けると発表した。銀行の資産規模に応じて、総融資残高に占める住宅ローン

の残高の上限比率を規定することになる。なお対象となる銀行には外資銀行は含まれない。 
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 知的財産権 

 

1．中国の知的財産権制度と訴訟の傾向 

中国の「民法総則」には知的財産権として①著作物、②発明、実用新案、意匠、③商標、④地理

的表示、⑤営業秘密、⑥集積回路配置図設計、⑦植物新品種、⑧法律に定めるその他対象が規定

されている（同法第 123 条）。 

中国の知的財産権に関する法令には「特許法」（主席令第 8 号）、「商標法」（主席令第 59 号）、

「著作権法」（主席令第 26 号）、「コンピュータソフトウエア保護条例」（国務院第 632 号）等があ

る。 

これらの法律は中国における特許権の登録、商標の登録等を規定しており、それが知的財産の

紛争予防において重要である。もしそれが侵害された場合は、行政機関による停止命令や没収、

人民法院に訴訟を提起する手続が規定されている。 

中国において知的財産権を侵害された場合、 2 つの方法により保護措置を講ずることができる。

具体的には所管行政機関への紛争処理請求と、司法機関（人民法院）への訴訟がある。中国にお

いては行政機関による取り締まりと、行政処罰が多くなされている点が特徴的である。 

 

商標権に関しては工商行政管理局、特許権は知的財産権局、著作権は版権局に対し被害者が侵

害行為の停止を申し立てする。同管理部門が権利侵害行為の成立を認めた場合は、当局は直ちに

侵害行為の停止を命じ、侵害商品とその商品製造、登録商標の標識偽造に使用する道具を没収、

処分し、かつ過料に処すことができる。当事者がこの処理に不服がある場合、処理通知を受領し

た日から 15 日以内に中国の「行政訴訟法」に基づき、人民法院に提訴することができる。 

権利侵害者が期限内に提訴せず、かつ同管理部門の命令を履行しない場合は、同管理部門は人

民法院に強制執行を申し立てすることができる。 

近年ではインターネットを介した模倣品が急増しており、それに対する行政処罰事例が多く公

表されている。 

 

2014 年に北京、上海、広州で管轄地域の主要人民法院に知的財産権専門法廷が開設されている。

2017 年には管轄区域を越えて知的財産法廷が南京等に開設されている。訴訟により差押え、侵害

品の押収、廃棄、罰金を課すことは可能であるが、時間と費用がかかる。 

なお商標権、特許権等の侵害行為訴訟前差止め制度が創設され、判決が確定する前に商標侵害

商品や特許権侵害商品の生産、販売を停止させる途が開かれている。 

日系企業に係る事例としては商標の類似判断に係る裁判例として、提訴後に、2007 年に上海市

高等人民法院で判決が下された例がある。 
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「知的財産権税関保護条例」（国務院令第 572 号）により、税関総署に知的財産権保護登録を申

請することにより、登録データは全国各地の税関に伝達され、全国レベルで保護ネットワークが

国境の水際で構築できる。知的財産権の権利者の差押さえ申請、又は税関の職権により権利侵害

の疑義がある貨物が輸出入されようとしていることを発見した場合、貨物の輸出入地の税関は当

該権利侵害疑義貨物を差押えることができる。税関への提出担保は、銀行の保証でも可能となっ

た。 

 

「知的財産権侵害における刑事案件の処理についての具体的な法律運用に関する若干問題の解

釈」（法解[2004]19 号）により訴追要件や金額が厳格になり知的財産権の保護が強化され、刑罰が

強化されている。例えば商標の冒用罪で情状が重い場合は、3 年以下の有期懲役もしくは拘留に処

し、罰金を科している。 

 

2．特許権 

特許権（中国語では「専利権」）に関しては基本的に「特許法」（主席令第 8 号）、「特許法実施

細則」（国務院令第 569 号）、「特許行政法律執行規則」（知的財産局令第 71 号）等がある。 

特許法の保護対象に、発明、実用新案、意匠の 3 つがある点が、中国の特徴である（特許法第

2 条）。特に製品や商品等のデザインに関する「意匠権」は重視されている。国務院特許行政部門

が特許の出願を受理し、審査し、特許権を付与する（特許法第 3 条）。 

発明特許権の存続期間は 20 年、実用新案特許権及び意匠特許権は 10 年であり、出願の日から

起算する（特許法第 42 条）。 

「特許法の修正に関する決定」（主席令第 55 号：2020 年 10 月 17 日公布、2021 年 6 月 1 日施

行）によると、特許権の濫用が競争を排除または制限し、独占行為を構成した場合は「独占禁止

法」に基づき処理すること（第 5 条）、特許権の損害賠償金額については、実際の損害額や侵害者

が得た利益により確定するが、故意の侵害や情状が重大である場合は、損害額の 1 倍以上 5 倍以

下の金額で確定できるという懲罰的損害賠償規定が追加された（23 条）。さらに賠償金額を確定す

ることが困難な場合は 3 万元以上 500 万元以下（従来は上限 100 万元）の賠償を確定させること

ができる（23 条）と規定されている。また地方の知財管理当局に侵害事業者への立ち入り権限を

与えて、行政摘発の強化を規定している。 

中国に拠点がない外国人や外国企業が中国で特許を出願する場合には「特許代理機構」に委託

することになるが、特許代理行為をさらに規範化し、委託者、代理機構、代理人の合法的権益を

保障し、特許代理の発展を促すために「特許代理条例」の改正（知的財産局起草）が審議されて

いる。 

中国は政府をあげて特許の出願登録を勧めており、この傾向は 2001 年から顕著である。2015 年

においては日本の 3 倍以上となっている。 

 



 
中国の投資環境 

86 

3．商標権 

商標権に関しては基本的に「商標法」（主席令第 59 号）、「商標法実施条例」（主席令第 651 号）、

「商標評議審査規則」（工商行政管理局令第 65 号）等がある。 

商標局の審査を経て登録を認められた登録商標が商標専用権として保護を受ける（商標法第 4
条）。登録商標の存続期間は登録日から 10 年であり、更新登録後にさらに 10 年存続する（商標法

第 39 条、第 40 条）。 

出願に関しては先願主義を採用しつつも、他人が既に使用している商標を不正に抜け駆けして

登録（冒認出願）してはならないとしている（商標法第 31 条、第 32 条）。 

近では商標権の冒認出願が増加しており問題となっている。「冒認出願」とは、出願人の許可

を得ずに他人が法に基づき取得または享受した権利客体（例えば未登録商標、ドメイン名、商号、

著作権、姓名権等）を商標として出願する行為である。 

例えば使用目的でない商標の大量出願行為である。冒認出願は必ずしも商標法違反になるとは

限らない。商標権冒認出願から既存の権利者や利害関係者を保護するために、商標法では既存権

利者や利害関係者は、初期査定公告された商標について公告日から 3 ヵ月以内に商標局に異議を

申し立てることができる（商標法第 33 条）。 

冒認出願された商標がすでに登録された場合は、商標評議審査委員会に当該登録商標の無効宣

言を請求することができる（商標法第 45 条）。 

さらに悪意の商標登録出願に対して、事情によって警告や罰金等の行政処罰の規定を設けてい

る（商標法第 68 条）。 

悪意のある商標権訴訟に対して裁判所は処罰の実施を規定している（商標法第 68 条）。 

中国に拠点がない外国企業が商標の登録を出願する場合は、商標代理機構に委託をする（商標

法第 18 条）。外国で著名な商標について、中国内での著名（中国語「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ず（商標法第 13 条、14 条）、立証資料の作成にかなりの準備

が必要である。 

商標権を使用許諾することに関してロイヤリティの外貨送金をするには、商標局への契約の届

け出が必要である（商標法第 43 条）。 

中国の 2019 年の商標出願は約 784 万件と 2016 年の約 2.1 倍になっている。商標権侵害訴訟（第

一審）は約 6 万 5000 件であり、2016 年の約 2.4 倍にもなっている。 

日本の森・濱田松本法律事務所は中国に商標権等の保護を目的とした子会社を設立し、2021 年

3 月から業務を開始している。従来は、現地の法律事務所に対応を依頼していたが、日系企業向け

のサービスが提供できるようになったとしている。 

 

4．著作権 

著作権に関しては基本的に「著作権法」（主席令第 62 号、2020 年 11 月 1 日公布、2021 年 6 月

1 日施行）がある。 
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近年、改正された著作権法においては、著作物とは「文学、芸術、科学等の分野において、独創

性を有し、且つ、一定の形式を表現できる知的成果を指す」と定義されている（著作権法第 3 条）。 

著作権法においては、「映画の著作物及び映画製作に類似した方法で創作された著作物」は、「視

聴覚著作物」に該当する（著作権法第 3 条）。 

著作物は公表されているか否かにかかわらず著作権を有する（著作権法第 2 条第 1 項）。外国人

の著作物で 初に中国で出版されたものは著作権を有する（著作権法第 2 条第 2 項）。 

著作物には①文字の著作、②口述、③音楽、演劇、雑技芸術、④美術、建築、⑤映画、⑥工事設

計図、製品設計図、地図、見取図等の図形、模型、⑦コンピュータソフトウエア、⑧法律、行政法

規で期待するその他著作物がある（著作権法第 3 条）。 

他人の著作物を使用する場合には著作権者と使用許諾契約を締結しなければならないが（著作

権法第 24 条）、例えば、ある著作物や新聞、雑誌、メディア等の中で紹介し、引用する場合は、

著作者の氏名、作品名を明示しなければならない（著作権法第 22 条）。 

著作権の保護期間は著作者の死後 50 年である（著作権法第 21 条）。 

インターネット上で著作物等のコンテンツを提供する行為は「インターネット著作権情勢保護

規則」（国家版権局・情報産業部令 2005 年第 5 号）により規定されている。 

故意による著作権侵害行為について、情状が重大である場合の、賠償額の上限を、損害額の 5 倍

まで引き上げることができるとした「懲罰的な損害賠償制度」が導入された。法定賠償額の上限

は従来の（法改正前）50 万人民元から、500 万人民元に引き上げられている。 

 

5．ソフトウェア保護 

コンピュータのソフトウェアは著作権法の保護対象であり、別途、国務院が規定する法律に準

拠することになり（著作権法第 3 条、第 59 条）、「コンピュータソフトウエア保護条例」（国務院

令第 632 号）が規定されている。 

情報ネットワークを通じて公衆に提供される著作物等は「情報ネットワーク伝達権保護条例」

（国務院令第 634 号）が規定している。例えば、図書館の収蔵物のデジタル化著作物等がある。 
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 環境規制 

 

1．中国の環境問題 

1970 年代後半に始まった改革開放政策により、中国は大きく経済発展を遂げてきたが、その一

方で、経済発展がもたらした大気汚染や水質汚染、廃棄物問題等の環境問題に直面することとなっ

た。 

例えば微小粒子状態物質である「PM2.5」は深刻な大気汚染を中国で引き起こしているが、近隣

諸国においてもその影響を受けるといった状況も出てきている。実際、温暖化の原因となる二酸

化炭素の排出量に関しては、中国は既に世界第 1 位となっており、世界全体の二酸化炭素排出量

の 4 分の 1 以上を中国が占めているという現状がある。また、大気汚染だけではなく、水質汚染

や土壌汚染の事故も起きており、例えば 2011 年には中国海洋石油による原油漏れ事故、2012 年

の広西チワン族自治区でのカドミニウム汚染事故等が発生している。 

こうした環境問題に対し、中国政府は、さまざまな環境規制を取ってきたが、そうした環境規

制により日系企業にとっては環境対策コストの増大等の影響も出てきているため、中国の環境規

制の動向については今後も留意していく必要がある。 

 

ひとくちメモ 11：大気汚染 

中国では全国的に大気汚染が深刻な問題となっている。大気汚染の原因は自動車の排気ガスや石炭を

燃やした時に出る汚染物質であると言われている。例えば北京市では春先の季節は黄砂や「柳絮（りゅ

うじょ）」という綿毛のような樹木の種子も舞い、余計に呼吸器症状やアレルギー症状が出やすいと言わ

れている。 

冬場は冷気がさらに乾燥しているところに大気汚染の原因となる粒子状物質（PM2.5）により呼吸器が

余計に刺激され、風邪をひいても咳、痰、喉の痛みが長引くことになる。 

大気汚染の改善に関しては中国政府も交通規制や地下鉄の延伸化、新エネルギー車の促進や平均燃費

規制、環境税の導入等を進めているところである。 
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空が霞む北京市内の様子 

 

2．環境保護の体制 

中国は、環境保護を国策の一つとして掲げており、環境保全に対し積極的に取り組む姿勢を示

している。具体的に、環境保護が国策となったのは、1983 年に当時の李鵬副総理が「環境保護を

国策の一つとする」という発言をしたことがきっかけとなっているが、実際 1970 年代後半から始

まった急速な経済発展が水質汚染や大気汚染、廃棄物問題を引き起こし、それに対し中国が真剣

に環境保護問題に取り組まざるを得なくなった状況が発生したことが大きな原因としてあげられ

る。 

2015 年 9 月に公布された「生態文明体制改革全体方案」において環境政策の大きな方向性が示

され、2016 年に公布された「第 13 次 5 ヵ年計画」では「環境に配慮した経済発展」が今後の目標

として掲げられただけでなく、2017 年 12 月に開催された中央経済工作会議においても環境保護

が三大重点分野として位置づけられており、中国が真剣に国策の一つとして環境保護に取り組ん

でいることが窺える。2018 年 3 月に改正された「憲法」において、「国は生態環境の保護と改善、

汚染その他の公害の防止と改善する」（第 26 条）との条文が規定されている。 

2020 年 9 月 22 日には習近平国家主席は国連総会の一般討論でビデオ演説を行い、「中国は二酸

化炭素排出量を 2030 年までにピークアウトさせ、温室効果ガス排出量を 2060 年までに実質ゼロ

とする」という「3060 目標」を国際公約として公表した。これをうけて 2021 年 3 月に「第 14 次

5 ヵ年計画と 2035 年までの長期目標要綱」が人民代表大会で採択された。「第 14 次 5 ヵカ年計画」

では主要目標の一つとして「グリーン発展」が取り上げられている。これは森林のカバー率や気

象変動対応目標等が明記されている。 

現在、中国の環境保護政策の中心的役割を担っているのは、生態環境部（旧環境保護部等の機

関を中心に 2018 年に再編）であり、主な業務範囲としては以下の通りとなっている。 
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・国家環境保護の政策と法規の決定。 

・行政規章、重要な経済・技術政策、発展計画の制定重要経済開発計画の環境影響評価 

・国家環境保護規定、国家確定の重点区域、重点流域の汚染防治の規定・生態保護規定の制定 

・管轄組織の監督、管理、指導等。 

 

一方、地方の環境保護局等の機関は、環境基準及び汚染物質排出基準の設定等を除く幅広い業

務を担当している。通常、日系企業が環境対策で接触するのは、地方の環境保護局等の機関であ

り、工場建設に関わる環境影響の評価や各種手続、日常的な環境の監視等を通じて、接触が必要

となる。 

 

3．環境保護の法体系 

中国では、1979 年に環境保護の基本法である「環境保護法」が試行され、1989 年に本格的に施

行された。環境保護法の基本原則は以下の通りである。 

✓ 保護優先（環境保護が他の利益に優先する） 

✓ 防止予防（環境を利用、開発する行為にともなう環境汚染や環境破壊に対し、一定の措置を

とることで事前に防止する） 

✓ 総合対策（環境問題への対応は、手段や対象を分割せず総合的に対処する） 

✓ 公衆参加（環境保護のための活動に公衆を関与させる） 

✓ 損害責任負担（損害を生じさせたものが責任を負担する） 

 

上記の 5 大原則に基づき、大気や水、土壌に対する環境保護の基本理念及び法令違反に対する

罰則規定が定められている。環境保護法は 2014 年に改正され、環境汚染事業者に対する罰則の強

化や、違反企業の責任者個人に対しても最大 15 日間拘留する等の厳しい罰則規定が定められた。 

一方、環境汚染の監督管理を行う公的機関においては、管轄官が昇進する際の条件として「環

境問題の解決」という項目が含まれるようになる等、環境問題に必然的に取り組まざるを得ない

状況となっている。 

また、環境保護法の下に、産業環境対策に関連する個別法として主に以下の法律が制定されて

おり、中国に進出する日系企業の環境保護対策にも多大な影響を与える内容となっている。 
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①環境影響評価法 

②環境保護税法 

③土壌汚染防止法 

④大気汚染防止法 

⑤水汚染防止法 

⑥固形廃棄物環境汚染防止法 

⑦海洋環境保護法 

⑧騒音汚染防止法 

⑨汚染物質排出許可管理条例 

 

中国では、上記の国家レベルの環境法規に加え、省や直轄市等の地方政府が独自に環境関連法

規を定めていることが多い。例えば、工場からの環境汚染物質の排出を規制する排出基準につい

ては、大気汚染防止法や水汚染防止法の中で規定されるのではなく、国家レベルについては生態

環境部が、地方レベルについては省・自治区・直轄市の行政政府が定めることができるとされて

いる。 

このため、汚染物質の排出基準に関して、国家基準と地方基準の両方が存在することになるが、

地方政府が国家基準を上回る厳しい基準を設定することができ、かつ国家基準と地方基準で異な

る場合は地方基準が優先されることとなっている。 

上記⑥の「固形廃棄物環境汚染防止法」については、2020 年 4 月 29 日に全面改正が行われ、

2020 年 9 月 1 日から施行されている。 

固形廃棄物の汚染防止施設の建設に対して環境保護機関の行政許可事項とされていたものが企

業の環境保護竣工の自主検収となったこと、工業固形廃棄物の排出者が汚染防止責任制度を確立

し、工業固形廃棄物の管理台帳を作成して、処分までの記録をとることが要求されることになっ

た。また工業固形廃棄物が排出許可申請の汚染物質に追加され、罰則金額も引き上げられた（500

万元または処分に必要な費用の 5 倍まで）。固形廃棄物の輸入の全面禁止の段階的な実現が明確化

されている。 

 

さらなる環境保護に対する規制強化を行うことを目的に、「環境保護税法」が 2017 年 12 月に公

布され、2018 年 1 月 1 日から施行されている。環境保護税の納税者は、中国領土内及び中国が管

轄する海域内において課税対象の汚染物質を排出する企業及び事業者である。 

課税対象は大気汚染物、水質汚染物、固形廃棄物、騒音であり、具体的な税額は以下の通りで

ある。 
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図表 15-1 環境保護の課税対象 

税目 課税単位 税額 

大気汚染物 課税排出単位 1.2 元から 12 元（地方政府が任意に設定） 

水質汚染物 課税排出単位 1.4 元から 14 元（地方政府が任意に設定） 

固形廃棄物 トン 
5 元から 1,000 元（固形廃棄物の内容により

区分けされる） 

騒音 デシベル 
毎月 350 元から 11,200 元以上（デシベルご

とに区分けされる） 

（出所）環境保護税法を基に作成 

 

納税義務は汚染物を排出した日に発生し、毎月または四半期ごとに納税する（納税義務の発生

日または締め日から 15 日以内に税務機関に申告して納税する）。ただし、農業における生産活動

から排出される汚染物質や自動車、船舶及び航空機等から排出される汚染物質、都市部の下水処

理及び廃棄物処理場から排出される汚染物質等については課税しない。また、工業固形廃棄物に

ついては保管施設が基準順守できていない場合のみ課税し、騒音については基準超過分のみ課税

する。 

また、2017 年 12 月に公布された「環境保護税実施条例」により税務当局の税務情報共有プラッ

トフォームを通じて上記の徴収管理が実施されることが明確化され、納税者の識別に関しても、

具体的な規定が定められた。また、2018 年 1 月 1 日からの環境保護税法の施行に伴い、大気汚染

物及び水質汚染物の具体的な税額が中国各地で定められている。 

上記の通り、環境保護税法の実施に伴い、中国各地で大気汚染物及び水質汚染物の税目及び税

額基準が決定されたが、今後適宜調整が行われることが予測されるため、環境汚染物を排出する

企業は、常に通達等に留意しながら環境保護税の申告納付を行う必要がある。 

 

4．環境アセスメント 

1973 年の第 1 回全国環境保護会議以降、環境アセスメントという概念が中国に導入され、それ

以降中国の環境関係部門は環境保護に関する調査と評価に関する活動を行っている。さらに、1979

年に公布された環境保護法により、法的にも環境アセスメント制度が確立され、現在も建設プロ

ジェクトによる環境汚染や生態破壊の予防・防止に、重要な役割を果たしている。 

環境アセスメントの基本原則は以下の通りとなっている。 

✓ 建設プロジェクトが国家と業界の産業政策に合致していること。 

✓ 建設プロジェクトの場所の選定が地域全体の長期計画と環境区画の要求に合致しているこ

と。 

✓ 建設プロジェクトについて、エネルギー及び物資の消耗が少なく、廃棄物がゼロ又は少ない

工程を採用し、「クリーナープロダクション」を実行すること。 

✓ 建設プロジェクトによる汚染物の排出について、国家または地方が定める排出基準を達成

すること。 
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✓ 建設プロジェクトが汚染物の排出総量規制に関する指標に合致していること。排出総量を

増やさないこと。 

✓ 改造・拡張プロジェクトについては、生産量を増やしても汚染は増やさないこと。 

 

中国における建設プロジェクトに対する環境アセスメントの実施率は、80 年代初頭以降、徐々

に上昇しており、中国全土の環境アセスメント実施率は 1992 年には 61％であったものが、1995

年には 81％まで上昇し、その後は 90％以上を維持している。環境アセスメントにより、合理的な

産業配置及び企業による場所選定の最適化の促進、新たな汚染源の抑制、既存汚染源に対する整

備の促進、産業技術改造及びクリーナープロダクションの促進、生活環境及び生態環境の保護が

達成されている。 

 

5．環境問題となった事例 

深刻な環境汚染への懸念が広がる中、2014 年の環境保護法の改正により、違法に環境汚染物質

を排出した事業者への罰則が厳格化されることとなった。例えば、環境汚染を引き起こした企業

は、状況が改善されるまで上限の無い罰金が科せられるだけでなく、違反企業名が公表されるこ

ととなっている。また、改善命令に従わなかった場合は、企業責任者の身柄拘束や、違反した企

業の閉鎖や資産凍結が行われる場合もある。 

具体的に罰金が科された例としては、日系企業のケースではないが、2012 年に江蘇省の化学工

業企業が河川に直接廃酸を流したケースがあげられる。 

このケースでは、市民の通告により調査が開始され、14 名が刑事被告人として 2 年から 5 年の

有期懲役と 16 万元から 41 万元の罰金が科された。また、現地の環境保護組織により環境公益訴

訟が提起され、関係する化学工業企業に対して、水環境の改善に用いるための損害賠償として 1

億 6,479 元が請求され、人民検察院はこの提訴を支持したとされている。 

調査によると、被告となった化学工業企業は、2012 年から 2013 年の間、化学工業製品の生産過

程において発生する廃酸を無資格の会社或いは個人の業者に処理を委託し、1 トンごとに 20 元か

ら 100 元の報酬を支払い、1 年間で合計約 2 万トンの廃棄物を河川に直接流していたということ

である。 

その結果、当該河川の多くの項目において環境保護基準を超過する数値が検出された。2014 年

に現地の人民法院は、被告の化学工業企業に対して、環境修復費用として、1 億 6,000 万元の支払

いを命じた。実際の廃棄物の正常な処理費用は、3,662 万元であったが環境保護部（当時）が規定

した汚染損害額の計算基準に基づき、修復費用は廃棄物の正常な処理費用の 4.5 倍の金額である

と認定した。 

上記の事例から分かるように、コストの点から廃棄物処理を適正に行わないと、環境汚染が引

き起こされるだけでなく、企業にとっても正常に処理するより最終的に数倍のコストがかかり、

かつ企業信用の喪失等、企業にとって修復できないような大きなダメージをもたらす可能性があ

る。このような厳格な環境規制については、日系企業も適用されるため、日系企業も環境対策を

企業の重要な政策の一つと位置付け、環境対策を入念に行っていく必要がある。 
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「2020 年度 中国進出日系企業環境規制アンケート調査」（2020 年 10 月 日本貿易振興機構

（ジェトロ）上海事務所 海外調査部：2020 年 7 月 22 日から 8 月 21 日にかけてアンケートを実

施。233 社から回答）による主な回答は以下の通りである。 

✓ 直近 1 年間で「政府の指導を受けた」指導の内容について、52％（122 社）の企業が「処理

設備の追加命令」、「提出書類の不備、追加書類提出命令」、「環境監査、測定の実施命令」等

と回答している。指導を受けた分野は、大気汚染、固形廃棄物、水質汚染等である。 

✓ 66％（154 社）の企業が「新たな環境規制への対応をした」と回答している。具体的な取り

組みは「処理設備の追加」、「排出濃度・総量の削減」、「環境監査・測定の実施」等である。 

✓ 環境保護税については、32％（75 社）がすでに支払ったと回答し、「今後支払う予定」を加

えると、半数を超える。汚染物排出許可証については、62％の企業が「既に取得した」と回

答している。 

✓ 環境規制に対する全体評価に関しては、「厳しい」「やや厳しい」との回答が合わせて 7 割以

上を占めており、「厳しい」と回答している企業のうちの 19％（17 社）が「厳しすぎて対応

困難」と回答している。環境規制による工場移転の要否については 6％（14 社）が「検討す

る」と回答している。 
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 貿易管理・為替管理 

 

1．輸出・輸入規制 

輸出及び輸入に関しては「対外貿易法」（主席令第 15 号）に準拠する必要がある。国の安全や

人の健康、環境の保護、軍事等の観点から輸出入が禁止されているものは目録として公布されて

いる（対外貿易法第 16 条から第 18 条）。輸出や輸入が制限されている貨物や技術は国による割り

当てまたは許可に従わなくてはならない（同法第 19 条）。 

技術の輸出入に関しては「技術輸出入管理条例」（国務院令第 331 号）に準拠することになる。

貨物を輸出入する際には商品検査が必要になる（輸出入商品検査法）。 

輸出入に際しては原産地証明書を提出し、原産地を申告しなければならない（輸出入貨物原産

地条例）。 

動物の伝染病や寄生虫、植物の危険な病気、その他有害生物の国内への侵入や国外への伝播を

防止するためには動植物の検疫を受けなければならない（出入国動植物検疫法）。 

 

2020 年 10 月 17 日には「輸出管理法」が制定、公布され、2020 年 12 月 1 日から施行されてい

る。本法は中国における輸出管理、特に国家安全や武器等の拡散防止等を主な目的とする安全保

障貿易に関する法律と言える。ただし本法のもう一つの側面は、米中貿易摩擦の中で米国トラン

プ政権が発動した米国の輸出管理規則（EAR）等への対抗を意識したものでもあると言える。 

中国「輸出管理法」第 12 条には「輸出管理リスト」に記載されている規制品目または臨時規制

物品は、輸出業者が国の輸出管理部門に対して許可を申請しなければならないと規定され、これ

らは国家の安全と利益を損なうもの、大量破壊兵器の設計・開発・生産に使用されるもの、テロ

目的に使用されるものと記載されているが、現時点（2021 年 2 月末）では「輸出管理リスト」は

公布されていない。2020 年 11 月 17 日に日本政府の梶山弘志経済産業相は、12 月 1 日から施行さ

れる輸出管理法に関して、産業界にサプライチェーンへの影響を把握して備えるように呼びかけ

ている。 

今後は米国がトランプ政権からバイデン政権に移行する中で、米国の輸出管理規制の発動状況

や中国輸出管理法に係る輸出管理リストの状況を注視すべきである。 

 

近では輸入の規制に関して実務上の課題が発生している。これに関しては、中国日本商会が

発行している「中国経済と日本企業 2017 年白書」が参考になる。白書によると生産機械の中古品

の輸入にあたり「輸入中古機電製品検験監督管理弁法」により積載前の事前検査（検査該当の場

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記載されている。 
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食品輸入に関しては、通関業務の運用が地域によって異なるため、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と記載されている。 

輸入された食品添加物については入国検査検疫機関を経て、行政法規等の検査に合格しなけれ

ばならないが、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

の食品添加物があり、試験方法が未定との理由で、輸入食品衛生証書が発行されないケースが記

載されている。 

日本から輸入済みのアニメの放送許可が厳しくなってきており、実際に 2007 年以降許可がされ

ておらず、すでに許可されたアニメのみが再放送される状態が続いており、新規に輸入を申請し

てもなかなか許可が下りない状況が続いていると記載されている。 

 

2．加工貿易 

「加工貿易」とは、企業が原材料・補助材料、パーツ、エレメント、包装物資の全て又は一部を

輸入し、加工又は組立の後、その完成品を再輸出する経営活動を言い、来料加工、進料加工を含

む活動である。以下、主に来料加工、進料加工、転廠について解説する。 

「来料加工」とは、外国の加工委託企業と中国の加工受託企業との間で行われる包括的な加工

委託契約である。具体的には輸入材料を外国の加工委託企業が無償提供し、中国の加工受託企業

は当該委託企業の要求に従って加工又は組立を行い加工賃のみを受け取り、完成品は委託企業が

販売する経営活動をいう。 

なお、加工貿易において、加工貿易輸出入契約を対外的に締結する各種輸出入企業及び外商投

資企業、並びに来料加工経営の許可を取得した対外加工組立サービス会社を「経営企業」という。 

加工貿易制度は、中国の改革開放後、外資誘致に大きく貢献してきた制度である。広東省政府

は従来の法人格を有しない来料加工工場について、法人格を有する企業への転換を目指すべく

2008 年 9 月 9 日に「広東省人民政府による加工貿易の転換レベルアップに関する若干の意見」（粤

府[2008]69 号）を公布した。これが「来料加工工場の法人化」と言われる。この政策により、従

来、来料加工工場の完成品は全て国外販売であったが、委託先の法人化以降は国内販売も可能と

なっている。 

「進料加工」とは、輸入材料を経営企業が外貨を支払って輸入し（有償）、完成品は経営企業が

加工委託企業等へ販売輸出する経営活動をいう。 

進料加工は加工委託する外国企業と加工受託する中国企業との間で原材料及び完成品を売買形

式で行う加工委託のことである。来料加工と似ているが、異なる点は、原材料等の生産材料を、

無償ではなく有償で輸入することである。なお、製品の買主である輸出先外国企業は、原材料の

調達先である加工委託企業と異なる場合もある。 

「転廠（テンショウ）」は「深加工結転」や「再加工結転」とも呼ばれ、加工貿易企業が保税輸

入材料を加工した製品を、別の加工貿易企業へ移して、さらに加工した後、再輸出する経営活動

である（税関総署第 219 号令）。 
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下記図表 16-1 は形態別貿易の 2019 年の状況である。来料加工や進料加工の貿易形態は通常の

貿易と比較してそれほど多くはないことが分かる。進料加工は有償の原料分のみ来料加工よりも

金額がかさむことも分かる。 

 

図表 16-1 中国の形態別貿易（2019 年度） 
（単位：億米ドル） 

 輸出（1~12 月） 輸入（1~12 月） 
総額 24,990 20,771
通常貿易 14,439 12,567
来料加工貿易 780 897
進料加工貿易 6,574 3,275
税関特別監督区域物流貨物 1,275 2,099
その他 1,922 1,933
（出所）中国税関統計 2019 

 

加工貿易商品は禁止類、制限類、許可類と分類されている。商品品目に対する制限は中国の政

策により大きく左右されるので、注意が必要である。 

近では 2015 年 11 月より「加工貿易制限類商品目録」の改訂版が公布・施行されている（商

務部 税関総署 2015 年第 63 号公告）。 

中国国内にある輸出入代理業者及び工場（外商投資企業）は加工貿易を行う場合に、従来は事

前に、商務部の出先機構である各地にある対外経済貿易委員会の認可を得る必要があったが、2014
年 3 月以降、商務部の事前の審査認可が必要なくなり、事後の届出制になっている（税関総署第

219 号令第 24 条）。 

通関に際しては、経営企業は、加工貿易手帳、加工貿易輸出入貨物専用通関申告書等の関連証

明書類を持参して、加工貿易貨物の輸出入通関手続を行うものと規定されている（同 219 号令第

21 条）。 

加工貿易のために輸入する原材料が保税物資として扱われる場合、税関では、その量の管理が

行われる。その管理手段としては、当該加工貿易手帳を用いる。税関は実際に加工・生産・仕損・

輸出された数量により、関税及び輸入増値税の徴収、免除を管理している。 

また、加工貿易手帳の記入に加え、加工貿易企業においては、保税物資に関する入庫、保管及

び出庫記録の完全実施又は関連帳簿の作成が義務付けられている。保税資材の横流しがある場合

には、厳しい処罰がある。 

加工貿易保税輸入材料又は完成品を事情により内販（国内販売）に転換する場合、税関は主管

部門の内販を認める旨の有効な許可文書に基づき、保税輸入材料に対して法に従い税金を徴収し、

かつ延滞利息を徴収すると規定されている（同 219 号令第 33 条）。 

2014 年 12 月から企業の信用状況に基づき新しい企業分類である「企業信用管理暫定弁法」が

施行されている。すなわち「高級認証企業」、「一般認証企業」、「一般信用企業」、「信用喪失企業」

による分類である。適用対象企業は税関に登録された輸出入貨物の受取人、発送人、通関申告企

業、加工貿易に従事する加工生産企業である。 
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従来の企業分類（税関総署令[2010]第 197 号）の AA 類は高級認証企業、A 類は一般認証企業、

B 類は一般信用企業、C、D 類はさらに当該規則の基準に基づく等級が認定される。AA 類の高級

認証企業及び A 類の一般認証企業は企業登録地の税関の同意を受け、税関との協定を締結するこ

とで、全国の試行地税関の範囲内で通関申告書の事後提出の方式を受けることができる。 

 

3．税関制度 

加工貿易の制度は税関制度と密接に関係している。ここでは税関制度の概要と 近の動向を説

明する。 

「税関法」は 1987 年に当初公布されてから改訂を経て、2017 年 11 月より 近のものが施行さ

れている。「税関」とは、関税領域の入出に係る国の監督管理機関である。国境等の関税領域を通

過に関する運送手段、貨物、手荷物、郵送物その他の物品を監督管理し、関税その他の公租公課

を徴収し、密輸を取り締まり、税関統計を編集する（税関法第 2 条）。 

入境申告の日から 14 日内に輸出貨物が税関監督管理区に到着した後で貨物を積みこむ 24 時間

前までに税関に申告が必要である（税関法第 24 条）。 

輸入輸出貨物については荷受人、荷送人が税金を完納し、又は担保を提供した後に、税関が押

印して通関することができる（税関法第 29 条）。 

関税の納税義務者は、貨物を輸入する荷受人、貨物を輸出する荷送人及び入出境物品の所有者

である（税関法第 54 条）。 

輸入貨物の課税価格には、貨物の代金、貨物が輸入地点に到着して荷下ろしされるまでの運送、

関連費用、保険料が含まれる。 

輸出貨物の課税価格には、貨物の代金、貨物が輸出地点まで運送され積載されるまでの運送、

関連費用、保険料が含まれるが、その中に含まれている輸出関税は控除しなければならない（税

関法第 55 条）。 

なお商業的価値のない広告品および貨物サンプルや外国政府及び国際組織が無償で贈与する物

資等は、関税の徴収を軽減又は免除する（税関法第 56 条）。 

 

税関総署は、2017 年 2 月 3 日に「外商投資企業の税関への登録登記の関係事項に関する公告」

（税関総署公告 2017 年第 9 号）を公布した。当該公告は、2016 年 10 月から外商投資企業の設立・

変更手続が「認可制」から「届出制」に変更されたことを受けて出されたものである。 

これにより、税関への登録登記について「通関申告単位状況登記表」「営業許可証の写し」「組

織機構コード証書副本の写し」を提出する必要がある点は従来と同様であるが、これ以外につい

て「対外貿易経営者届出登記表の写し」「外商投資企業批准証書の写し」「外商投資企業設立届出

受領書の写し」「変更届出受領書の写し」のいずれかを提出すれば良いとされた。当該公告は 2017
年 2 月 3 日から施行されている。 
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当該公告の公布により税関における手続が若干進めやすくなったが、輸出入を行っている外商

投資企業は手続を進めるにあたり、当該公告に規定されている必要書類が整っているかを事前に

自己確認しなければならない。 

 

2017 年 6 月 28 日に税関総署は「全国通関一体化制度改革の実施に関する税関総署公告」（税関

総署公告[2017]25 号）を公布した。これは 2016 年 6 月から上海市においてすでに試験的に実施

している制度を、2017 年 7 月から全国の通関に適用するものである。 

この新制度では輸出入申告の管理は、①貨物の通関前の検査、②貨物通関後のリスク審査、    
③所管税関の一般調査および特別調査により行われる。新制度前は多くの輸入貨物について通関

前に通関申告書との整合性が審査されていたが、新制度後は通関後に審査される（なお高リスク

の輸入貨物は通関前に抽出され追加審査がある）。 

これにより平均通関時間は従来の 3 分の 2 に短縮されるとのことである。また輸入地と異なる

税関での申告ができる。例えば事業者は A 港で荷揚げされた貨物を B 港の税関に申告できるよう

になる。これに伴い各地域の税関の関税に関する政策と放棄の解釈の統一が図られる予定である。

なお 2017 年 12 月に「税関事前裁定管理弁法」（[2017]236 号）が公布され、税関はロイヤリティ

やコミッション等の課税価格に関して、輸出入申請者の事前裁定を行うことができるとした。 

 

2014 年 12 月から企業の信用状況に基づき新しい企業分類である「企業信用管理暫定弁法」が

施行されている。すなわち「高級認証企業」「一般認証企業」「一般信用企業」「信用喪失企業」に

よる分類である。適用対象企業は税関に登録された輸出入貨物の受取人、発送人、通関申告企業、

加工貿易に従事する加工生産企業である。 

高級認証企業及び一般認証企業は、企業登録地の税関の同意を受け、税関と協定を締結するこ

とで、全国の試行地税関の範囲内で通関申告書の事後提出の方式を受けることができる。 

 

税関総署は 2017 年第 69 号公告（「税関輸出入貨物通関申告書記入記載規範」の改正に関する公

告）を 12 月に公布した。これは 2008 年以降関連文書に散在していた、通関申告書の記入・作成

に関する内容を総合し補充するものである。 

例えば、申告項目の名称を改正（「経営企業」を「荷主」へ変更する等）し、通関申告書に記載

できる商品の上限を従来の 20 品目から 50 品目に調整した。また、ロイヤリティの支払いの申告

書に際しても記載要件を明確にし、「ブランド類型」と「輸出優遇措置適用の有無」の記入を必要

とした。 

「税関査察条例」は 1997 年から公布施行され 2 度の改正を経て、2016 年 6 月に公布され 10 月

から施行されている（国務院令第 670 号）。 
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「税関査察」とは、輸出入貨物の場合は通関した日から 3 年内に、また保税貨物の場合は、税

関監督管理期限内及びその後の 3 年内に、税関が輸出入貨物と直接に関係のある企業の会計帳簿、

会計証憑、通関申告書及び関係する貨物に対して検査し、輸出入活動の真実性及び適法性を監督

することを言う（税関査察条例第 2 条）。 

税関は査察をする際には、査察実施の 3 日前までに、被査察人に書面で通知しなければならな

い。ただし重大な違法嫌疑がある場合には、通知を経ないで査察できる（税関査察条例第 10 条）。 

税関の査察を経て、被査察人が密輸行為をしたことが発見され、犯罪を構成する場合には、法

により刑事責任を追及する（税関査察条例第 27 条）。 

 

ペーパーレス税関申告については、2012 年 7 月に公布された試行改革の通達以降、実施されて

きたが、2017 年 2 月に施行された「通関業務のペーパーレス化の適用範囲の拡大に関する公告」

（税関総署 2017 年 8 号公告）により、適用範囲が全ての信用等級の企業に拡大された。 

さらに企業は直属の税関及び第 3 者認証機関である「電子ポート（中国語：电子口岸）」と電子

データの取り扱いに関する協定を締結すれば、中国全土の税関でペーパーレス税関申告を行うこ

とが可能となる。 

 

税関により監督されている地域は、「税関特別監督管理区域」と呼称され、「通関・貿易管理」

により「保税区」、「保税物流園区」、「輸出加工区」等に区分される。 

これらの地域は、税務上、中国国内での「外国扱い」という意味で、原則的に、関税・増値税の

免税、あるいは保税扱いができる特別地域であり、輸出入貿易、中継貿易、加工貿易、貨物倉庫、

貨物輸送、商品展示、商品取引等の事業が可能なタックスフリーの地域である。 

 

4．為替相場 

為替レートが経営に与える影響については、日本貿易振興機構（ジェトロ）から公表された「ア

ジア・オセアニア進出日系企業実態調査－中国編」のアンケート結果によると、2017 年当時、経

営上の問題点として第 7 位（36.8％）に「現地通貨の対円為替レートの変動」が記載されている。 

ところが 2017 年度以降の同様の調査結果によると、経営上の問題点として為替レートの変動

は、アンケート上位 10 位圏外になっている。同様の調査結果の 2018 年の営業利益の見通しに与

える「為替変動」の影響も軽微となっている。 

これは日系企業が中国現地調達の割合を増加させ、為替変動による営業利益に与える影響を低

下させてきたことも要因と考えられる。例えば製造・サービスコストの上昇による対応策として、

2017 年のアンケート結果では第 7 位（22.8％）「現地調達率の引き上げによるコスト引き下げ」を

挙げることができる。 
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2020 年 12 月 31 日に外国為替市場で人民元は 1 ドルが 6.5398 人民元で 2020 年の取引を終えた

と報道されている。対米国ドル相場で通年の上昇率は 6.5％となっている。米国等に比較して高い

金利が海外資金を引き付けていることが背景にある。 

 

5．外貨管理制度（外貨交換制度を含む） 

中国は外貨の管理を強化するため、1996 年 1 月に「外貨管理条例」を公布し、同年 4 月 1 日か

ら施行した。その後、2008 年 8 月 1 日に改正が行われ、同日より施行されている（国務院令第 532
号）。 

外貨管理条例第 3 条によると、外貨は外国通貨（紙幣、硬貨を含む）、外貨建支払証票あるいは

支払手段（手形小切手、銀行預金証書、銀行カードを含む）、外貨建有価証券（債券、株券等を含

む）、特別引出権（SDR、ECU 等）及びその他の外貨資産を包括する概念である。 

 

外貨管理条例の適用範囲に関する規定は属人主義と属地主義を結合した原則を採用している。

即ち、国内機構と国内個人の外貨受取・支払又は外貨取扱業務はその発生が中国あるいは国外で

あっても本条例が適用され、国外機構と国外個人の中国における外貨受取・支払又は外貨取扱業

務に対しても外貨管理条例が適用される（外貨管理条例第 4 条）。 

国家外貨管理局は国務院の外貨管理部門である。外貨管理局及びその分支機構は法に準拠して

外貨管理の職責を果たし、外貨管理条例の実施に対し責任を負う。国家外貨管理局は各省、自治

区、直轄市、副省級市の分局と外貨管理部を設置している。 

外貨管理制度に関しては、経常項目及び資本項目が区別管理されている。外貨管理条例第 5 条

によると、国家が経常的な国際支払い及び移転に対して制限しないと規定しており、人民元経常

項目については兌換できるようになった。人民元経常項目の兌換可能性とは、経常的な国際支払

い及び移転に対して全ての外貨制限を撤廃し、即ち、経常項目に確実に属する国際支払い及び移

転であれば、対外支払いができ、数量的な制限を有してはならないということを意味している。 

 

経常項目には主に①貿易収支、②サービス貿易収支、③その他経常項目が含まれる。その内、

も重要なのは貿易収支とサービス貿易収支である。なお、経常項目は兌換できるが、銀行は外

貨管理制度に従い、契約書、インボイス等の取引証憑の照合を通じて真実性審査を行わなければ

ならない。一方、経常項目の外貨取引管理と異なり、資本項目の外貨取引管理に関しては、外貨

管理部門が事前審査及び事後登録を通じて外貨管理を行っている。 

外貨管理局は 2017 年 4 月の通達で全国の銀行にシステムの通関申告情報検査のモジュールを

開放し、銀行が貨物輸入企業による 1 件あたり 10 万ドル相当以上の対外外貨支払業務を取り扱う

際には、原則としてモジュールを通じて輸入通関申告電子情報に対する検査を行わなければなら

ないと審査の強化を規定した（同第 1 条）。 
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2012 年 2 月 3 日に公布された「輸出貨物貿易での人民元決済企業管理に関連する問題の通知」

（銀発[2012]23 号）によると、各省（自治区、直轄市）、計画単列市の輸出経営資格を有する企業

は、「クロスボーダー人民元決済試行管理弁法」（[2009]10 号公告）及び本 23 号通知に基づき、輸

出貨物貿易での人民元決済を展開できると規定している。 

中国の輸出企業に関して言えば、例えば輸出貨物の決済をドル建てで行う企業はドル安・人民

元高が予想される局面では為替リスクにさらされている。ここでクロスボーダー人民元決済の規

定により、決済通貨をドルから人民元に変更することで、少なくとも中国子会社の為替リスクは

軽減できるであろう。 

 

2013 年 7 月 18 日に国家外貨管理局は「サービス（服務）貿易の外貨管理法規に関する通達」

（滙発[2013]30 号）及び「サービス貿易の外貨管理ガイドライン」（付属文書 1）、「サービス貿易

の外貨管理ガイドライン実施細則」（付属文書 2）、「廃止文書一覧」（付属文書 3）を合わせて公布

した。 

「サービス貿易の外貨管理ガイドライン」によると、サービス貿易の外貨収入は、自社で留保

又は元転することができ、サービス貿易の外貨支出は、自己保有の外貨を使用して支払う又は人

民元で外貨購入して支払うことができると規定されている（第 2 条）。当該ガイドラインは 2013
年 9 月 1 日から施行されている（第 17 条）。 

2013 年 9 月 1 日前までは、3 万ドル以上の役務貿易関連の対外送金に関して、通常の取引証憑

に加え、税務（納税あるいは免税）証明書を提出しなければならなかった。 

2013 年 9 月 1 日以降は 1 件あたり 5 万ドル相当以上のサービス貿易の外貨受取、支払業務を行

う場合は、金融機関は規定に基づき以下の取引書類を審査し、保管すると規定している（サービ

ス貿易の外貨管理ガイドライン実施細則第 6 条）。 

1 件あたり 5 万ドル相当以下（5 万ドルを含む）のサービス貿易の支払を行う場合は、金融機関

は原則、取引書類を審査しなくても良いが、資金の性質が不透明な外貨受取・支払業務について

は審査を行うとしている（同実施細則第 8 条）。 

配当原資となる利益は人民元建てで留保されていることが多いが、送金時にドルに転換せずに

人民元建てで送金することで、中国子会社自体の為替リスクを回避することが可能となるため、

クロスボーダー人民元決済に係る規定（銀発[2015]279 号）の利用について検討の余地がある。 

外貨受取・支払に関する取引書類は、5 年間保管して検査に備えるものと規定している（同実施

細則第 11 条）。国内機構の国外留保外貨口座残高は、その前年度のサービス貿易の外貨収入総規

模の 50％を上回ってはならないと規定されている（同実施細則第 16 条）。 

 

資本項目は国際収支における対外資産と負債の増減に影響を与える取引項目で、資本移転、直

接投資、証券投資、金融派生商品及び貸付等が含まれる。資本項目で発生する外貨が資本項目外

貨である。 
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外貨管理条例によると、資本項目外貨収支管理に関する一般的な規定は以下の通りである。 

 

①資本項目外貨収入 

資本項目の外貨収入を留保する場合、あるいは外貨の人民元転（元転）、人民元の外貨転業務に

従事する金融機構に売却する場合、外貨管理機関の認可を受けなければならない。ただし、国家

が認可不要と規定するものは除外される（外貨管理条例第 21 条）。 

 

②資本項目外貨支出 

資本項目の外貨支出は国務院の外貨管理部門の外貨支払いと外貨購入に関する規定に従い、有

効な証憑に基づき自己保有の外貨によって、又は外貨の人民元転及び人民元の外貨転業務に従事

する金融機構から外貨を購入して、支払わなければならない。国家が外貨管理機関の認可が必要

と規定している場合、外貨を支払う前に認可手続を行わなければならない。 

法に従って事業を終結する外商投資企業は国家の関係規定に従って清算、納税を行った後、外

国投資者の所有に属する人民元は、外貨の人民元転及び人民元の外貨転業務に従事する金融機構

から外貨を購入し、国外送金することができる（外貨管理条例第 22 条）。 

 

③資本項目外貨及び人民元転した資金の使用 

資本項目の外貨及び人民元転した資金は関係主管部門及び外貨管理機関が認可した用途に使用

しなければならない。外貨管理機関は資本項目の外貨及び人民元転した資金の使用、並びに預金

口座の変動状況に対して監督検査を行う権限を有している（外貨管理条例第 23 条）。 

2016 年 6 月 9 日外貨管理局は、外商投資企業の外貨資本金について自由意思による人民元転を

同日から認めると通知した（汇発[2016]16 号通達）。これにより外貨で払い込まれた資本金相当額

が為替リスクにさらされるリスクを回避できる可能性がある。なお資本金項目の外貨資金は人民

元転（元転）後に、一旦「元転後支払待ち口座」に預入、経営範囲内の実需に基づいて使用すべし

と規定した。 

 

中国子会社の利益をどのように日本本社へ還流させるかに関して、いくつか方法が考えられる

が、代表的なものとしては、以下の通り①コミッション（営業紹介手数料）、②配当、③ロイヤリ

ティがある。 

 
①コミッション（営業紹介手数料） 

中国子会社の販売拡大のために日本本社が中国子会社に取引先を紹介した際に、中国子会社が

当該取引先への輸出額の一定率等をコミッションとして日本本社へ送金することにより利益を還

流させることがある。 
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このようなケースで日本本社が、中国国外の取引先でなく中国国内の取引先を紹介した場合は、

実務上、外貨管理法規制等のため送金ができない可能性があるため留意する必要がある。これは

日本本社が中国国内の会社を紹介するケースを、当局が想定していないことが考えられるためで

ある（国家税務総局 外貨管理局 2013 年第 40 号公告）。 

40 号公告に関しては、1 件あたり 5 万ドル以上であれば、国税局に税務届出(案)表を提出する

必要がある。税務当局から捺印済みの税務届出(案)表が発行されれば送金が可能となる。これは

あくまで納税者による届出(案)なので、税務当局による実質的審査が事後的に行われる。5 万ド

ル未満の場合には、税務届出(案)表が必要とされず、銀行窓口が審査を行う。 

日本本社が中国国外の取引先を紹介した場合でも、そのコミッションの料率及び送金時におけ

る源泉所得税や増値税については留意する必要がある。料率に関しては一般企業では、収入金額

の 5％までが企業所得税法上の控除限度である（財税[2009]29 号）。日本本社が中国国外の取引先

を紹介した場合は、基本的に中国国内の役務提供では無いので源泉所得税（10％）は課税される

ことはないが、増値税（6％）については支払者に源泉徴収義務がある。実務上は納税しないと送

金できない場合もあるので、念のため、事前に管轄の税務当局や金融機関へ確認しておくことが

必要である。 

 
②配当 

配当は日本本社への利益還流の方法として もオーソドックスな方法と言える。配当金を送金

する際には、企業所得税が 10％の源泉税率で課税される。1 件あたり 5 万ドル以上であれば、送

金前に国税局に税務届出(案)表を提出する必要がある。5 万ドル未満の場合には、税務局の発行

した納付済書類(完税書)があれば、金融機関による取引書類の審査で送金が行われる（国家税務

総局外貨管理局 2013 年第 40 号公告）。 

中国子会社から日本本社への配当に関する課税については、中国で 10％の源泉税が課されるが、

日本本社では外国子会社配当益金不算入制度により配当金額の 95％が益金不算入とされる。 

日本本社が香港子会社を通じて中国子会社を間接所有している場合、中国子会社から香港子会

社への配当については中国香港租税協定により、源泉税率が 10％から 5％へ軽減されている。た

だし、香港子会社がペーパー・カンパニーでないかのチェックをされる場合があるため注意が必

要である。 

中国子会社から配当を受け取った香港子会社では課税は生じず、香港子会社から日本本社への

配当は、源泉税が課されないうえに、基本的に日本本社では外国子会社配当益金不算入制度によ

り配当金額の 95％が益金不算入とされる。ただし、香港は低税率国（実効税率 20％未満）に該当

し、タックスヘイブン対策税制の適用対象となるため、日本で外国子会社配当益金不算入制度を

適用するためには、タックスヘイブン対策税制適用除外と認定されている必要がある。タックス

ヘイブン対策税制適用除外と認定されるためには 4 項目の①事業基準、②実体基準、③管理支配

基準、④非関連者基準又は所在地国基準を満たす必要がある。 

 
③ロイヤリティ 

ロイヤリティによる日本本社への利益還流にあたっては、移転価格税制の観点からロイヤリ

ティの料率を売上高の何％に設定するかについて留意が必要となる。 
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以前は対外貿易経済合作部が定めた審査許可指導原則に 5％が目途との記載があったが、現在、

当該規定は廃止されている。従って、現在はロイヤリティの料率が合理的に設定されていること

及びその根拠が説明できるように資料等を準備しておくことが重要である。 

特に、中国子会社が薄利又は欠損状況が継続している場合には、中国子会社で計上されるべき

所得が海外に移転されていると疑われ、税務当局による税務調査を受ける可能性があるため、よ

り注意が必要である。 

なおロイヤリティの送金時には企業所得税 10％の源泉以外に増値税 6％と付加税 0.65％も源泉

されることになるが、実務上、地方政府によって課税の状況や付加税徴収の状況が異なっている

こともあるため、事前に管轄の税務機関に確認しておくことが望まれる。 

また関税に関する留意点として、従来から輸入に関連して本社にロイヤリティを支払っている

場合、これを輸入価格に含めて関税を支払うべきとの当局による指摘が行われている。 

2017 年 3 月 16 日に税関総署は 2017 年第 13 号「税関輸出入貨物通関申告書記載規範の改訂に

関する公告」の付属文書の記載規範を改訂し通関申請書の確認事項を記載した。改訂された通関

申請書に記入することで、特殊関係の有無、特殊関係が輸入価格に及ぼす影響、輸入貨物とロイ

ヤリティの支払いの関係性が明確になるように作成されているので、記入にあたり注意が必要で

ある。 

 

ひとくちメモ 12： 

「中国を出国するに際して個人で持ち出し可能な人民元の金額はいくらまででしょうか？」 

中国人個人、あるいは外国人個人の人民元現金の携帯出入国の金額限度は、1993 年から 6,000 元とさ

れていましたが、2005 年 1 月以降は 2万元となりました（［2004］第 18 号公告）。 

近では深圳で人民元貨幣を持って香港に入り、現地で香港ドルや米ドルに替える人が多く摘発され

ています。 

 

6．クロスボーダー電子商取引（越境 EC） 

中国の消費者が日本から国際輸送で直接購入することや、中国のインターネット・サイトで日

本の製品を購入するようになった。それに対して中国の税務当局は当該取引を如何に捕捉し、課

税するかについて通達の発行等により対応を行っている。 

2016 年 3 月に公布された「クロスボーダー電子商取引小売輸入の税収政策に関する通達」（財

政部、税関総署、国家税務総局[2016]18 号）により、これまで 1 件あたり 1000 元以下の場合に限

り、入国貨物輸入税（行郵税、非貿易性の入国貨物に対する関税・増値税・消費税を合わせて徴

収する総合輸入税のこと）が課税されていたクロスボーダー電子商取引について、2016 年 4 月 8
日より関税、増値税、消費税が課税されることとなった。 

ただし、1 件あたり 5,000 元以下で個人の年間累計が 2 万 6 千元以下の小売輸入商品について

は、関税を暫定で 0％とし、増値税と消費税を法定納税額の 70％で徴収するとしている。一方、

クロスボーダー小売輸入商品に属さない個人貨物や、電子証憑を提供できない輸入品については、

現行の規定に基づき行郵税を課税するとしている。 
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【対象となるクロスボーダー電子商取引】 

・税関とネットワーク接続する電子商取引プラットフォームを通じて取引し、取引・支払・

物流電子情報の照合が実現できる全てのクロスボーダー電子商取引小売輸入商品 

・税関とネットワーク接続する電子商取引プラットフォームを通じて取引していないが、宅

配・郵政企業が統一的に取引・支払・物流等の電子情報を提供でき、合わせて相応する法

律責任を引き受けて輸入することを承諾したクロスボーダー電子商取引小売輸入商品 

なお、2016 年 3 月に公布された「入国貨物輸入税の調整に関する問題の通達（税委会[2016]2
号）」により、行郵税の税率についても、従来の 4 段階（10％、20％、30％、50％）から 3 段階

（15％、30％、60％）に変更し、同時に品目分類を調整している。 

また、2016 年 4 月に公布された「クロスボーダー電子商取引小売輸入商品リストの公布に関す

る公告」（2016 年第 40 号公告）は、クロスボーダー電子商取引の小売輸入に対し商品リストによ

り管理することを明示した。リストされた品目数は 1,142 品目（8 桁の税コード）であり、主に中

国国内で一定量の消費ニーズを有し、かつ関係政府機関の監督・管理の要件を満たし、国際宅配

サービス、郵便で輸入可能な日用消費財が中心となっている。企業がリストに載っている品目を

取扱う場合、税関提出に対して許可証の提出は不要となるが、検査検疫の監督管理は従来の規定

通り必要となる。  

日本企業でも日本国内から中国向けの販売を越境 EC（電子商取引）でビジネスの展開を進めて

いる企業が増えてきている。 

例えば、海外企業向け越境型の EC で、中国国内で販売可能な EC モールとしては、T モール 

グローバル（天猫国際）がある。これはアリババが運営しており、出店に際してはアリババの審

査を通る必要がある。日本法人で契約が可能で、医薬品のようなネガティブリストに記載のある

商品は販売できないが、記載がないものは中国国内での販売も可能、物流は主に中国にある保税

区等を利用することになる。天猫以外には陶宝や京東が利用されている。 

2016 年 4 月に公布された「クロスボーダー電子商取引の小売輸出入商品に係る監督管理事項に

関する公告」（税関総署公告 2016 年第 26 号）により、クロスボーダー電子商取引に従事する企業

は、所在地管轄の税関に次の資料をあらかじめ提出しなければならなくなった。 

① 営業許可証の副本・写し 

② 組織機構コード証明書の副本・写し（統一社会信用コードで登録する企業は提出不要） 

③ 企業情況登記表（記入内容は企業組織機関コード又は統一社会信用コード、中文表記による

企業名、工商登録地、営業免許登録番号）、法定代表人（会社責任者）、身分証明書の種類、

身分証明書番号、税関対応責任者、携帯電話番号、固定電話番号、越境 EC の HP アドレス

等 

なお、電子商取引又は電子商取引プラットフォーム、支払、物流を行う各企業は、クロスボー

ダー電子商取引の小売輸入商品の申告書を提出する前に、クロスボーダー税関サービス・プラッ

トフォームに接続して、取引、支払、物流の電子情報の照合が実現できる全ての電子情報を税関

に送付しなければならない。 
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 金融制度 

 

1．金融機関 

現在の金融機関の体系は、国務院の傘下の中国人民銀行が中央銀行として機能しており、この

傘下に中国銀行業監督管理委員会があり、銀行やノンバンクを管理している。 

銀行には政策性銀行と商業銀行がある。政策性銀行には国家開発銀行や中国輸出入銀行等があ

る。商業銀行には例えば中国銀行、建設銀行、工商銀行、農業銀行、交通銀行、招商銀行等があ

る。 

景気の悪化や電子決済の進展等により経営が悪化した銀行が増加してきている。例えば 2019 年

5 月に内モンゴル自治区を基盤とする包商銀行は実質的に国有化され蒙商銀行として再出発して

いる。 

新型コロナウイルスの影響もあり、資金繰りが困難な企業に対する貸し付けが増加し、中国の

銀行経営はさらに厳しい状況が続いている。2020 年 4 月には甘粛銀行で預金の取り付け騒ぎが起

きている。中国の金融当局は 2020 年 12 月 22 日に中小銀行の再編を加速するとの方針を明らかに

している。 

 

2．理財商品、不良債権問題、債務不履行 

中国の金融市場において大きな問題となっているのが「銀行理財商品」と「銀行の不良債権」、

「債務不履行」の問題である。 

「理財」とは一般的に「財テク」等と翻訳される中国語である。商業銀行が行う個人理財商品

業務に関して 2005 年に銀行業監督管理委員会が「商業銀行個人理財業務管理暫定弁法」を公布し

ている。理財商品は投資信託に類似した「金融商品」としての側面がある。銀行が発行する安定

した金融商品であると個人が誤解して購入し、その後、時価が下落し多額の損を被った個人が続

出して大きな社会問題になった。 

2013 年には銀行理財商品の運用資産の内、貸出等が占める割合を 35％以下、総資産の 4％以下

に制限するという通知（[2013]第 8 号）が銀行業監督管理委員会により公布されている。個人の

資金は、その後規制の緩い証券会社資産管理商品や私募基金管理会社の子会社が発行する商品（い

わゆる「シャドー金融商品」）に流れており、金融当局とのいたちごっこの様相を呈している。 

「商業銀行の不良債権」の問題については、銀行業管理監督委員会や中国人民銀行も商業銀行

が公表する決算の不良債権の動向には目を光らせている。銀行の信用不安が起きると金融市場全

体に波及し、世界経済にも大きなインパクトを与える可能性があるためである。商業銀行の貸出

先に不良債権として分類されていない要注意債権に対する貸倒引当不足がどのくらいなのか、さ

らに簿外の不良債権があるのではないかとマスコミ等では疑義を呈しているところである。 

中国銀行保険監督管理委員会は 2020 年 2 月 17 日に、商業銀行の 2019 年 12 月末の不良債権残

高が 2 兆 4 千億人民元（約 38 兆 5,600 億円）、不良債権比率は 1.86％、自己資本比率は 14.64％と

発表している。 
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中国企業で社債を発行している企業が社債の償還日に支払いができず債務不履行となるケース

が近年増えてきている。中国の場合日本とは違い、2 度債務不履行を起こしても倒産にはならない

が、格付会社から投資不適格の格付を受けてしまい、さらに資金調達が困難になる。例えば 2020
年度では、北大方正集団、中信国案集団、紫光集団、山東如意科技集団等が債務不履行を起こし

ている。 

 

3．資本制度 

中国には「上海証券取引所」と「深圳証券取引所」の 2 つの証券取引所がある。それぞれＡ株

とＢ株が取引されている。 

① Ａ株は、人民元建ての普通株で中国国内居住投資家（中国人投資家）向けである。 

② Ｂ株は、人民元建て特殊株で非居住者投資家（外国人投資家）向けであり、額面・評価は人

民元建てであるが、外貨（上海は米ドル、深圳は香港ドル建）で売買する。2001年より外貨

所有中国居住者にも開放されている。 

 

上海や深圳の両取引所でも、それぞれＡ株の上場企業数は、多少の変動はあるが千社を超え、

それぞれＢ株はようやく 50 社を超えたところである。 

上海証券取引所は 2020 年 11 月 26 日で 1990 年の設立から 30 年を迎えた。現在は貴州茅台酒、

中国工商銀行、中国石油天然気等約 1,700 社超が上場している。ハイテク企業向けの市場である

科創板には約 200 社が株式を公開している。例えば、半導体製造の中芯国際集成電路製造（SMIC）
等がある。 

2014 年には上海証券取引所と香港証券取引所との株式相互取引が始まり、2016 年には深圳証券

取引所と香港証券取引所にも相互取引が拡大している。 

なお 2020 年 11 月に上海と香港で株式公開を予定していたアリババグループの金融会社である

アントフィナンシャルは公開直前に金融当局の事情聴収が入り、公開延期に追い込まれており、

政府の恣意的介入の余地もまだあると言われている。 

投資の対象として上場企業の株式を取得する以外に、業務展開の一環として資本参加する場合

も考えられる。企業買収としては第 3 者割当増資引受方式か持分譲受方式がある。 

企業買収の場合は投資先が「外商投資産業指導目録」投資規制業種でない事の確認がまず必要

である。 

新規設立と比較すると、企業買収は営業基盤と経営機構をそのまま引継ぐことができる反面、

不良資産、不良債権、製造責任、様々な利害関係、従業員もそのまま引き継ぐことになる。 

 

4．電子決済制度 

銀聯カードで支払っていた中国消費者もスマートフォンをかざすだけのモバイル決済が一般的

になっている。これは 2010 年 6 月に中国人民銀行から公布された「非金融機構決済サービス管理

弁法」（[2010]第 2 号）によるところが多い。 
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当弁法によると、非金融機構の決済サービスには以下のものがある（第 2 条）。 

① ネットワーク決済 

② プリペイドカード決済 

③ 銀行カード決済 

④ 中国人民銀行が規定するその他決済 

 

上記①の「ネットワーク決済」には通貨兌換、インターネット決済、モバイル決済、固定電話

決済、デジタルテレビ決済等が含まれる（同弁法第 2 条）。 

電子決済サービスを行う中国の代表的な会社には、銀聯カードを扱う銀聯商務（Union pay）、ア

リババグループの支付宝（Alipay）、テンセントグループの微信支付（WeChat Pay）等があげられ

る。 

 

ひとくちメモ 13：スマホ決済の社会 

中国に駐在したら、銀行口座を開設と中国で使用可能なスマートフォンの設定が優先度の高い事項と

言える。タクシーを捕まえるにも街中の流しのタクシーは捕まえにくくなり、多くの中国人は配車アプ

リである「滴滴」や「快的」を利用してタクシーを呼んでいる。シェア自転車では「ofo」や「mobike」

が有名である。レストランやコンビニエンスストアでの支払いも現金決済やカード決済が可能なところ

もまだあるが、「支付宝」（Alipay）や「微付」（WeChatPay）を利用してスマートフォンを読み取り機に

かざして決済する中国人が多い。オンラインでの出前サービスを利用するケースも一般的になっている。

スマホ決済は日本より進んでいる。 

中国国内では LINE や Twitter、Facebook は利用できず、家族や友人等とは SNS として「微博」や「微

信」等を利用することになる。中国人と友人となるとこれらに「加入していますか」、「アドレスを交換

しましょう」と聞かれることも多い。 

ただし、これらの利用状況は全て運営会社に把握されており、必要となれば中国当局に情報提供され

てしまう可能性もないわけではない。また銀行口座と決済アプリを紐づけるため不正利用のリスクの可

能性も指摘されている。 

 
 

5．日系企業が利用する中国系及び邦銀の状況、金利水準 

中国においては金融サービス分野に外資が業務展開をするための制限は近年かなり緩和されて

いる。 

 

2020 年 6 月 23 日に公布された「外商投資参入特別措置（全国版ネガティブリスト 2020 年度）」

（国家発展改革委員会・商務部令第 32 号）が 2020 年 7 月 23 日より施行されており、2019 年度

版は施行と同時に廃止されている。2019 年度版では証券会社、資産運用会社、先物取引会社、生

命保険会社における外資の持分比率は 51％を超えてはいけないとの規制があったが、2020 年度版

では全て撤廃されている。これにより金融業は完全に外資に開放されている。 
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規制の撤廃を踏まえて、野村証券は 2019 年 3 月に野村 HD の過半数出資合弁証券会社（野村当

方国際証券有限公司）の設立申請が認可されたことを公表、JP モルガンも同じ 2019 年 3 月に JP
モルガンの過半数出資合弁証券会社（摩根大証券（中国）有限公司）の設立が認可されている。 

外資の銀行については 2019 年 9 月 30 日に改正公布・同日施行された「外資銀行管理条例」（国

務院令第 720 号）により、現地法人や支店の業務範囲等が規定されている。 

規制緩和の状況を鑑みながら、日系の銀行は現地の業務を拡大してきている。例えば、2020 年

6 月には三菱 UFJ 銀行が、中国銀行より中国債権の売買や管理を担う決済代理人の資格を邦銀と

しては初めて取得したと発表している。 

2020 年 9 月には三井住友銀行は、人民元建ての貿易・投資に対応する「クロスボーダー人民元

決済システム」に接続すると発表している。 

 

中国人民銀行（中央銀行）は 2021 年 1 月 20 日、銀行の貸出金利の指標となる 優遇貸出金利

（ローンプライムレート、LPR）を公表した。1 年物 LPR を 3.85％、5 年物 LPR を 4.65％にそれ

ぞれ据え置いた。 

LPR の 1 年物は優良企業に適用する貸出金利の目安となる。人民銀行は毎月 20 日に公表し、事

実上の政策金利としている。LPR の 5 年物は住宅ローン金利の目安とされる。2021 年 1 月 24 日

に上海の工商銀行（ICBC）の店頭で確認した状況は以下の通りである。 

■ 貸付金（中国語：貸款） 

短期貸款（短期貸付金） 
6 ヶ月以内 4.35％ 
6 ヶ月以上 1 年 4.35％ 

中長期貸款（中長期貸付金） 
1 年以上 3 年未満 4.75％ 
3 年以上 5 年未満 4.75％  
5 年以上 4.9％ 

■企業預金（中国語：存款） 

 工商銀行（上海支店） 
2020 年 1 月 24 日 
店頭レート 

活期（当座預金） 0.3％ 

定期預金 3 ヶ月 1.35％ 

6 ヶ月 1.55％ 

1 年 1.75％ 

2 年 2.25％ 

3 年 2.75％ 

5 年 2.75％ 
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ひとくちメモ 14:「新型コロナウイルス禍の金融政策」 

中国政府は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で苦境にある企業に対する金融支援策を実施してい

ます。 

金融機関への資金供与（2020 年 5 月まで 3.33 兆元（約 51 兆円）、中央銀行による中小企業への再融

資 1.8 兆元（約 27 兆円）、中小企業向けの融資の多い銀行に対する預金準備率の引下げ、中期貸出ファ

シリティ（MLF）金利の引下げ、 優遇貸出金利（LPR）の引下げ、政策銀行による中小企業への信用供

与 3,500 億元（約 5兆円）等の金融施策を 2019 年後半から 2020 年前半にかけて実施してきています。 

また、「中小企業代金支払保障条例」（国務院第 728 号：2020 年 7 月 5日公布）を制定し、大型企業が

優越的な地位を利用して中小企業への代金支払いを拒絶や遅延しないよう、サービス提供から 30 日以

内に代金を支払うこと、契約で規定されている場合でも 60 日を超えてはいけないことを規定していま

す。 
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 資金調達 

 

中国の日系企業が資金調達を行う際には、「増資」、「中国国内の商業銀行から外貨借入又は人民

元建て借入」もしくは「日本親会社や外国の商業銀行から外貨借入又は人民元建て借入」が一般

的であるが、それ以外に「証券市場での公開・上場」、「債券市場での債券発行」による資金調達

も可能である。 

 

1．増資 

中国子会社が増資をし、日本の親会社等が増資を引き受ける形で、資金調達を行うことになる。

資金調達の上限の制限もなく、資金の返済期限もなく、金利コストも発生しない。増資による資

金増強で、下記３の親会社からの借入の際の投注差の枠も拡大する。ただし、増資に際しては董

事会決議、株主会決議、定款変更、さらに当局への届出（備案）が必要なため比較的時間がかか

り機動性に欠ける場合がある。 

 

2．中国国内の商業銀行からの借入 

中国国内の商業銀行からの外貨借入の場合は、短期もしくは中長期で、金利はスプレッド融資

（銀行金利にスプレッドを加算）か固定金利が一般的である。 

中国子会社が中国国内の商業銀行から借入を行う場合、親会社による保証が要求されることが

多い。中国子会社が借入の返済ができず親会社に保証の履行が求められた場合は、下記 2.で記載

の「外債」の扱いに準拠する必要がある。 

中国国内の商業銀行からの人民元建て借入の場合は、短期もしくは中長期で、金利は中国人民

銀行が公表している基準レートを基に銀行が金利を決定する。 

 

3．親会社や外国の商業銀行からの借入と保証 

日本の親会社や外国（日本を含む）の商業銀行から借入を行う場合は、中国の外貨管理法の規

定に準拠する必要がある。 

外貨管理条例第 18 条には、外債の借入は国の関連規定に従って行い、かつ外貨管理機関におい

て外債登記を行わなければならないと規定している。 

ここでの外債とは、「国内機構が非居住者に対して負担する外貨で表示された債務」である（「外

債管理暫定弁法」国家発展計画委員会、財政部、外貨管理局令第 28 号、第 2 条）。 

外債には中国政府による外国政府からの借入金も含まれるが、一般的には国内機構が非居住者

から借り入れる「国際商業貸付」を指し、国外の金融機関、企業、個人からの借り入れ、国外で発

行する中長期債券（転換社債を含む）、短期債券（商業手形、譲渡性預金等を含む）、国際ファイ

ナンスリース、非居住者の外貨預金、補償貿易において為替により返済される債務等である（同

弁法第 5 条）。 
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国内機構が外国に提供した担保は潜在的な外貨償還義務を形成するため、偶発的な外債であり、

外債管理に含められる（同弁法第 8 条）。 

外債は借入契約又は担保契約を締結した後、外貨管理局において外債登記を行わなければなら

ない。国際商業貸付の借入契約又は担保契約は外債登記後に効力が生じる（同弁法第 22 条）。 

外債資金の使途も規定されている。中長期国際商業貸付は主に先進技術及び設備の導入並びに

産業構造及び外債構造の調整に用いる（同弁法第 25 条）。国内企業が借り入れる短期外債資金は

主に流動資金に用いるものとし、固定資産投資等の中長期的用途に用いてはならない（同弁法第

27 条）。 

外債登記に関しては、外貨管理局が 2013 年 4 月 28 日に公布した「外債務登記管理弁法」（滙発

[2013]19 号、5 月 13 日より施行）によると、対外債務登記とは、債務者が規定に従い対外債務を

借用した後に、所定の方式に従い所在地の外貨管理局に対して対外債務の契約締結、金員の引出

し、償還及び決済等の情報を登記し、報告、送付すべきことをいう。 

外商投資企業による外債登記及び資金に関する従来の手続は以下の通りである。 

① 所在地外貨管理局へ外債登記を行う。 

② 登記完了後、取扱銀行にて外債専用口座を開設する。 

③ 海外から送金を受ける。 

④ 資金を引き出す前に、外貨管理局へ人民元転及び資金を引き出す申請を行ってから外債専

用口座から資金を引き出す。 

⑤ 資金を使用する。 

⑥ 元金返済及び利息支払いの前に、外貨管理局へ元金返済及び利息支払いの申請を行う。 

 

なお外債登記管理のプロセスを簡便化するため、2013 年 5 月 13 日より施行された「外債登記

管理弁法」により、外債契約の登記の他、従来、外貨管理局で審査許可が必要とされていた外債

口座の開設、資金の人民元転、引き出し及び元金返済等の審査権限が銀行に委譲された。具体的

には、上記④と⑥の外貨管理局への引出し・返済の審査手続を不要にし、直接取扱銀行に申請す

ることになった（同弁法第 13 条）。 

外債登記の手続や準備資料、留意点については、「外債登記管理弁法」の附件としての「外債登

記管理操作ガイドライン」を参照のこと。 

その他、外債抹消手続を新たに設定した。具体的には、外債の未返済残高がゼロで、かつ債務

者が引出しを行わない場合、外債全額返済完了後 1 ヵ月以内に専用口座を閉鎖し、外貨管理局で

抹消手続を行うことを要求している（同弁法第 6 条第 3 項）。 

外債に関しては従来から投注差方式により借入が行われてきたが、 近ではマクロプルーデン

ス管理方式による借入も認可されている。 
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外商投資企業が借り入れる中長期（借入期間 1 年超）外債累計発生額及び短期（借入期間 1 年

以内）外債残高の合計は、審査認可部門において認可されたプロジェクトの投資総額と登録資本

との差額（一般的に「投注差」といわれる）以内に抑えなければならない。差額の範囲内におい

ては、外商投資企業は自ら外債により借り入れることができる（同弁法第 18 条）。 

短期借入は残高、中長期借入は累計発生額による管理が規定されている。このため短期借入れ

については、返済後は再度、投注差による借入枠が復活する（再利用できる）。  

短期外債が期限超過又は期限延長となり、かつ実際の借入期限（当該外債の初回引出日又は新

たに約定した期限日まで）が 1 年を超えた場合、当該外債を発生額に基づく外債限度額の管理に

算入するとしている（同通知二㈡参照）。つまり短期借入金の場合でも、借換えにより実質的に中

長期借入となった場合には、残高管理ではなく発生額管理となり、この借入部分を返済しても、

借入枠は復活しない。 

2012 年 6 月 14 日に中国人民銀行は「外商直接投資に係る人民元建て決済業務操作細則の明確

化に関する通知」（銀発[2012]165 号）を公布した。当該通知によると、外商投資企業に係る国外

の株主、企業グループ内国内関連企業及び国外金融機関からの人民元建借入金及び外貨建借入金

は合算して全体の規模を計算する。 

外貨建で計算されている場合、人民元と外貨の為替換算レートは借入契約発効日当日の中国人

民銀行が公布している市場取引の仲値とするとしている（同通知 12.前段）。つまり当該通知では、

国外からの人民元建借入も外貨建て借入も外債登記の投注差管理の対象となるとしている。 

同通知 165 号によれば、外商投資企業に係る国外人民元建借入金は発生額に基づき総規模を計

算する。国外人民元建借入金に対して、期間の延長を行う場合、初めて期間を延長する場合は、

借入金総規模に組み入れないが、それ以後の期間延長は国外借入金総規模に組み入れると規定し

ている。また国外人民元借入金を使用して資本金を増加する場合（デット・エクイティ・スワッ

プ）、当該借入金は国外借入金総規模に組み入れないと規定している（同通知 165 号 12.後段）。 

以上から、人民元建て対外債務は 1 年以下の短期であっても発生額管理の対象とされ、借入部

分を返済しても、借入枠が復活しないと規定された点に留意すべきである。 

また国外人民元建て借入の 2 回目以降の期間延長に関しては、総規模の管理に組み入られ、外

債登記の借入枠を費消し、この借入部分を返済しても、借入枠は復活しない。 

なお実際の借入にあたり事前に銀行や当局に十分に確認をした上で進めるべきである。 

また、2013 年 12 月 28 日に中華人民共和国主席令（第 8 号）が公布され、「会社法」の一部改正

が行われた。新規定は 2014 年 3 月 1 日から施行されるが、「実際払込登記制」から「出資引受登

記制」への転換を図り、 低資本金に関する規定を削除する改正が行われたが、外債登記の前提

となる登録資本制度にも影響を受けるものであるため留意すべきである。 
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上記(1)の銀発[2012]165 号によれば、外商投資企業が被保証人である国外の機関及び個人が国

内銀行に対して差し入れる保証については、実際に保証契約履行済みの人民元金額は国外借入金

総規模に組み入れる（同通知 12.後段）と規定している。 

2013 年 10 月 28 日に外貨管理局から公布された「一部地域で試行する少額の外保内貸取引に係

る外貨管理に関する通知」（滙発[2013]40 号）によると、「外保内貸」とは、国外保証・国内貸付

の意味で、国外保証の国内借入をいう（同通知第 1 条）。外保内貸で西暦の 1 年間の国内借入が 5
千万人民元以内で借入返済額が前年度末純資産を超えなければ（同通知第 2 条）、上記銀発

[2012]165 号によれば、国外保証の契約金額は外債管理の対象となり外貨管理局への登記申請手

続が必要であったが、当該 40 号通知では、国外保証の履行金額は外債管理の対象とせず、外貨借

入枠に縛られず、保証の履行時に外貨管理局への申請は不要となった。 

つまり国外保証のような偶発債務は、外貨借入時は銀発[2012]165 号も当 40 号通知でも投注差

枠に算入しない点では同様であるが、被保証先の会社が借入を返済できず、国外保証先が保証の

履行を行わざるを得ない場合、従来は保証分も外債登記の対象となったが、同 40 号通知では外債

登記の対象とならないと規定されている。さらに借入金の使用範囲は企業経営範囲内の通常の生

産経営支出とすることが条件であるとしている（同通知第 3 条）。 

 

親会社や国外金融機関からの外貨借入（外債）の場合、従来の外貨借入枠である投注差方式（批

准証書の投資総額－登録資本金額）に加えて、2016 年 5 月からマクロプルーデンス管理方式が導

入された。当該方式は以下の通りである。 

【純資産×クロスボーダー融資レバレッジ 2×マクロプルーデンス政策係数 1.25】 

2017 年 1 月からはこの方式の「クロスボーダー融資レバレッジ係数」が 2 とされ、外貨借入枠

が純資産の 2 倍まで拡大された（銀発[2016]132 号、銀発[2016]18 号、汇発[2016]16 号、銀発

[2017]9 号）。マクロプルーデンス政策係数は 2020 年 3 月 11 日から 1.25 になっている。このため

借入枠は純資産の 2.5 倍になっている。 

当該管理方式の場合、外債枠は外貨及び人民元共に残高ベースでの管理となり、返済後は外債

枠が復活する（再利用できる）。なお企業は投注差方式かマクロプルーデンス管理方式かどちらか

を選択したら変更はできない点に注意すべきである。このため例えば、ドルでの借り入れを人民

元で返済することも可能である。なお多国籍企業の条件の一つには前年度の人民元と外貨による

国際収支規模が国内グループ企業の合算で 1 億ドルを超えていることが必要である。 

 

4．証券・債券市場からの資金調達 

中国国内で事業活動を行うためには、中国国内での流通貨幣である人民元を調達することが必

須である。人民元を調達する手段には大きく分けて 2 つの方法があり、1 つは直接金融、即ち出資

者である株主から直接資金を受け入れる方法、もう 1 つは間接金融、即ち金融機関等から資金を

借りてくる方法がある。 
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日本においては直接金融による資金調達額と間接金融による資金調達額を各社が自由に決定し、

実行することは可能だが、中国においては外資企業による人民元の調達には独自の規制があるた

め、外資企業が必要なときに必要な額の人民元を調達することは、想像以上に困難が伴うことに

なる。まとまった金額の人民元を直接調達することが可能な株式上場は、人民元の資金調達手段

として有効な方法と言える。 

中国には「上海証券取引所」と「深圳証券取引所」の 2 つの証券取引所がある。この取引所の

大きな特徴として、第一に、外国企業（本籍が中国本土以外の企業）による直接上場が認められ

ていないという点があげられる。ただし外国企業が出資をしている外商投資企業は、その本籍が

中国国内にあるため上海証券取引所もしくは深圳証券取引所で上場することは可能である。 

上場基準で注意すべき点は、上場主体要件として中国法に基づき設立された株式会社に限定さ

れていることで、外国籍の企業の直接上場は認められない点である。これについては中国で設立

された有限会社（有限責任公司）から株式会社（股份有限公司）へ組織変更し上場する必要があ

る。 

日系企業で中国の証券取引所に上場して資金調達した事例は、現時点ではそれほど多くない。

例えば直近のケースでは、日本のジャスダックで公開している日本電計株式会社の中国子会社（電

計科技研発（上海）股份有限公司）が中国の店頭登録市場にあたる「新三板」に株式を 2018 年 1
月に上場したと公表している。 

むしろ香港証券取引所に上場するケースのほうが多い。例えば、香港に 近上場した主な日系

企業については、本間ゴルフ（2016 年 10 月）、長崎のオークラホールディングス（2017 年 5 月）、

日清食品有限公司（2017 年 12 月）がある。 

 

「企業債」は証券取引所相互間に跨り取引される社債の一種である。2017 年 7 月の中国本土と

香港間の債券相互制度（債券通）開始により、海外の投資家が中国本土の債券を売買することが

可能となったため、今後、中国の債券市場に多くの資金が流入する可能性もある。 

債券市場からの資金調達の方法としては中国でも社債（中国語は「会社債券」）の制度があるが、

日系企業が資金調達する手段としてはまだ一般的ではない。 

近ではみずほ銀行や三菱 UFJ 銀行が、2018 年 1 月にそれぞれ中国の市場で日本の本社（非居

住者）による人民元建て債券（いわゆる「パンダ債」）を日本企業では初めて発行したと公表して

いる。例えばみずほ銀行の場合は、発行期間は 3 年の普通社債で、発行額は 5 億元である。これ

は 2017 年 12 月 25 日の日本の金融庁と中国の財政部による会計監査に関する情報交換の枠組み

での合意に基づくものである。2020 年 6 月には三井住友銀行も、発行期間 3 年、発行額 10 億元、

利率 3.2％のパンダ債を発行すると公表した。 
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 労働事情 

 

2020 年 2 月に日本貿易振興機構（ジェトロ）から公表された「2019 年度アジア・オセアニア進

出日系企業実態調査－中国編」のアンケート結果によると、経営上の問題点として第 1 位（73.7％）

に「従業員の賃金上昇」が記載されている。これは 2018 年度の調査でも同様に 1 位である。賃金

と一言で言っても中国では手当、社会保険、労働組合費、経済補償金等が賃金に連動する形で人

件費を構成しているので、まずこの構造を理解する必要がある。 

 

1．労働契約法 

中国では環境変化に伴い、労使関係に関する法律も整備されてきている。 

1992 年には「労働組合法」の改正法が公布・施行され、1995 年 1 月 1 日から 2007 年末までは

労使関係の基本を定める「労働法」が施行されていた。2008 年 1 月 1 日より「労働契約法」（国家

主席令第 65 号）が新規に施行されるようになった。労働契約法はさらに 2013 年 7 月に労働派遣

業務の規制強化を主旨とした改正が行われている（主席令第 73 号）。 

労働契約法の第 1 条には「労働契約制度を整備し、労働契約双方の当事者の権利及び義務を明

確にし、労働者の合法的権益を擁護し、調和の取れた安定的な労働関係を構築、発展させるため、

この法律を制定する」と立法趣旨が述べられており、労働者の権益保護を目的としていることが

明文化されている。 

労働契約法について留意すべき点は多いが、ここでは、特に会社設立時点から意識しておかな

ければならない点として、労働契約の解除又は終了と人員削減の規定、労働コストの上昇につな

がる経済補償金と無固定期限労働契約の規定及び 2013 年の改正のポイントとなった派遣労働者

数の総量規制を取り上げることにする。 

 

労働者側からの労働契約解除（予告解除）は、30 日前（試用期間にある場合は 3 日前）までに

使用者である会社に対して書面により通知することが必要となっている（労働契約法第 37 条）。 

労働者側から労働契約を解除できるのは、会社が以下の状況に該当する場合である（同法第 38
条）。 

 会社が労働契約の約定に従った労働保護又は労働条件を提供しない場合 

 会社が社会保険料を納付しない場合 

 会社が労働報酬を速やかに全額支払わない場合 

 労働規則制度が法律や法規の規定に違反し、労働者の権益に損害を与える場合 

 労働契約法第 26 条第 1 項に定める事由により労働契約が無効になる場合 

 法律や行政法規に規定する労働者が労働契約を解除できるその他の場合 
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一方、会社から労働契約の予告解除ができる場合は、以下の通りである。この場合 30 日前まで

に労働者本人に書面により通知するか、又は規定外で 1 ヵ月分の賃金支給をもって労働契約を解

除できる（同法第 40 条）。 

 労働者が疾病あるいは業務外のケガにより、定められた療養期間を経過した後も元の業務

に従事することが不可能で、会社が別途配属した仕事にも従事できない場合 

 労働者が業務に堪えることができず、訓練や職務の変更調整をもってしても業務をこなす

ことができない場合 

 労働契約締結時の条件の根拠となった客観的状況に重大な変化が起こり、労働契約の履行

が不可能になり、協議をしても労働契約の変更について合意が得られない場合・法律や行政

法規に規定する労働者が労働契約を解除できるその他の場合 
 

また、使用者である会社から労働契約を解除できる場合は以下の通りである（同法第 39 条）。 

 試用期間中に労働者が採用条件に合致していないことが証明された場合 

 労働者が会社の規則制度に甚だしく違反した場合 

 著しい職務怠慢、不正利得行為により労働者が使用者に重大な損害を与えた場合 

 労働者が同時に他の会社と労働関係を形成し、本使用者の業務任務の完成に甚だしい影響

を及ぼした場合、又は、これを会社が指摘しても是正を拒否した場合 

 労働契約法第 26 条第 1 項第 1 号に規定する無効条件で労働契約が無効となった場合 

 法により労働者が刑事責任を追及された場合 

 

企業が人員を 20 人以上削減する場合、又は 20 人未満であっても全社員の 10％以上の人員を削

減する場合、会社は 30 日前までに労働組合又は全従業員に対し状況を説明し、意見を集約して人

員削減案を労働行政部門に報告しなければならない（労働契約法第 41 条第 1 項）。人員削減が認

められるケースとしては以下の通りである。 

 企業破産法の規定によって更生を行う場合 

 生産や経営が極めて困難となった場合 

 企業の生産転換、重大な技術革新又は経営方式の調整により、労働契約変更後において、な

お人員削減が必要である場合 

 その他の労働契約の締結時に依拠した客観的な経済状況に重大な変化が起こり、労働契約

の履行が不可能となった場合 
 

実際に人員削減を行うにあたっては、以下の人員は優先して継続的に雇用しなければならない

（労働契約法第 41 条第 2 項）。 

 会社と比較的長期間の有期固定労働契約を締結している者 

 会社と期間の定めのない労働契約を締結している者 

 家族に就業者がおらず、扶養を必要とする老人や未成年者がいる者 
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また、次の場合には労働契約を解除してはならないとされている（労働契約法第 42 条）。 

 職業病の危険を伴う作業に従事していた労働者で、職位を離れる前に職業健康診断を行っ

ていないか、又は職業病の疑いのある病人で診断又は医学的観察期間にある場合 

 会社で職業病を患い又は業務上の負傷により労働能力を喪失又は一部喪失したと確認され

た場合 

 病気あるいは業務外の負傷により、規定の医療期間内にある場合 

 女性労働者で妊娠、出産、授乳期にある場合 

 会社に連続して 15 年以上勤務し、かつ、定年退職まで 5 年未満の場合 

 法律、行政法規で規定されているその他の状況 

 

使用者である会社は労働者と労働契約が終了した際、又は労働契約を解除した際は、一定金額

の「経済補償金」を労働者に支払わなければならない（労働契約法第 46 条）。経済補償金を支払

わなければならない具体的なケースは以下の通りである（同法第 46 条）。 

 会社が約定や法令、法規通りに報酬等を支給せず、同法第 38 条の規定に従い、労働者が労

働契約を解除する場合 

 労働者が同法第 36 条の規定に従い、会社と労働者の協議により労働契約を解除する場合 

 同法第 40 条の規定に従い、会社が労働契約を解除する場合 

 同法第 41 条第 1 項の規定に従い、会社が労働契約を解除する場合 

 同法第 44 条第 1 項の規定に従い、固定労働契約を終了した場合 

 同法第 44 条第 4 項及び第 5 項により、会社が破産宣告された場合、営業許可を取り消され

労働契約を終了した場合 

 法律、法規に定めるその他の事由の場合 

 

経済補償金の計算方法の上限は、労働者が使用者である会社で働いていた勤務年数に照らし、1
年ごとに賃金の 1 ヵ月分（労働契約の解除又は終了前の 12 ヵ月の平均賃金）を支給するとされて

いる。勤務年数が 6 ヵ月以上 1 年未満の場合には 1 年と計算をし、6 ヵ月に満たない場合は、労

働者に半月分の経済補償を支払うものとされている（同法第 47 条第 1 項）。 

労働者の月額賃金が会社の所在する直轄市、区を設置する市レベルの人民政府が公表する当該

地区の前年度の従業員の月平均賃金の 3 倍を超える場合は、経済補償金の支給上限は、公表され

た当該地区従業員の月平均賃金の 3 倍に相当する金額までとなる。「月額賃金」とは当該従業員の

労働契約の解除又は終了前の 12 ヵ月間の平均賃金をいう（同法第 47 条第 3 項）。経済補償金の年

数は 12 年を越えてはならないとされている（同法第 47 条第 2 項）。 

経済補償金は、労働契約法の施行日である 2008 年 1 月 1 日より起算する（同法第 97 条後段）。

2008 年 1 月 1 日以前の分については、各地域における当時の関連規定に準拠することになる。 
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「無固定期限労働契約」とは、会社と労働者が締結する確定的な終了日がない労働契約である

（労働契約法第 14 条）。会社と労働者は双方の合意を経て、無固定期限労働契約を締結すること

ができる（同条第 2 項）。 

この締結の条件としては、以下に記載のいずれかの状況に該当し、かつ労働者が労働契約の更

新や締結を申し出、又は同意した場合は（労働者が固定期間の労働契約の締結を申し出た場合を

除き）、無固定期限労働契約を締結しなければならない（同条第 3 項）。 

 労働者が会社において満 10 年以上連続して勤務している場合 

 満 10 年以上勤務し、かつ、法定の退職の年齢まで 10 年未満である場合 

 固定期限労働契約を 2 度連続して締結し、労働契約法第 39 条（労働者の職務怠慢や不正行

為等で会社による労働契約の解除）及び第 40 条の第(1)号及び第(2)号（労働者が疾病、負傷、

不適任等により会社が労働契約の予告解除を行う場合）に定める事由に該当せずに、労働契

約を更新する場合 
 

なお、会社が労働者使用の日から 1 年以内に労働者と書面で労働契約を締結しない場合は、無

固定期限労働契約が締結しているものとみなされるので、注意が必要である（同法第 14 条第 3
項）。無固定期限労働契約の存在は労働契約の長期化、労働コストの固定費化につながるものであ

る。その一方では、優秀な人材であれば、長期に会社に留めておける契約とも言える。このため

採用においては、今まで以上に慎重を期すべきである。 

以上の労働契約法は一般的な事項を規定したものであり、会社は所在する地域の労働契約関係

の法令（例えば北京市労働契約規定等）に準拠する必要がある。 

 

2．労働市場と雇用情勢 

中国の賃金水準は一貫して上昇してきた。日本貿易振興機構（ジェトロ）から公表された「ア

ジア・オセアニア進出日系企業実態調査－中国編」の 2013 年度から 2019 年度の中国に進出した

日系企業に対するアンケート結果を基に、一人あたり人件費の年間実負担額（一人あたり従業員

に対する基本給、手当、社会保険、残業、賞与等の中国平均値）を比較してみると次表の通りで

ある。マネージャークラスでは非製造業は製造業の約 1.5 倍となっている。 

特に非製造業のマネージャークラスの人材の確保は困難であり、日系企業はかなりの金額を負

担して人材を確保せざるを得ない状況にある。 

同アンケートで 2019 年度の製造業マネージャーの中国全土平均の基本給月額平均は 9,671 人民

元であり、非製造業の場合は 15,691 人民元である。非製造業でも特に金融、保険、通信、ソフト

ウェア業の基本給が高い。 
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図表 19-1 日系企業の一人あたり人件費の年間実負担額 
中国平均 

（単位：人民元） 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度

製造業作業員 46,064 50,408 55,264 64,002 67,123 72,790 70,359

製造業 
エンジニア 

75,034 80,148 87,058 91,001 98,740 109,334 111,320

製造業 
マネージャー 

127,313 140,831 154,892 157,262 166,249 183,298 181,123

非製造業 
スタッフ 

91,652 94,870 100,058 109,435 117,097 127,503 135,105

非製造業マ

ネージャー 
211,727 219,872 221,128 243,747 234,137 264,138 275,434

（出所）「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査－中国編」（日本貿易振興機構）より作成 

 

3．雇用関係 

中国の日系企業の多くは、ホワイトカラーやブルーカラー共に直接雇用する場合と人材派遣会

社（FISCO 等の外事服務機関）を通じた間接雇用を使い分けている。駐在員事務所については間

接雇用しか認められていない（例えば北京市人民政府第 12 号令第 5 条）。 

間接雇用の場合は従業員と派遣会社が「労働契約」を締結し、受入れ企業と人材派遣会社は「労

働派遣契約」を締結する。 

 

ひとくちメモ 15：春節前後の大移動 

中国の春節は旧正月のことであり、中国では新暦の正月よりも盛大に祝う。春節の日は年によって異

なるが 1 月下旬から 2 月の間で設定される。春節の期間は故郷の家族と過ごすことが中国人にとっては

何よりも大切な行事となっている。 

（新型コロナウイルス禍では自粛されていますが）春節の前になると、地方から都心に出てきた会社

員や学生が一斉に帰郷するため公共交通機関は満席になり、道路は渋滞し大移動が発生する。例えば春

節の期間の累計では、約 2億人が鉄道を利用し、少なくとも 20 億人が道路を利用しているとの報道もあ

る。日本人駐在員は春節の期間に日本に帰国する人や、アジア諸国等に旅行する人もいる。 

ある日系企業の工場長の話では、春節後に会社に出社しなくなり、そのまま自己都合で退社してしま

う中国人従業員も多く、春節後に中途採用をして人員を補充せざるを得えないケースもあるとのことで

ある。 

 

4．労働条件 

雇用に際しては労働契約を取り交す必要があることは、上記「1．労働契約法」で記載した。労

働契約書には以下の項目を 低限記載しなければならない（労働契約法第 17 条）。 

① 企業の名称、住所、法定代表者 
② 労働者の氏名、住所、身分証番号 
③ 労働契約期間 
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④ 業務内容及び勤務地 
⑤ 勤務時間、休息、休日、休暇 
⑥ 労働報酬 
⑦ 社会保険 
⑧ 労働保護、労働条件及び職業性の危害の防止 
⑨ 法律、行政法規に規定すべきその他の事項 
 

「労働法」（主席令第 28 号）には、労働条件に関する項目が規定されている。例えば以下の通

りである。 

 労働時間に関しては 1 日の労働時間は 8 時間を超えず、一週間の平均労働時間が 44 時間を

超えないように実施する（労働法第 36 条）。 

 休日は毎週少なくとも 1 日は保証しなければならない（同法第 38 条）。 

 法定休暇日は、元旦、春節、労働節、国慶節、法律により規定するその他の祝祭日とする（同

法第 40 条）。 

 労働時間の延長に関しては、生産経営の必要により、労働組合（工会）及び労働者との協議

を経た後に延長することができるが、1 日につき 1 時間を超えることができない。ただし特

別な事情がある場合は、労働者の身体の健康を保障することを条件に 1 日につき 3 時間を

超えない範囲とするが、1 ヵ月 36 時間を超えてはならない（同法第 41 条）。 

 割増賃金については、労働者に労働時間を延長させる場合、賃金の 150％を下回らない賃金

を支給すること、休日に勤務させ代替休暇を手配できない場合、賃金の 200％を下回らない

賃金を支給すること、法定休暇日に勤務させる場合、賃金の 300％を下回らない賃金を支給

すること（同法第 44 条）。 

 

労働契約法では雇用者の義務として、労働報酬、勤務時間、休息、休暇等について内部規定（就

業規定等）に制定し、従業員代表大会又は全従業員における討議を経て、労働組合（工会）又は

従業員代表と協議してこれを確定させなければならないと規定されている（労働契約法第 4 条）。

なお「従業員代表大会」については、後述「6．労働組合」を参照されたい。 

 

ひとくちメモ 16：大忘年会 

（新型コロナウイルス禍では自粛されていましたが）中国の春節（旧正月）の前になると、多くの会

社が従業員に対して一年の慰労のために忘年会を開催する。従業員の数が多い会社では大きなホテルの

会場やレストランを借り切って行うことが多い。会社は従業員に対して飲食を提供するだけでなく、ク

ジ引き等で景品を用意する。従業員も余興のために歌や踊り等のパフォーマンスを披露することもある。

日本人駐在員は多くの従業員からお酒の乾杯を勧められ大変な経験をするケースもある。楽しく騒ぐ分

には問題ないが、不機嫌になる等、醜態をさらすことは中国でもタブーなので、飲みすぎに注意しなが

ら宴会を楽しむことがコツと言える。 
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5．社会保険制度 

中国の社会保険に関しては「社会保険法」（主席令第 35 号）で規定されている。社会保険の主

なものとしては養老保険、医療保険、労災保険、失業保険、生育（出産育児）保険がある（同法第

2 条）。社会保険登記証については、以前のように別途社会保険を登記して証明を受領するのでは

なく、営業許可証等と一体となった証明書を受領するという制度（「五証合一」）が中国各地で導

入されつつある状況にある。 

「労働契約法」では、労働者と使用者（会社）が締結する「労働契約書」には社会保険について

記載すべきことが明記されており（同法第 17 条第 1 項第 7 号）、雇用者（会社）が社会保険料を

納付しない場合、労働者は労働契約を解除することができると規定されている（同法第 38 条第 1
項第 3 号）。労働コストの計算にあたり、社会保険料の負担は以下に記載する通り、決して低くは

ないので、留意が必要である。 

中国で就業する外国人が社会保険に加入すべきかについては、「中国国内において就業する外国

人の社会保険加入に関する暫定弁法」（人力資源・社会保険部令第 16 号）が 2011 年 9 月 6 日に公

布され、同年 10 月 15 日から施行されている。 

同弁法は「外国人」を外国人就業証、外国専門家証、もしくは外国常在記者証等の就業証及び

外国人居留証を取得し、又は外国人永久居留証を所有し、中国国内において適法に就業する中国

国籍を有しないものと規定している（同弁法第 2 条）。  

当該外国人は養老保険、医療保険、労災保険、失業保険、生育保険に加入しなければならず、

使用者（会社）と本人が規定に従って社会保険料を納付すると規定している（同弁法第 3 条第 1
項）。手続としては、使用者（会社）は外国人を雇用した場合、就業証書の手続が完了した日から

30 日以内に、当該外国人の社会保険登録手続を行わなければならないと規定している（同弁法第

4 条第 1 項）。 

さらに 2011 年 12 月 2 日には「中国国内で就業する外国人の社会保険加入業務の遂行に関する

問題についての通知」（人社庁発[2011]113 号）が公布され同日から施行されている。当該通知は

先に記載した暫定弁法（人力資源・社会保険部令第 16 号）を受けたもので、外国人の社会保険登

録取扱手続等を規定し、加入にあたり記入すべき用紙等を付属文書として添付している。 

なお、2018 年 5 月 9 日に調印、2018 年 9 月 1 日発効の「社会保障に関する日本国政府と中華人

民共和国政府との間の協定」により、日本人駐在員は、日本払いの年金との 2 重負担になってい

た中国払いの養老保険は納付免除となった。 

 

従業員は養老保険に加入しなければならず、使用者及び従業員が共同して養老保険を納付する

と規定されている（社会保険法第 10 条第 1 項）。2005 年 12 月 3 日「企業の従業員の基本養老保

険制度の改善に関する決定」（国発[2005]第 38 号）が公布され、これまでの基本養老保険制度の

見直しがなされた。毎月の保険料は従業員本人の「賃金総額」（前年度平均月額）を社会保険料算

定の基礎として「給付基数」とし、これに「保険料率」を乗じて算出される。この保険料は企業負

担分と個人負担分とから構成されている。 
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保険料算定の基礎となる「賃金総額」は基本給、職能給、出来高給、賞与、各種手当、残業代等

から構成される。 

保険料算定の範囲は各地方政府ごとに若干異なる。例えば上海市では、2010 年 12 月 20 日に改

正公布された「上海市都市部従業員養老保険弁法」（上海市人民政府令第 59 号）により、会社は

前月における全在職従業員の賃金総額の 25.5％にあたる金額を養老保険料として納付しなければ

ならない。在職従業員は本人の前年度における月間平均賃金収入を納付計算基準額とし、この 3％
を養老保険料として納付しなければならない。在職従業員の前年度における月間平均収入が前年

度における全市在職従業員の月間平均収入の 200％を上回る場合は、200％を上回る部分は納付計

算基準額に算入しない。前年度における全市在職従業員の月間平均収入の 60％を下回る場合は、

前年度における全市在職従業員の月間平均賃金収入の 60％を納付計算基準額とすると規定してい

る（同弁法第 12 条）。 

上海市で就業する外国人については、5 年間の経過的措置を実施し、2011 年度の個人の納付計

算基準額は、前年度全市従業員の月間平均賃金の 40％とし、2012 年度は 45％、2013 年度は 50％、

2014 年度は 55％とし、2015 年度以降は本人の前年度月間平均賃金収入とする。本人の前年度の

月間平均賃金収入が、前年度の全市従業員の月間平均賃金の 300％を上回る部分については、納付

計算基準額に算入しないと規定されている（「外来就業人員の上海市の都市部従業員基本養老保険

への加入に関する問題についての通知」（滬府発[2011]26 号）。 

企業が負担する「保険料率」は、各省、自治区及び直轄地の人民政府が決定するものとされて

いる。他方、個人の負担する保険料率の基本は 8％となっている（「企業従業員基本年金保険個人

口座の管理の規範化問題に関する通知」労社庁発[2001]第 5 号第 2 条）。保険料の徴収責任は企業

が負わされており、企業が個人負担分を源泉徴収し、企業負担分と合算した金額を納付する。 

個人負担分の個人口座養老金は、転職により職場が変わった際でも、新たな雇用先で継続して

年金を掛け続けることができる（「統一した企業従業員基本養老保険制度確立に関する決定」国発

[1997]26 号）、「都市部企業従業員基本養老保険関係移転・継続暫定弁法」国弁発[2009]66 号）。 

 

従業員は医療保険に加入しなければならず、使用者及び従業員が共同して医療保険を納付する

と規定されている（社会保険法第 23 条第 1 項）。1998 年 12 月 14 日に国務院より「都市部従業員

の医療保険制度の設置に関する決定」（国発[1998]第 44 号）が公布され、各地の人民政府は国有

企業、外商投資企業等に対し医療保険に加入することを規定している。 

保険料は会社負担分と個人負担分とから構成されており、その標準保険料は会社負担部分が賃

金総額の 6％、個人負担分が賃金総額の 2％とされている。しかし、実際には各地方によってその

保険料率には幅があるのが実情である。賃金総額の範囲や給付基数は、上述した養老保険と同じ

である。 
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従業員は労災保険に加入しなければならず、使用者及び従業員が共同して労災保険を納付する

と規定されている（社会保険法第 33 条第 1 項）。1996 年に「企業の労働災害保険施行弁法」（労部

発[1996]第 266 号）が実施され、2011 年 1 月 1 日より改正された「労働災害保険条例」（国務院令

第 586 号）が施行されている。 

労災保険料は、業種ごとの労災リスク程度に基づいてそれぞれ「料率」が設定されている（同

条例第 8 条及び第 9 条）。平均保険料率は原則として、従業員賃金総額の 1.0％前後に抑えなけれ

ばならない（「労働災害保険料率の問題に関する通知」（労社部発[2003]29 号））。 

例えば上海市では、2010 年 12 月 20 日に改正公布された「上海市労働災害保険実施弁法」（上

海市人民政府第 29 号）により、会社が納付する労働災害保険料の基礎料率は保険料納付計算基準

額の 0.5％に統一することとされ、労働災害事故が発生した会社には、基礎料率を基礎として、規

定に従い変動料率を実施すると規定されている（同弁法第 10 条第 1 項、第 2 項）。従業員が以下

の状況に該当した場合、「労災」として認定される（同条例第 14 条）。 

 勤務時間内及び職場において、業務により事故傷害を受けた場合 

 勤務時間前後に職場において、業務に関連する準備あるいは整理業務に従事して事故傷害

を受けた場合 

 勤務時間内及び職場において、業務の責務を履行して暴力等の突発的な事故に遭遇し傷害

を受けた場合 

 職業病にかかった場合 

 業務で外出中、業務が原因で傷害を受けた、又は事故が発生し行方不明となった場合 

 通勤途中で本人に主たる責任のない交通事故、交通機関の事故に遭遇し負傷した場合 

 法律、行政法規で労災を認定されなければならないと規定するその他の状況 

 

さらに、従業員が以下の状況にある場合においても「労災」とみなされる（同条例第 15 条）。 

 勤務時間及び職場において、突発的疾病で死亡あるいは 48 時間以内に応急手当の甲斐なく

死亡した場合 

 緊急避難、災害防止等、国家利益、公共利益の維持活動中に傷害を受けた場合等 

 

従業員は失業保険に加入しなければならず、使用者及び従業員が共同して失業保険を納付する

と規定されている（社会保険法第 44 条）。失業保険については 1999 年に「失業保険条例」（国務

院令第 258 号）が施行されている。その保険料は企業及び個人がそれぞれ負担し、企業は従業員

の賃金総額の 2％、従業員は賃金の 1％を失業保険として納付すべきものとされている（同条例第

6 条）。賃金総額の範囲や給付基数は、上述した養老保険と同じである。 

受給資格を得るには、企業・個人とも保険料を 1 年以上納付していることが必要となっている

（同条例第 14 条）。養老保険の受給者は失業保険を受け取ることはできない（同条例第 15 条）。 
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保険金受給月数は保険料の納付期間の長短によって、以下のように定められている（同条例第

17 条）。 

 満 1 年以上 5 年未満の場合は、12 ヵ月を超えないものとする。 

 満 5 年以上 10 年未満の場合は、18 ヵ月を超えないものとする。 

 10 年以上の場合は、24 ヵ月を超えないものとする。 

 

失業者が保険受給期間中に死亡した場合には、遺族に一時金が支給される（同条例第 20 条）。 

 

従業員は生育保険に加入しなければならず、使用者及び従業員が共同して生育保険を納付する

と規定されている（社会保険法第 53 条）。生育保険は、女性の出産時の検査費、出産費、手術費、

入院費、流産後の医療費等が支払われる。 

国家規定の標準の会社負担割合は賃金総額の 1％以下である（「企業従業員生育保険試行弁法」

労部発[1994]504 号、第 4 条）。賃金総額の範囲や給付基数は、上述した養老保険と同じである。

なお、従業員個人は生育保険料を納付する必要はない（同弁法第 4 条第 2 項）。 

 

2016 年 4 月に公布された「社会保険料率の段階的引下げに関する人的資源及び社会保障部及び

財政部の通知」（人社部発[2016]36 号）により、社会保険納付比率を段階的に引き下げることが明

確化された。具体的な内容は以下の通りである。 

①養老保険の企業納付比率を段階的に引き下げる 

 企業納付比率が 20％超の省（区・市）について、20％まで引き下げる。 

 なお、企業納付比率が 20％且つ 2015 年末の企業従業員養老保険基金の累計残高が 9 ヶ月

の支払分を上回る省（区・市）は、19％まで段階的に引き下げることが可能である。 

 2016 年 5 月 1 日から暫定で 2 年間執行する。 
 

②失業保険の納付比率を段階的に引き下げる 

 企業及び従業員個人の総納付比率は 2015 年に既に従来 1％引き下げられ 2％となってい

たが、さらに 1～1.5％まで引き下げることが可能となった（ただし、その内、従業員個人

の納付比率は 0.5％を超えないものとする）。 

 2016 年 5 月 1 日から暫定で 2 年間執行する。 
 

③労災保険・生育保険の納付比率を継続して引き下げる 

 2015 年に国務院が決定した、労災保険の平均納付比率 0.25％引き下げ、生育保険の納付

比率 0.5％引き下げを実現させる。 

 生育保険と基本医療保険を統合（国務院が関連規定を制定した後実施）させる。 
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2019 年 12 月に武漢市衛生健康委員会は初の原因不明の肺炎症例に関する感染情報を公布し、

2020 年 1 月に専門家チームが肺炎症例を新型コロナウイルスと断定。感染者に初の死亡例が出た。

その後中国全土に感染者が拡大したが、各都市のロックダウン（閉鎖）等の抑え込みにより、新

規発症数は 2020 年後半にはかなりの減少となる。 

新型コロナウイルス対応策の一つとして、企業の養老保険、失業保険、労災保険の 3 項の社会

保険料を段階的に減免策が公布されている（人社部発［2020］11 号）。これによると各省、自治区、

直轄市、及び新疆生産建設兵団は、中型、小型、微小小型企業の社会保険の単位納付保険料部分

の徴収を免除すること、大型企業に関してはこれを半減して徴収すること、生産、経営に重大な

困難を生じた企業は社会保険料の納付猶予を申請することができる。社会保険料の徴収の減免期

間は 2020 年 2 月から 5 ヵ月を超えない期間と規定されている（人社部発［2020］11 号）。 

中型、小型等の企業分類については「中小企業類型区分標準規定」（工信部聯企業［2011］）によ

る。なお労働者個人の社会保険は減免されない。さらに詳細は減免策についてはそれぞれの企業

所在地の省や市からの通達を確認することが必要である。 

 

ひとくちメモ 17:「新型コロナウイルス禍での現地日系企業の対応状況は？」 

2020 年 2 月 1 日の中国日本商会が北京市内の日系企業に対して実施したアンケート結果によれば、以

下の通りです（有効回答数 82 社）。 

駐在員の現時点の扱い：全員が引き続き駐在し、帰国予定は無い（37 社）、一部は駐在し、その他の帰

国（17 社）。 

駐在員の家族の扱い：特に指示せず、本人が判断（18 社）、一時帰国（15 社）、希望者は一時帰国（16

社）。 

事業再開にあたっての出勤体制：通常通り出勤（37％）、一部を在宅勤務（38％） 

 

ひとくちメモ 18:「新型コロナウイルス禍での現地日本人スタッフの相談相手は？」 

蘇州地区の日系中小企業を対象にした 2020 年 2 月 24 日のアンケート調査（華東地域日商倶楽部懇親

会「新型コロナウイルスの企業活動への影響について」）によると、自社の日本人スタッフ以外の主な相

談相手としては、「自社の中国人スタッフ」が割合としては も多く（約 80％）、非常事態下においては

優秀で信頼できる中国人スタッフがいるかが情報収集や意思決定において重要なことが分かります。 

意外に「日本本社」の割合が約 30％と低い結果となっています。 
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6．労働組合 

2009 年 8 月 27 日に改正公布された「労働組合法（中国語：「工会法」）」（主席令第 62 号）によ

ると、企業等で組合員が 25 名以上いる場合には、労働組合（工会）を設置しなければならない旨

が規定されている（同法第 10 条第 1 項）。 

労働組合は、平等な協議及び労働協約制度を通じて、労働関係を調整し、従業員の労働権益を

擁護する組織である（同法第 2 条第 2 項）。企業、事業単位が従業員に対する処分を行った場合に

おいて工会は適切でないと認めるときは、意見を提出する権利を有する。 

企業は従業員との労働契約を一方的に解除する場合、事前に理由を工会に通知しなければなら

ないと規定されている（同法第 21 条第 1、2 項）。企業、事業単位にストライキまたサボタージュ

が発生した場合、工会は従業員を代表して、企業、事業単位又は各方面と協議を行い、従業員の

意見及び要求を報告し、かつ、解決のための意見を提出しなければならないと規定されている（同

法第 27 条）。 

会社に労働組合がある場合は、会社は労働組合費として、毎月の全労働者の賃金総額の 2％を負

担しなければならない（同法第 42 条第 1 項第 2 号）。なお「上海市工会条例」（上海市人民代表大

会常務委員会公告第 72 号）によると、労働組合費（工会経費）の前月の全従業員の賃金総額の 2％
とされており、上記の「労働組合法」と同率である。 

なお「従業員代表大会」は民主的に企業を管理することを目的として、従業員の利益に係る需

要な事項（例えば就業に係る内部規定）を決定する場合には、労働組合の意見を聴取し、従業員

代表大会を通じて従業員の意見を聴取しなければならないと規定されている（会社法第 18 条、労

働法第 8 条）。労働組合がある場合は、従業員代表大会の日常業務を担当する事務局として機能し

ている場合も多いようである。 

 

7．労働争議の判例 

2008 年 1 月に「労働契約法」が施行され、労働者の権利意識が高まり、2008 年 5 月に「労働紛

争調停仲裁法」（主席令第 80 条）が施行され、2012 年 1 月には「企業労働紛争協議調停規定」（人

力資源・社会保障部令第 17 号）が施行され、企業労働紛争調停案件は近年ではかなりの案件が受

理されるようになっている。直近の統計では 2018 年 2 月に人力資源・社会保障部により公布され

た「2017 年労働人事紛争調停仲裁統計」によると、全国仲裁機関が受理した案件は 78.5 万件で、

対象労働者は 97.9 万人、2017 年度に結審した案件は 79 万件にも上る状況にある。 

労働紛争案件は残業手当、労働契約の解除、経済補償金、社会保険納付等に多い傾向がある。

日系企業が関係する案件では少し古いが、2007 年の判決で某日本本社から上海代表所に駐在員と

して派遣される中国人の研修費用の負担をめぐって労働契約法第 22 条の訓練費用の賠償規定の

適用が争われた事例がある。 

本来は企業と労働者の話し合いで解決できれば良いが、中国では労働紛争を公的な労働紛争調

停委員会（労働紛争調停仲裁法第 10 条）に委ねるのは、当たり前の状況であることをまず理解し

なければならない。労働紛争になりそうな場合は早めに専門家に相談し、状況に応じで労働紛争

仲裁機関を利用することも必要である。 
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8．外国人就労許可制度 

2014 年 11 月に公布された「外国人入国による短期業務遂行に関する取扱手続（試行）」（人的資

源及び社会保障部外交部公安部文化部人社部発[2014]78 号）により、外国人が中国に入国後に短

期業務に従事する場合、滞在日数が 90 日以内であっても、外国人就業許可証（或いは文化主管部

門発行の承認書類）及び中国短期業務証明書を事前に取得し、就労ビザ（Z ビザ）を申請したうえ

で入国することが必要要件となった。また、入国後の実質滞在予定日数に応じて、Z ビザの有効

期間内のみの滞在となるのか、或いは改めて就業在留証明書を申請・取得する必要があるのかに

ついては、適宜対応する必要がある。具体的には以下のような状況において適用される。 

 中国国内の提携先へ技術、科学研究、管理、指導業務等に従事 

 中国国内のスポーツ関連組織・団体におけるトレーニング（コーチ、選手を含む）業務等に

従事 

 映画撮影（コマーシャル、ドキュメンタリーを含む）業務等に従事 

 ファッションショー（モーターショーのコンパニオン、印刷広告用撮影を含む）業務等に従事 

 国外機関による公演等営業活動行為に従事 

 
なお、短期業務従事者の入国申請手続は以下の通り行う。 

① 人力資源保障部の就業許可証及び業務証明、又は文化主管部門の承認書類並びに勤務証明

の申請・取得 

② 当該業務を管轄する外事部門での招聘状、又は招聘確認書類の申請・取得 

③ 在外中国大使館・領事館、その他在外査証発行機関での Z ビザ申請・取得 
 
このうち、滞在期間が 30 日以内であれば、在外査証発行機関は有効期間が 30 日のビザを発行

する。当該査証を保有する短期業務従事者は、業務証明に明示されている期間内においてのみ業

務に従事することができ、その滞在期間は Z ビザに明示されている期間内に限られる。また、業

務期間が 30 日を超える短期業務従事者については、入国から 30 日以内に有効期間 90 日の就業在

留証明書を申請・取得しなければならない。このほか、中国と査証相互免除協定を締結している

国家・地域からの短期業務従事者についても、取扱手続に基づき別途 Z ビザの申請が必要となる。 

なお、外国人が取扱手続に従わずに中国に入国した場合、或いは業務証明に明示する項目（登

録項目は、所有者の国籍、氏名、業務内容、勤務先、勤務期間等）が実際の業務と合致しない場合

には、公安機関に不法就労とみなされ取り締まりの対象となる。さらに、外国人が下記の事由で

入国し、かつ滞在期間が 90 日以内の場合、取扱手続においては、短期業務従事者に該当せず、こ

の場合、該当者は下記の通り相応のビザを別途申請する必要がある。 

Mビザ 

 機器・設備の購買に対する中国でのメンテナンス、据付、試運転、解体、指導及び研修業務

に従事 

 中国国内で落札したプロジェクトに対する指導、監督、検査業務に従事 

 中国国内の支社、子会社、代表処への派遣による短期業務に従事 

 スポーツ競技への参加 
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Fビザ 

 中国での無報酬業務の従事者、又は国外機関が報酬を提供するボランティア活動の従事者

等 

 文化主管部門が承認書類に「国外機関による公演等の営業行為」と注記していない活動 
 

2017 年 3 月に公布された「外国人来中就労許可制度の全面実施に関する通知（外専発[2017]40
号）により、外国人が中国で就労を行う際の許可に関する新制度が中国全土で実施されることと

なった。当該通知は、2016 年 9 月に公布された「外国人来中就労許可制度試行実施方案に関する

通知」（2016 年 10 月から 2017 年 3 月まで北京市、天津市、河北省、上海市、安徽省、山東省、四

川省等において実施）の実施結果を踏まえ、2017 年 4 月から中国全土で実施しているものであり、

この通知により再調整された外国人来中就労分類基準が明確化された。主なポイントは以下の通

りである。 

 新しい外国人就労許可制度はポイント管理制を実施しており、外国人労働者を外国人ハイ

エンド人材（A 類）、外国人専門人材（B 類）、その他の外国人人員（C 類）の 3 段階に分

類管理している。ランク付けは、年俸や学歴、勤続年数、勤務時間、中国語レベル、勤務地

域、年齢等により A 類、B 類、C 類にランク付けされる。 

 外国人人材で C 類に分類されると、中国人の雇用確保の観点からも、就労ビザが取得しづ

らくなる等の状況が今後生じてくると考えられる。 

 2016 年 10 月から 2017 年 3 月までパイロット政策と比較して、勤務年数により加算される

勤務歴の 高ポイントが引き上げられ、かつ中国語レベルのポイントが半分に引き下げら

れた。また、中国での就業年数が連続 5 年以上であることも項目に追加された。 

 なお、ポイントについては、考慮される事項の一つであるため、他の基準が達していればそ

の分類に分類されることとなる。 

 

ひとくちメモ 19:「新型コロナウイルス禍でのビザの発給状況は？」 

中国政府は発行済みのビザの停止、居留許可を有する外国人の入国の一時禁止に係る通達を 2020 年 3

月 28 日に公布し、実施しました。その後当該通知を解除し、2020 年 12 月末時点ではビジネスに係る入

国はできるようになってきています。 

あくまで一例ですが、実際に入国した方は、通常は Z ビザで入国するところを M ビザで入国し、就労

許可に切り替えができるまで、ホテルに待機し（新型コロナウイルスでの 14 日間の隔離期間とは別）、

数週間後に就労許可がようやく下りたようなケースもあるようです。（2020 年 12 月時点） 
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 物流・インフラ 

この章では中国の物流インフラ（航空輸送、海上輸送、陸上輸送、鉄道）および通信、インター

ネット環境、SNS 規制、水道、電力の現状を紹介する。 

 

1．主要な国際空港と港湾の位置 

図は中国の主要な国際空港と港湾の位置を表している。以下、それぞれについての特徴と利用

状況について解説する。 

 
図表 20-1 主要空港、主要港湾 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2．航空輸送 

中国 大の空港は、首都北京の郊外北東部にある北京首都国際空港であり、中国第二位の空港

は上海市にある上海浦東国際空港、中国第三位の空港は広東省の省都である広州市にある広州白

雲国際空港であり、これら 3 つの空港は 3 大国際空港と呼ばれている。 

現在、建設中の大規模な空港は、遼寧省の大連金州湾国際空港、福建省のアモイ翔安国際空港、

山東省の青島膠東国際空港、四川省の成都天府国際空港である。2019年 9月には北京市の北京大

興国際空港が開港し、2025 年までに年間 7,500 万人の利用が見込まれている。 

 

北京大興国際空港 
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図表 20-2 中国主要空港の旅客数 
 空港名 総旅客数（人） 貨物（トン） 発着回数 場所 

1 北京首都国際空港 100,013,642 1,955,286.0 594,329 北京市 

2 上海浦東国際空港 76,153,455 3,634,230.4 511,846 上海市 

3 広州白雲国際空港 73,378,475 1,919,926.9 491,249 広東省 

4 成都双流国際空港 55,858,552 671,903.9 366,887 四川省 

5 深圳宝安国際空港 52,931,925 1,283,385.6 370,180 広東省 

6 昆明長水国際空港 48,075,978 415,776.3 357,080 雲南省 

7 西安咸陽国際空港 47,220,547 381,869.6 345,748 陝西省 

8 上海虹橋国際空港 45,637,882 423,614.7 272,928 上海市 

9 重慶江北国際空港 44,786,722 410,928.6 318,398 重慶市 

10 杭州蕭山国際空港 40,108,405 690,275.9 290,919 浙江省 

11 南京禄口国際空港 30,581,685 374,633.5 234,869 江蘇省 

12 鄭州新鄭国際空港 29,129,328 522,021.0 216,399 河南省 

13 廈門高崎国際空港 27,413,363 330,511.6 192,929 福建省 

14 武漢天河国際空港 27,150,246 243,193.4 203,131 湖南省 

15 長沙黄花国際空港 26,911,393 175,724.5 196,213 湖北省 

16 青島流亭国際空港 25,556,278 256,298.8 186,500 山東省 

17 海口美蘭国際空港 24,216,552 175,566.5 164,786 海南省 

18 ウルムチ地窩堡国際空港 23,963,167 172,800.5 178,234 新疆ウイグル自治区 

19 天津浜海国際空港 23,813,318 226,162.7 167,869 天津市 

20 貴陽龍洞堡国際空港 21,910,911 120,110.2 167,063 貴州省 

21 ハルビン太平国際空港 20,779,745 135,923.2 147,795 黒竜江省 

22 瀋陽桃仙国際空港 20,544,044 192,477.6 145,350 遼寧省 

23 三亜鳳凰国際空港 20,163,655 99,821.0 124,813 海南省 

24 大連周水子国際空港 20,079,995 173,533.8 154,976 遼寧省 

25 済南遥墻国際空港 17,560,507 135,263.0 129,994 山東省 

26 南寧呉圩国際空港 15,762,341 122,248.9 114,658 広西チワン族自治区 

27 蘭州中川国際空港 15,302,975 72,001.6 119,183 甘粛省 

28 福州長楽国際空港 14,760,226 131,071.5 112,746 福建省 

29 太原武宿国際空港 14,002,582 57,626.0 108,275 山西省 

30 長春龍嘉国際空港 13,934,969 88,901.6 98,816 吉林省 
（出所）中国民用航空局発布「2019 年民航機場生産統計公報」 

 

3．海上輸送 

中国の港湾のうち、輸出入貨物の船積み・陸揚げ作業、および旅客の出入港が可能な国際港は、

対外開放港と呼ばれ、渤海沿岸部、華東地方、華南地方の 3 地域に分布している。中国の対外開

放港および通関機能を有する港湾（河川港も含む）のうち、9 港が世界ランキング上位 50 港に入っ

ており、国別のコンテナ取扱量では中国が世界第 1 位である。 
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図表 20-3 主要港湾の貨物量とコンテナ取扱量 

順位 港湾名 貨物量 
（千トン） 

コンテナ取扱量 
（TEUs） 

1 上海港 706,000 42,010

2 広州港 518,000 21,912

3 寧波港 514,000 26,351

4 青島港 466,000 19,315

5 天津港 361,000 16,007

6 大連港 334,000 9,770

7 厦門港 252,000 10,702

8 秦皇島港 238,000 －

9 深圳港 220,000 25,740
（出所）Lloyd's List 100 Container Ports 2018、国土交通省「世界の港湾取扱貨物量ランキング」より作成 

 
中国共産党第 19 回全国代表大会（第 19 回党大会）において、「自由貿易試験区により大きな改

革の自主権を付与し、自由貿易港の建設を模索する」と提起され、「一帯一路」建設を促進する動

きが見られる。 

 

4．陸上輸送 

中国の国道は、国務院交通運輸部公路局が計画・管理している。中国の道路は左側通行である。 

 

中国の高速道路網は中国国家高速公路網（National Trunk Highway System、NTHS）と呼ばれる。

既に「五縦七横」計画によって、5 つの南北方向の道路と 7 つの東西の道路からなる 12 の高規格

幹線道路が構築されている。現在は、人口 20 万以上の全ての地方中核都市を相互に連絡する

85,000km の高速道路のネットワークを建設中であり、これは「7918 構想」と呼ばれている。「7918
構想」では、北京から放射状に伸びる 7 つの路線と国内を南北に結ぶ 9 路線、東西に結ぶ 18 路線

からなる幹線道路、および地方環状道路を建設する。 

中国の高速道路は、国家高速（国家級高速公路、路線番号標識「GXX」）と省高速（省級高速公

路、路線番号標識「SXX」）、城市快速公路（主に都市部に整備された高規格道路）の三種類が存

在する。高速道路の制限速度は 110km/h 又は 120km/h である。 
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図表 20-4 7918 構想地図 

 
（出所）国家高速公路網布局 

 

5．鉄道 

中国の鉄道は、管理部門は交通運輸部管理の国家局である国家鉄路局が、鉄道の運行と維持を

行う。業務部門は財務部が出資し国家鉄路局が管理する国有企業である中国鉄路総公司が担って

いる。 
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図表 20-5 中国の鉄道網 

 

（出所）中国鉄路総公司 
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中国では地下鉄が普及しているため、開業路線が存在せず建設工事も行われていない省級行政

区はチベット自治区のみである。上海の地下鉄はアジアで も総延長の長い地下鉄路線である。 

 
図表 20-6 北京の地下鉄路線図 

 
（出所）北京地下鉄公式 HP https://www.bjsubway.com/jpg.html 

 
例えば、北京の地下鉄は、北京を拠点として 13 の市区をまたいで、全長 746km にわたり延び

ている。23 の路線（地下鉄 19 路線と空港連絡鉄道 2 路線、ライトレール 1 路線、磁気浮上式鉄道

1 路線）に 394 の駅が存在する（2019 年 9 月現在）。世界一乗降人員が多い地下鉄であり、1 日乗

車人員は 1,200 万人を超える。 

北京の地下鉄は 5 つの会社で運営されている。「北京市地鉄運営」が 1 号線、2 号線、5 号線、6
号線、7 号線、8 号線、9 号線、10 号線、13 号線、15 号線、八通線、房山線、昌平線、亦荘線、

S1 線を運営している。また、「北京京港地鉄」が 4 号線、14 号線、16 号線、大興線を、「北京市軌

道交通運営管理」が燕房線を、「北京公交有軌電車」が西郊線を、「北京京城地鉄」が首都機場線

を運営している。運賃は距離別運賃制である。初乗りから 6km までの距離が 3 元の路線が多く、

高は 103km で 10 元である。交通カードと呼ばれる IC カードによって出口の改札での決済が可

能であり、1 ヵ月の交通カードの利用額に応じて、100 元以上で運賃が 2 割引に、150 元以上で運

賃が 5 割引になるシステムを取っている。 
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現在、北京では地下鉄道網の拡充がおこなわれており、北京市は 2021 年までに計 27 路線、総

延長約 998.5km にするとの地下鉄整備計画を発表している。 

 

ひとくちメモ 20：地下鉄の利用 

北京市や上海市、広州市等の大都市では、従来から交通渋滞が深刻である。通勤の出社時や帰宅時の

渋滞はかなりひどく、例えば日本人駐在員が取引先との会食を予約していても、渋滞に巻き込まれて時

間通りに到着できないことが多々ある。中国政府はこの渋滞問題の解決のために様々な施策を打ってき

ている。 

例えば地下鉄の延伸化である。これは大都市のみならず地方都市でも進んでいる。日本人駐在員でも

なるべく地下鉄の駅に近いアパートを借り、地下鉄を利用して通勤している人も多い。ただ、地下鉄間

の徒歩での乗り換えに時間がかかること、通勤時の混み具合が年々激しくなってきていること等の課題

もある。 

 

6．通信、インターネット環境、SNS 規制 

中国の放送市場には、地上放送、衛星放送、ケーブルテレビがある。テレビ局は中央、省、市が

設立していて、180 社以上のテレビ局、2,200 社以上のラジオ・テレビ兼営局が存在している。チャ

ンネル数は 1,300 を超えている。テレビ放送の人口カバレッジは約 99％と言われている。 

 

携帯電話加入者数は 2003 年 10 月に固定電話の加入者数を超え、現在、人口に対する携帯電話

加入率が 110％を超えている。中国の通信キャリアは中国聯通、中国電信、中国移動の 3 社であ

る。なお、携帯電話の普及により、固定電話の加入状況は年々減少している。 

 

中国の固定ブロードバンド加入世帯数は世界 1 位である。工業・情報化部が策定した「ブロー

ドバンド中国」戦略により、現在、ブロードバンド接続の 大通信速度を引き下げるとともに、

ブロードバンドの世帯普及率を 70％まで引き上げる戦略を打ち出している。 

 

2017 年 6 月に「インターネット安全法」が施行された。また、国家インターネット情報弁公室

は、SNS を運営する企業に対して、実名制を徹底し、監督を強化している。 
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7．水 

中国の上水道について、水源は所在地の政府、上水道は地方政府又は地方政府傘下の事業会社

が運営している。上水事業者は約 1,500 社で、国有企業と民間企業が存在している。 

各地方政府が水道料金を設定しているため、水道料金は地域ごとに大きく異なる。用途によっ

て工業用・生活用に分類されている。華北（北京、天津）地区では水道代が 1 トン約 5 元と高く、

水源や加工流域に近い都市では 1～3 元程度と相対的に安い。 

上水道の普及率は都市部で 90％超、農村部でも 70％超に達している。 

また、中国の水道水は硬水で飲料用に適さないため、飲料用ボトルを購入するのが一般的であ

る。 

 

下水道は地方政府又は地方政府傘下の事業会社が運営している。下水事業者は約 300 社（一部

上水事業者と重複）で、国有企業と民間企業が存在している。 

下水道の普及率は都市部で 80％超であるが、農村部では 30％程度と低い。 

 

8．電力 

中国では、発電事業と送配電事業が分離されている。発電事業は、「中国華能集団有限公司」「中

国大唐集団有限公司」「中国華電集団有限公司」「国家能源投資集団有限責任公司」「中国電力投資

集団公司」の 5 大発電会社が行っている。5 大発電会社は全国各地に発電所を保有している。送配

電は大きく「国家電網有限公司」「中国南方電網有限責任公司」の 2 つに分けられ、国家電網有限

公司の下には「5 大区域電網公司」が存在している。各省には省電力公司が存在し、電力の販売を

行っている。 
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図表 20-7 発電・送配電事業体制 

 
（出所）中国電力企業連合会 HP http://www.cec.org.cn より作成 

 

中国の電力生産のエネルギー源別割合を見ると、火力発電への依存度が高いことが分かる。ま

た、太陽光発電の比率が上昇傾向にある。 

 
 
 

送配電

発電

5大発電会社

・中国華能集団有限公司

・中国大唐集団有限公司

・中国華電集団有限公司

・国家能源投資集団有限責任公司

・中国電力投資集団公司

国家電網有限公司

・中国南方電網有限責任公司管
轄

以外の省・市・自治区

5大区域電網公司

・東北電網有限公司

・華北電網有限公司

・西北電網有限公司

・華東電網有限公司

・華中電網有限公司

省電力公司

市電力公司

県供電局

郷鎮電力公司

中国南方電網有限責任公司

・雲南省

・広東省

・貴州省

・海南省

・広西チワン族自治区

省電力公司

市供電局

県郷鎮電力公司
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図表 20-8 2019 年度の電力生産エネルギー源別割合 

電源種別 
2019 年 2018 年 

設備容量 
（万 KW） 

比率 
（％） 

設備容量 
（万 KW） 

比率 
（％） 

火力発電 119,055 59.2 114,367 60.2 

水力発電 35,640 17.7 35,226 18.5 

風力発電 21,005 10.4 18,426 9.7 

原子力発電 4,874 2.4 4,466 2.4 

太陽光発電・その他 20,492 10.2 17,482 9.2 

全体 201,066 100.0 189,967 100.0 
（出所）国家統計局「国民経済及び社会発展統計公報」 

 

中国の電力消費の産業別内訳では、第二次産業の電力消費量の比重が大きいという特徴があげ

られる。 

 

図表 20-9 2019 年電力消費産業別内訳 

 
（出所）中国電力企業連合会「全国電力供需形勢分析予測報告」より作成 

 

中国国家発展改革委員会は 2017 年 1 月 17 日、2016 年～2020 年のエネルギー政策の基本方針を

示す「エネルギー発展第 13 次 5 ヵ年計画」を発表した。これにより、2020 年までに発電設備容量

を 21％増加（2016 年 165 万 MW→2020 年計画 200 万 MW）させる計画であり、特に再生可能エ

ネルギーについては発電量全体の 27％を目指している。しかし、送電容量の制約等から発電が抑

制される事態も発生している。 
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具体的には、甘粛省や新疆ウイグル自治区等の中国北西部を中心に風力・太陽光発電を行って

きたが、これらの土地は電力需要が少なく、沿岸部への送電網の容量に制約があることがあげら

れる。他にも、再生可能エネルギーは天候や季節に発電量が左右されることや、地方政府が他地

域からの電力受入れに消極的である等の問題がある。 

また、2017 年 11 月には 5 大発電会社の 1 つである中国国電集団と神華集団が合併再編し、中

央企業（中央政府直属の国有企業）である国家能源投資集団公司が設立された。国家能源投資集

団公司は石炭製造、火力発電、再生可能エネルギー、石炭液化・石炭化学工業の分野で世界 大

の企業となった。 

 

9．ガス 

国家発展改革委員会が 2016 年 12 月から 2017 年 1 月にかけて発表した「エネルギーおよびエネ

ルギー源別の 13 次 5 ヵ年計画」では、国内探鉱開発、供給増加、ガス貯蔵、ピーク調整設備等の

インフラ整備、市場化、高効率利用（石炭からの燃料転換）が天然ガスのポイントとなっている。

特に、石炭や石油からの燃料転換として石炭ボイラーからの転換や交通輸送分野の石油燃料転換

が示されたため、天然ガスの消費が高まることが予想される。 

 

中国で天然ガスの埋蔵量が多いのは、内モンゴル自治区、海南省、重慶市、四川省、陝西省、青

海省、新疆ウイグル自治区である。特に 2003 年以降に大型のガス田が 4 つ（蘇里格ガス田、克拉

―2 ガス田、普光ガス田、麗湾ガス田）が発見されており、上海等の東部市場向けのパイプライン

に近く、輸送・市場のメリットが多い。 

 

天然ガスの消費は製造業が 4 割、発電・熱供給が 2 割、家庭向けが 2 割を占めている。近年、

大気汚染を改善すべく、石炭によるセントラル暖房から天然ガスによるセントラル暖房への転換

が行われた。これにより 2016 年では天然ガスの供給が逼迫したため、続々と工商業の全面停止や

住民の基本的な天然ガス使用の制限等の措置が講じられ、天然ガスの供給が停止する事態が起

こった。 2017 年は石炭使用に一部戻す措置が取られたため、天然ガスの供給不足が改善された

が、政府の方針転換により受ける影響は大きい。 
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 投資環境の優位性と留意点 

 

1．中国投資の優位性 

日本から中国への投資ブームは、第 1 次（1986-1988 年：外資規制緩和）、第 2 次（1995-1997 年：

南方講話、外商投資誘致）、第 3 次（2003-2005 年：WTO 加盟）と 3 回の投資ブームがあった。従

来は、安価で優秀な労働力や外資優遇税制等を背景に、中国は世界の工場として機能していた時

代もあった。しかし人件費が徐々に上昇し、2008 年から優遇税制の多くも解消されている。 近

では多くの企業は生産拠点としてだけではなく中国をマーケットと捉え、業績の拡大と進出を

図っている。 

「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2020 年度 海外直接投資アンケート調

査結果（第 32 回）」（2021 年 1 月 15 日 ㈱国際協力銀行 企画部門調査部）によれば、中期的（今

後 3 年程度）の有望な事業展開先国については、2019 年度の調査結果では中国はインドに続く 2
位だったが、2020 年度では主に現地マーケットの現状規模と今後の成長への期待が底堅く推移し、

中国が首位に返り咲いた。新型コロナウイルスへの対応が明暗を分け、感染拡大を抑えつつ経済

活動を再開させるのが早かった中国と、長期間のロックダウンにより景気減速が深刻化している

インドとの間で首位が逆転したとのアンケート結果の分析が出ている。 

また、2020 年 2 月に日本貿易振興機構（ジェトロ）が発行した「2019 年度日本企業の海外展開

に関するアンケート調査―JETRO 海外ビジネス調査」によると、中国に関してビジネス環境の魅

力・長所については、「市場の規模・成長性」、「関連産業・顧客の集積」をあげる日本企業が多い。 

一方で、ビジネス環境の課題については、「米中間の追加関税措置によるリスク・問題」や「代

金回収上のリスク・問題」、「知的財産権の保護に問題有り」、「政情リスクや社会情勢・治安に問

題有り」、「人件費が高い・上昇している」等を課題としてあげる日本企業が多い。 

近は中国においても環境問題が課題となっており、様々な環境規制も導入されている。例え

ば、2017 年 9 月公布の省エネのための乗用車の平均燃費規制（CAFE）及び新エネルギー車（NEV）

を一定の割合で生産販売することを要求する「クレジット管理実施弁法」（第 44 号）が公布され

た。これにより中国の日系完成車メーカーや販売会社は、中国国内における大きな戦略転換を強

いられ、中国版 NEV 市場に食い込むための追加投資も増加している。 

新エネルギー車規制でも分かるように、中国政府は約 13 億の人口を背景に、中国独自の法規制

と技術により独自の巨大なマーケットを形成し、世界経済に大きな影響を及ぼすようになってき

ている。 

今後、日系企業がこの中国マーケットで成功するには、中国政府の政策や環境の変化を冷静に

分析し今後の方向性を見極め、ビジネスへの影響を検討し戦略を構築したうえで、それに応じた

変革を行うことが重要と言える。 
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2．中国投資の留意点 

中国投資にあたって留意すべき点について、コスト上昇、進出地域、現地キーパーソンとの人

脈形成、技術移転・知的財産権の保護、中国文化への理解と人事政策をあげておきたい。 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ）から 2020 年 2 月に公表された「アジア・オセアニア進出日系企

業実態調査－中国編」の 2019 年のアンケートの集計結果のうち日系企業が抱える「経営上の問題

点」としては以下の第 10 位までがあげられている（図表 21-1 参照）。 

前回までのアンケート結果と比較してみると、第 1 位の「従業員の賃金上昇」は依然として大

きな経営上の問題点であるが、第 5 位の「環境規制の厳格化（製造業のみ）」が経営上の問題点に

浮上してきていることが注目される。「第 15 章 環境規制」で記載した通り中国政府の環境規制

が近年かなり強化されてきており、これが経営上の課題にも及んできている。 
 

図表 21-1 経営上の問題点 
順位 回答項目 構成比（％） 

第 1 位 従業員の賃金上昇 73.7 
第 2 位 競合相手の台頭（コスト面で競合） 50.0 
第 3 位 調達コストの上昇（製造業のみ） 47.5 
第 4 位 従業員の質 44.0 
第 5 位 環境規制の厳格化（製造業のみ） 43.5 
第 6 位 品質管理の難しさ（製造業のみ） 42.4 
第 7 位 限界に近づきつつあるコスト削減（製造業のみ） 42.1 
第 8 位 新規顧客の開拓が進まない 41.4 
第 9 位 主要販売市場の低迷（消費低迷） 40.2 
第 10 位 主要取引先からの値下げ要請 39.8 

（出所）「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査－中国編」（日本貿易振興機構） 

 

進出地域を選定する際、特に合弁事業の場合、中国のパートナー企業の所在地が進出地域決定

に大きく影響を及ぼすケースが多く見受けられる。 

候補地の選定は、多面的な要素を総合的に考慮すべきである。ローカル市場の状況、土地関係、

販路、物流、取引先、資源、現地政府の対応、税制、財政補助、労働力の調達等の様々な要素を考

慮することが重要である。 

特に、現地の政府や開発区委員会を訪問するだけでなく、現地に既に進出している日系企業か

らヒアリングを行うこともその地域の事業環境を理解する上で重要な鍵となる。 

現在、中国政府は非常に速い速度でインフラの拡大を進めており、高速道路や鉄道路線、航空

路線が整備されることで、沿岸部と遜色ない物流の機能を果たせる地域が出てきている。また、

中国現地の優秀な技術者を活用できる地域や、特定の産業が集中している地域といった労働・業

界等に関する条件も重要な検討要素となる。なお候補地の選定にあたっては、第 24 章以降の地域

編を参照のこと。 
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中国進出において特筆すべき点の 1 つは、中国事業進出において適切な現地キーパーソンとの

人脈形成が成功に欠かせないという点である。特に、事業紹介の経緯、中国パートナーの背景調

査、キーパーソンの特定、パートナー企業の内情の把握等、現地の関係者との接触は進出にあたっ

て欠かせないプロセスであり、これが成否を左右するといっても過言ではない。特に、進出予定

地の市（県）政府の対外貿易委員会や、開発区の管理委員会等を訪問し、現地と直接交流を深め

ることが、中国進出のプロセスとして有効である。ただし交流を深めるに際しては中国の贈収賄

罪についての理解が必要である。詳細は、本章の「4．子会社運営上の留意点」を参照のこと。 

 

技術移転及び知的財産権の保護は、どの日系企業にとっても重要な要素であり、中国政府もこ

れらに関して、他の先進国と同等のレベルの法令や規制を整備しようとしている。一方で、中国

政府は産業振興の一環として、外国資本や先端技術・設備を導入することを産業政策で提唱して

いることからも分かるように、外資導入は中国の近代化を推し進めるための重要な政策課題とし

ている。従って、日系企業は、中国にとって先進的とみなされる技術を提供できるという点を、

中国当局や中国側パートナーと交渉する際にセールスポイントとしてアピールすることが重要で

ある。一方で、知的財産権の保護に関しては、中国の 新の法令や規制等を理解した上で中国進

出を行うべきである。知的財産の保護に関しては第 14 章を参照のこと。 

 

多くの日系企業が中国に進出する際には、日本と中国のカルチャーギャップに直面することが

多く、それにより中国における事業の成功が左右されることもある。実際、言語や文化、商習慣、

国家制度、歴史等について適切な認識がないと中国人や中国文化を理解できず、これが事業の成

果に悪影響を与えてしまっているという事例もある。 

日本本社において、対中取引の経験やノウハウが蓄積されているか否かを十分にチェックし、

蓄積されていない場合は、適切な現地の専門家を起用したり、類似事例を参照・分析したりする

等して、積極的に中国を理解するように努めるべきである。 

また、日本人の中国勤務経験者を適切に配置したり、日本に留学したことがある中国人を起用

したりする等、中国進出にあたっては人事方針の見直しも検討することが望ましい。 

さらに、中国人幹部や中国人従業員の処遇についても十分に配慮することが重要である。中国

で事業を成功させるためには、日本本社の企業理念を現地に浸透・融合させ、現地の従業員の求

心力を高めることが必要となる。そのためにも、中国人幹部や中国人従業員をうまく処遇し、彼

らの求心力を考慮した人事政策が有効であることを、日本本社の経営陣は認識する必要がある。

なお、労務管理に関しては第 19 章を参照のこと。 

 



 
第 21 章 投資環境の優位性と留意点 

145 

3．進出先としての中国に関する企業の見方 

日本貿易振興機構（ジェトロ）から公表された「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

の 2014 年から 2019 年度版までの記録によると、「今後 1～2 年で事業が拡大する」とする地域の

比率の推移について、アセアンの合計と中国の比較は以下の通りである。 

 
図表 21-2 事業拡大予測比率の推移 

年度/（％） 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 
中国 46.5 38.1 40.1 48.3 48.7 43.2 

アセアン合計 60.3 54.2 55.4 55.7 57.4 51.5 
（出所）「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」（日本貿易振興機構）より作成 

 

中国は 2015 年に底を打つも 2018 年には 48.7％の企業が「事業を拡大する」としており、アセ

アンとのかい離も徐々に縮小してきている。 

さらに同調査（2019 年度版）では、日本の製造原価を 100 とした場合の現地での製造原価を試

算しているが、中国では 80.0、タイは 79.8、マレーシアは 78.7、ベトナムは 73.9 となっており、

アセアン諸国でも人件費をはじめとするコストの上昇が発生し、中国とのかい離も縮小してきて

いる。 

 

4．子会社運営管理上の留意点 

子会社運営で留意すべき点として原価管理、不正対応、贈収賄対応をあげておく。 

 

実際に進出している企業にヒアリングすると、原価計算ができないために、製品別やサービス

別の損益が分からず、いわゆる「どんぶり勘定」になっており、悩んでいる企業も少なくない。

第 12 章税制で記載したが、税務基準であるいわゆる「発票基準」では、増値税専用発票が無いと、

当該仕入増値税額は売上増値税額から控除することができない（増値税暫定施行条例第 9 条）。こ

の発票基準が適切な原価計算制度構築の障害になっているケースがある。つまり、発票基準で会

計処理した場合、原材料が仕入先から入庫しても、支払が未了の段階では仕入先から発票が発行

されないために原料の仕入れ計上が行われない。また、完成した製品が完成し、得意先に届き検

収されても、得意先から代金の入金が未了の場合は、発票を発行しないために売上も計上されな

い。このように、発票基準では原価計算の前提である発生ベースでの数量の把握が行われないた

め原価計算が適切に行われないことになる。このため、原価計算を正確に行うにはまず毎月の「発

票基準」から発生ベースでの処理に変えてゆく必要がある。 

中国では原価計算基準を整備しようとする動きが見られる。「企業製品原価計算制度（試行）」

（財会[2013]17 号）が 2014 年 1 月から施行され、製造業、農業、卸売、建設、不動産、交通運

輸、情報通信、ソフトウェア、通信技術サービス等を対象に適用されるようになった（金融・保

険業は適用外）。 



 
中国の投資環境 

146 

これは、強制力はないものの、業種ごとに原価の範囲、直接費と間接費の範囲、製造間接費の

配賦基準、仕掛品の計算方法等について、その実務上のポイントが詳細に規定されている。基本

的な考え方は日本基準と同じであるため、これに本社の原価計算基準を加味することで、原価計

算制度を構築する手掛かりになるはずである。 

 

過去の会計不正の事例には、ファミリー（親族）企業等を利用した売上の循環取引、在庫の架

空計上、減価償却の一部停止、資金の横領等がある。企業グループにおいては、成長が難しい環

境にある非中核部門が、日本本社からの利益目標達成に関する過度なプレッシャーが不正発生の

誘因となったケースもある。連結決算上、重要性が低い子会社に発生した会計不正でも、予想以

上にインパクトが大きく、日本本社の決算発表の延期や連結決算の訂正に至る事例も発生してい

る。 

防止策としては、まず日本本社がグローバル・ベースで不正防止ポリシーを策定する必要があ

る。これには職務分掌、担当者のローテーション、IT セキュリティ、定期的なチェック体制、信

頼できる会計士事務所の選定方法等を織り込み、現地に即した社内規程と運用マニュアルに反映

させて運用させるようにすべきである。 

定期的なチェック体制としては、少なくとも子会社のヒト（モニタリング）、モノ（棚卸立会）、

カネ（債権・銀行預金残高確認、現金実査）を確実におさえ、帳簿の数字との不整合を徹底して

究明する。状況によっては、外部の専門家の力を借りることも検討の余地がある。 

 

中国には、「商業贈収賄」という不正競争防止法の観点から定められた対公務員規制よりも広義

の独自の規制がある。これは商取引上において公平の原則に反して、不当な経済的利益を提供又

は取得し、取引の機会や競争上の優位性獲得の誘導行為を禁止する規制である。贈賄者には 10 万

人民元から 300 万人民元以下の罰金が課され、情況が重い場合は「営業許可証」が没収されビジ

ネスができなくなる。従業員が贈賄した場合、従業員個人の行為と証明できなければ、会社の行

為とみなされる（不正競争防止法第 7 条、第 19 条）。金額が比較的大きい場合には、5 年以下の有

期懲役等となる（刑法第 163 条）。 

収賄の立件基準としては、個人 5,000 人民元以上、会社 10 万人民元以上、贈賄は個人 1 万人民

元以上、会社 20 万人民元以上であるが（公安機関管轄刑事事件立件訴追規定（二）2010 年）、こ

れは犯罪成立要件ではなく、当該以下の金額でも追訴を受ける可能性がある。取引先が国有企業

の場合、不正競争防止法以外に刑事責任を追求される場合もある（刑法第 391 条）。 

贈収賄は、従業員による当局や会社役員への告発で発覚することが多い。従業員が収賄するリ

ベート、金券、カード、海外旅行等はアンダーテーブルで会計帳簿には記載されない。贈賄につ

いて、会計帳簿に値引きや割引、コミッション等の適切な記載がなされておらず、現金やその他

の方法で割戻金を払うことは贈賄とみなされる可能性がある。 
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近では製薬・医療機器業界に対する商業収賄罪の取り締まりが多いが、エンジニアリング、

観光、物流、ホームアプライアンスの業界においても取り締まりが比較的多く見られる。 

特に贈賄に関しては方針、発注、受注、入札、申請、贈答・交際費の範囲、経理処理等を定めた

グローバル・ポリシーを日本本社が策定し、現地子会社の社内規程や運用マニュアルに反映する

ことが必要である。取引先との契約書に反贈収賄条項を規定することも検討すべきである。内部

通報制度、購買管理規程の制定、購買先選定過程におけるモニタリングの実施、購買先と購買担

当者の定期的な見直し等も規定し運用すべきである。 
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 主要産業別の規制動向と FTA の影響 

 

1．中国の主要産業 

フォーチュン誌の「グローバル 500」（2020 年度版）には、中国企業の 124 社がランクインした。

初めて米国企業（121 社）を超えた。そのうち、トップ 10 入りした企業は全て国有企業である。

国有企業には中央企業とその他の国有企業がある。「中央企業」とは、中国の中央政府直轄の国有

企業であり、「国有企業」とは、企業の全ての資産が国家の所有に属し、かつ「企業法人登記管理

条例」の規定に基づいて登記された経済組織である。 

グローバル 500 の 10 位以内には以下の中央企業がランクインしている。 

・ 2 位 中国石油化工集団公司（シノペック） 

・ 3 位 国家電網公司（State Grid） 

・ 4 位 中国石油天然気集団公司 

 

新聞等では中国国有企業の改革の必要性を指摘しているものもあるが、上記の中央企業は圧倒

的な売上高と利益水準の規模でランクインしている。 

 

中国の製造業については「中国製造 2025」（国務院発[2015]28 号）が参考になる。同書では、

①コアの基礎技術や②コアの生産技術、③重要基礎材料、④産業技術基盤（以上の「四基」）が脆

弱であると自己分析している。 

今後は集積回路や専用設備、情報通信設備、オペレーションシステム、工業用ソフトウェア、

ハイレベル NC 工作機械、ロボット、新エネルギー自動車、特殊新材料、バイオ医療等の高機能

医療機器等を重点分野と位置付け、中国が 2025 年までに製造強国戦略を実施するための 初の 10
年の行動綱領が記載されている。この「中国製造 2025」については米国政府もかなりの関心を持っ

て分析し、それが米中貿易交渉にも影響している。 

 

2．自動車及び自動車部品産業に対する規制動向 

2020 年 6 月 23 日に公布された「外商投資参入特別措置（全国版ネガティブリスト 2020 年度）」

（国家発展改革委員会・商務部令第 32 号）は 2020 年 7 月 23 日より施行されている。 

2019 年度版のネガティブリストでは、特殊自動車、新エネルギー自動車の生産における外資の

出資制限（持分比率が 50％以下等の）が撤廃されていたが、2020 年度版ではさらに商用車の生産

における外資の出資制限が撤廃されている。なお特殊自動車、新エネルギー自動車、商用車以外

の自動車の完成車製造に関しては、中国パートナー側の持分比率は 50％超であること、同一の外

資は国内において設立することのできる合弁企業は 2 社以下までとなっている。 
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新エネルギー車に関しては、工業情報化部、財政部、商務部、税関総署及び国家質量監督検験

検疫総局は、2017 年 9 月 27 日、「乗用車企業平均燃費及び新エネルギー車クレジット管理実施弁

法」（工業情報化部、財政部、商務部、税関総署及び国家質量監督検験検疫総局令第 44 号）を公

布した。当該弁法は自動車メーカー及び自動車輸入販売企業に対して、平均燃費規制（Corporate 
Average Fuel Consumption、以下、CAFC 規制）及び新エネルギー車規制（New Energy Vehicle、以

下 NEV 規制）を導入するものである。当該弁法は 2018 年 4 月 1 日から施行される予定で、主な

ポイントは以下の通りである。 

 これらの規制は中国における自動車メーカー及び自動車輸入販売企業に対し、CAFC 規制

（省エネのため、企業が製造する完成車の平均燃費を一定以下にすること）及び NEV 規制

（新エネルギー車を一定の割合で生産・輸入販売すること）を要求するものである。2016
年 9 月に出された意見募集稿に寄せられた意見に基づき、今回の実施弁法が制定されたが、

意見募集稿と比較すると、NEV 規制の対象企業や一部の NEV クレジット比率の要求が変

更になっている。 

 2 つの規制が導入されたことについて、近年中国で自動車普及に伴う環境問題が深刻化し

ていることが背景としてあげられる。規制水準を超過達成した完成車メーカーは、クレジッ

トが不足するメーカーに対しクレジットを売却し、対価を得ることも可能としている点に

特徴がある。 

 「自動車産業投資管理規定」（国家発展改革委員会令第 22 号：2018 年 12 月 10 日公布、

2019 年 1 月 10 日施行）によると、燃料油自動車投資プロジェクトの建設を禁止すること

（第 11 条）、純電気自動車投資プロジェクトの参入基準を定めること（第 17 条~第 22 条）

が規定されており、今後の投資プロジェクトの方向性が分かる。 

 中国の新エネルギー車（NEV）としては、電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車

（PHV）、燃料電池車（FCV）がある。中国政府主導で補助金を支給し、製造・販売を奨励

してきたが、補助金の不正受給の事件を受けて、政府は補助金の支給を削減したため新エ

ネルギー車（NEV）の 2019 年度の販売は前年実績を割り込んでいる。 

 電気自動車（EV）に関しては、上記のネガティブリストの外資の投資条件の制限撤廃の流

れを受けて、外資の中国での EV 関連の生産を拡大する外資企業が増えてきている。2020
年後半には日系の自動車メーカーは相次いで HV 用電池や、モーター等の研究や生産拡大

のために工場新設や合弁会社設立に動き出している。完成車メーカーのみでなく鉄鋼関係

では、中国の自動車会社からの発注で EV 用高張力鋼板やモーター用の磁石等の増産に動

く日系企業もある。 

 国家インテリジェントコネクテッド自動車イノベーションセンターは 2020 年 11 月 11 日、

自動運転技術の工程表を発表した。これによると 2025 年をめどに新車販売の半分を条件付

きの自動運転車にするとしている。高速道路等での運転を自動化する「レベル３」とハン

ドル操作やスピード調整を支援する「レベル２」技術を搭載した自動車の普及を促進させ

る狙いがある。 
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3．IT 関連企業に対する規制動向 

2017 年 6 月から施行された「サイバーセキュリティ法」（インターネット安全法）（主席令第 53
号）は、ネット犯罪やサイバーテロ等から国家安全を確保するために、中国でインターネット環

境の情報運営者に中国国内で収集した個人情報や重要データの中国国内での保存を義務付けてい

る（同法第 37 条）。これにより中国 IT 企業は外資系 IT 企業より国内の事業基盤はより強固にな

るが、国境を越えたデータの流通が阻害されることになる。新聞等において、米アマゾン・ドッ

ト・コムが中国でのクラウドサービスに使う通信設備を中国企業に売却すると報道されている。

一般の日系企業でも、例えば中国の顧客情報を基にした商品開発や、サプライチェーンの運用に

支障が出てくるおそれがある。 

中国消費者もスマートフォンをかざすだけのモバイル決済が一般的になっている。これは 2010
年 6 月に中国人民銀行から公布された「非金融機構決済サービス管理弁法」（[2010]第 2 号）によ

るところが多い。当弁法によると、非金融機構の決済サービスにはネットワーク決済、プリペイ

ドカード決済、銀行カード決済等があり、「ネットワーク決済」には通貨兌換、インターネット決

済、モバイル決済、固定電話決済、デジタルテレビ決済等が含まれる（同弁法第 2 条）。 

電子決済サービスを行う中国の代表的な会社には、銀聯カードを扱う「銀聯商務」（Union pay）、
アリババグループの「支付宝」（Alipay）、テンセントグループの「微信支付」（WeChat Pay）等が

あげられる。特に、アリババとテンセントは中国の IT 分野で外資を寄せ付けない圧倒的なシェア

を誇っている。SNS では前者は「微博」、後者は「微信」を展開し、タクシーの配車アプリでは前

者は「快的」、後者は「滴滴」を展開、シェアリング自転車では前者は「ofo」、後者は「Mobike」
を展開している。 

 

4．医療機器業界に対する規制動向 

2014 年 6 月に「医療機器監督管理条例」（国務院令 650 号）が改訂され、多くの医療機器の管理

監督が厳格になった。医療機器については医療機器技術審査センター（CMDE）の審査が必要にな

り、新規の医療機器については審査が長期化するケースもある。この改訂に関連して多くの医療

機器関連の管理監督法令が大幅に改訂されている。 

中国では急速に高齢化が進み、2015 年の 60 歳以上の高齢者は既に人口の 16％を超えていると

言われ、さらにこの傾向は進むと予測されている。政府は今後農村部への病院施設のさらなる配

置を進めるとの方針を出しており、PM2.5 等の環境汚染もあり、医療機器市場はさらに成長する

ものと予測される。 

2014 年 5 月に国家衛生計画生育委員会が国内医療機器産業育成のために、デジタル X 線画像診

断装置、カラードップラー超音波診断装置、生化学自動分析装置について国産品を病院へ導入す

ることを決定している。さらに 2015 年 7 月には追加で MRI、X 線 CT 診断装置、血液透析装置

が、2016 年 4 月にはがん診療装置、人工血管、人工骨、心電図等が国産品導入対象にされている。 

「外商投資産業指導目録」（2017 年改正）（国家発展改革委員会・商務部令第 4 号）によると医

療機器の分野では「電子内視鏡の製造、眼底撮影機の製造、医療用画像処理装置、医療用超音波

変換機 3D、血液透析器、血液濾過器の製造等」に関しては、外資の投資を奨励する目録に記載さ

れており、中国政府もこの分野については外国企業の投資を歓迎していることが分かる。 
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さらに「1．中国の主要産業」に記載した通り「中国製造 2025」（国務院発[2015]28 号）では、

今後、バイオ医療等の高機能医療機器等を重点分野と位置付けている点にも注意し、中国政府の

動向に合わせて自社の資源投入領域を決定すべきである。 

 

5．ファクトリーオートメーション業界に対する規制動向 

「外商投資産業指導目録」（2017 年改正）（国家発展改革委員会・商務部令第 4 号）によると、

汎用設備製造業の分野では「高級数値制御工作機械及び重要部品の製造、フレキシブル生産ライ

ンの製造、垂直多関節工業ロボット等」に関しては、外資の投資を奨励する目録に記載されてお

り、中国政府もこの技術は外国企業の投資を歓迎していることが分かる。 

上記「1．中国の主要産業」でも記載したが「中国製造 2025」（国務院発[2015]28 号）では、今

後はオペレーションシステム、工業用ソフト、ハイレベル NC（Numerical Control：数値制御装置）

工作機械、ロボット等を重点分野と位置付けている点にも注意し、中国政府の動向に合わせて自

社の資源投入領域を決定すべきである。 

特に NC 工作機械では中国は日本やドイツからの輸入に依存している部分が高く、これらの関

連部品、加工データやそれに基づく経験が不足しているため、先進国と比較して技術水準が 20 年

遅れているとも言われている。 

中国の大手の工作機器メーカーとしては瀋陽機床集団や大連機床集団が有名であるが、その他

は中小企業が多い。 

 

6．エレクトロニクス業界に対する規制動向 

エレクトロニクスの分野でも、薄型テレビ、デジタルカメラ、エアコン、冷蔵庫の近年までの

販売台数の傾向は徐々に減少してきているものが多いが、その中でも店頭の販売は減少し、ネッ

ト販売は継続して増加傾向を示している。電子部品・デバイス産業の分野ではスマートフォン市

場での中国メーカーの急成長が近年著しい。例えば、広東歩歩高電子工業（Vivo）や広東欧珀移動

通信（OPPO）の成長があげられるが、華為（Huawei）や ZTE や小米（Xiaomi）も健在である。 

エアコンの分野では、日本のダイキン工業が中国企業の格力電器とインバーターエアコンを共

同開発し、普及率を高めて存在感を出している。白物家電分野では中国の美的集団が東芝ライフ

スタイルを買収し、東芝ブランドで冷蔵庫、洗濯機、掃除機を製造販売している。 

上記「1．中国の主要産業」でも記載した通り「中国製造 2025」（国務院発[2015]28 号）では、

今後、集積回路や専用設備、情報通信設備、ロボット等を重点分野と位置付けている点にも注意

し、中国政府の動向に合わせて自社の資源投入領域を決定すべきである。特にロボット及び人工

知能（AI）に関する市場が注目されており、産業用ロボット以外に、業務支援、介護、清掃等の

幅広い分野での活用が見込まれる。 

2015 年 7 月には国務院は「インターネット＋」の行動計画を発表しているが、2016 年 5 月には

国家発展改革委員会がさらに「インターネット＋AI 3 年行動実施方案」を発表して、AI を次世

代の成長の柱に位置づけようとしている。これには、AI を活用したスマートホームや自動運転、

無人システム、治安維持、災害予知等が含まれている。 
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7．小売業に対する規制動向 

2004 年に「外商投資商業分野管理弁法」（商務部令第 8 号）が施行され、卸売について外資の参

入が自由になっている。「外商投資産業指導目録」（2017 年改正）（国家発展改革委員会・商務部令

第 4 号）によると、卸売及び小売分野では「一般商品の共同配送、生鮮農産物の低温配送等の物

流及び関連技術サービス、トレー及びコンテナユニット共用システムの建設、経営」に関しては、

外資の投資を奨励する目録に記載されており、中国政府もこの分野については外国企業の投資を

歓迎していることが分かる。 

小売業に限らないが、中国の消費者に直接サービスを提供する企業は、事業者の義務としてリ

コールや広告宣伝、品質保証、返品、個人情報の扱い等について「消費者権益保護法」（主席令第

7 号）に準拠しなければならない。 

中国の小売市場について見れば、百貨店の成長は 2015 年にマイナスに転じ、コンビニエンスス

トアの成長は維持している。インターネット通販（以下 EC）は近年急速に伸び、スマートフォン

の普及からモバイル EC 市場が増加し、パソコン経由の EC 取引を上回るようになっている。従来

型の卸売・小売業者はビジネスモデルの転換が必要になっている。 

 

ひとくちメモ 21：無人店舗 

中国建設銀行は 2018 年 4 月に上海九江路に人を配置していない無人銀行をオープンさせた。ここで

はロボットが受付をして、ロボットの PC 画面上で現金の引き出し送金等のサービスを選択してから、処

理を依頼することになる。無人店舗は銀行以外にファーストフード店やコンビニエンスストア、生鮮スー

パー、カフェもオープンしている。これらも全てスマートフォン決済が前提になっている。この背景に

は中国での人件費の高騰や店頭での偽造通貨受取を回避して確実なネット決済を進めたいとの意図もあ

るようである。今後無人店舗はさらに拡大すると見込まれている。自動販売機もスマートフォン決済が

前提になっているものが急増している。中国のスマートフォンを使いこなせない日本人駐在員や日本か

らの出張者には利用できない店舗が増えて、逆に不便な国になってしまうかもしれない。 

 

8．食品業界に対する規制動向 

中国において食品の生産及び加工、販売、飲食サービス等を行う場合は「食品安全法」（主席令

第 21 号）及び「食品安全法実施条例」（国務院令第 557 号）、「食品リコール管理規則」（国家食品

薬品監督管理総局令第 12 号）に準拠して、食品の安全標準、生産過程における統制、ラベル、説

明書、食品検査、食品輸出入、食品事故の処置、リコール対応等について遵守しなければならな

い。 

中国の食品市場動向については、百貨店や総合スーパーの成長は鈍化している。インターネッ

ト経由で輸入や購入する越境 EC 市場は成長している。中国人の嗜好の多様化、食の安全安心に

対する意識も強い。上記小売の箇所でも記載したが、「外商投資産業指導目録」（2017 年改正）の

卸売及び小売分野では「一般商品の共同配送、生鮮農産物の低温配送等の物流及び関連技術サー

ビス、トレー及びコンテナユニット共用システムの建設、経営」に関しては、外資の投資を奨励

する目録に記載されており、中国政府もこの分野については外国企業の投資を歓迎していること

が分かる。 
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9．電信業に対する規制動向 

外商投資プロジェクトの投資比率や地域に関する制限規定は、中国が各業種について制定する

個別の法律にも見られる。ここでは、「外商投資電信企業管理規定」（国務院令）（2002 年施行、

2008 年及び 2016 年改正）に基づき、電信業に関する外資参入への制限について記載する。外商投

資電信企業管理規定は「電信条例」第 80 条の規定に基づき制定されており、全 25 条で構成され

ている。かつ、「電信経営許可証管理弁法」も 2002 年 1 月に施行（2008 年改正）となり、これら

二つの法令により、外資による参入形態については合弁会社設立のみとし、 低資本金の制限や

長 180 日という審査期間が規定されることとなった。 

現在、電信業の外資出資比率については、付加価値電信業務の場合は 50％以下、基礎電信業務

とされる移動体通信業務と市内・長距離・国際通信・再販業務の場合が 49％以下と定められてい

る。また、営業地域が全国又は複数の省・直轄市・自治区にまたがる基礎電信業務を提供する電

気通信事業者の 低資本金額は 10 億元、付加価値電信業務を提供する電気通信事業者の 低資本

金額は 1,000 万元とされる。一方、営業地域が一つの省・直轄市・自治区内だけの場合の各事業者

の 低資本金額は、基礎電信業務を提供する電気通信事業者が 1 億元、付加価値電信業務を提供

する電気通信事業者が 100 万元とされる。 

さらに、電信業に対する投資者の要件としては以下の通り定められている。 

 基礎電信業務を提供する電気通信事業者に出資する国外の主要株主は、自国で基礎電信業務

分野の良好な実績と経験がある企業であり、経営活動の従事に適当な資金・人員を有する等

の条件を満たさなければならない。 

 付加価値電信業務を提供する電気通信事業者の国外の主要株主は、自国の付加価値電信業務

分野での実績と経験が必要である。 
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 近のトピックス 

 

1．「第 14 次５ヵ年計画」と 2035 年ビジョン（草案）の動向 

中国は社会・経済発展の目標について 5 年ごとに計画を立てて実行してきている。「第 13 次 5 ヵ

年計画」は、2016 年から 2020 年までを対象としている。中国投資・子会社運営等にあたってもこ

の 5 ヵ年計画を踏まえることが望ましい。 

2020 年 10 月 26 日から 29 日まで北京で中国共産党第 19 期第五回全体会議が開催された。この

全体会議の中で、2021 年以降を対象とする「第 14 次 5 ヵ年計画」と「2035 年ビジョンの設定に

関する建議」が審議通過した。「第 14 次 5 ヵ年計画」の草案では、人工知能（AI）や半導体、航

空宇宙等を国家にとっての重要な科学技術プロジェクトに位置付けるとしている。 

「2035 年ビジョン」の草案では、2035 年までに達成したい基本的な社会主義現代化の将来目標

を設定している。2035 年までに国内総生産（GDP）と一人あたりの収入を 2 倍（中等先進国レベ

ル）にすることは可能であるとしている。 

2020 年 3 月 5 日から中国全国人民代表大会が開催され、「第 14 次 5 ヵ年計画」が正式に公表さ

れる見込みである。当該原稿執筆時点で把握できている「第 14 次 5 ヵ年計画」の草案の内容は、

「第 3 章経済概況 １．経済概観、（3）経済政策」に記載している。 

 

2．米中摩擦の動向と中国輸出管理法 

2020 年は米国と中国という日本企業にとって 2 大市場が、貿易赤字の解消や国内産業の保護、

さらには国家安全保障上の機密技術や情報の保護をめぐって対立し、関税を引き上げ、投資規制

や輸出規制を強化した年であった。中国政府は 2020 年 8 月に 12 年ぶりに「中国輸出禁止・輸出

制限技術リスト」を改定し、2020 年 9 月には「信頼懸念エンティティリスト規定」を公布して、

輸出管理規制の見直しを行った。これらの措置は米国による輸出管理規制への対抗措置と言える。

日本企業にとっては、仕入先や販売先、製造拠点の見直しを迫られる事態となっている。 

「中国輸出管理規制法」（主席令第 58 号：2020 年 10 月 17 日公布、2020 年 12 月 1 日施行）は、

民間軍事両品目、軍需品、核並びに国際義務の履行及び国家の安全及び利益の維持保護のために

「規制品目の中国国外への移転」、「外国組織及び個人への提供」に対して（技術も含む）、輸出を

禁止又は制限する法律である。「外国組織及び個人への提供」はいわゆる「みなし輸出」と言われ、

条文の文言上、行為が行われる地域についての限定が付されていない。つまり中国国内の日系企

業に勤務する日本人駐在員への情報提供も規制対象になりうる。 

なお、現時点（2021 年 2 月末）では中国輸出管理規制リスト自体は公表されていない。このた

め「中国輸出禁止・輸出制限技術リスト」（2020 年 8 月公布）に記載の航空技術や人工知能分野が

記載されているが、現時点ではこれをあわせて考慮するしかない。 

2020 年 2 月に日本貿易振興機構（ジェトロ）が発行した「2019 年度日本企業の海外展開に関す

るアンケート調査―JETRO 海外ビジネス調査」によると、米中貿易摩擦の動きに対応して、サプ

ライチェーンの再編を検討する企業が出てきている。 
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輸入関税分がかなりのコスト高になってきている状況にあり、生産地・調達先・販売先の移管

先としては、主に北米、インドネシア、ベトナムやタイ等が検討されている。 

「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2020 年度 海外直接投資アンケート調

査結果（第 32 回）」（2021 年 1 月 15 日 国際協力銀行 企画部門調査部）によれば、米中対立に

よって、生産コストを重視する企業や地産地消型を目指す企業の事業戦略が加速化している状況

が分かる。 

昨今の米中デカップリング論については、「特に議論になっていない（319 社）」と回答した一

方、「既に（米中両方の拠点を）切り離している」が 80 社（うち 58 社は米中両方に拠点あり）、

「切り離す方向（23 社）」、「切り離したいが様子見（44 社）」となっており、全体のおよそ 3 割

（「米中両方に拠点あり」の企業に絞るとおよそ 4 割）の企業が、デカップリングを実施済、もし

くはその方向であるとのアンケート結果が出ている。「既に（米中両方の拠点を）切り離している」

と回答した企業の中にも「従来は中国で製造し米国に製品を供給していたが、トランプ政権発足

後に米国向けはメキシコで、中国向けは中国国内で受注・生産するよう切り分けた」（自動車部品）

との声があった。また、その他の企業からも、新型コロナウイルスをきっかけにサプライチェー

ンの強靭化を検討する中で、上昇する物流・通関コストへの対応や政治リスク回避の観点から、

中国向けは中国で、米国向けは米国やメキシコで生産するという、「地産地消」型の事業構造に向

けて動きたい（あるいは既にそうしている）との声が複数聞かれたとのアンケート結果が出てい

る。 

米国では 2021 年 1 月にトランプ政権からバイデン新政権に代わり、対中政策の変更が見られる

のか、米中貿易摩擦が緩和されるのかに大きな関心が集められているが、この動向にも注視すべ

きである。 

 

3．香港情勢の動向 

香港は、中国にある日系企業にとって中国との貿易の中継地点や中華圏の統括会社設置拠点と

位置づけるケースも多く、また、アジアの金融センターとしても重要な地域である。 

1997 年 7 月 1 日に英国から返還された香港は、憲法にあたる「香港基本法」で、返還後も 50 年

間は、資本主義を維持し、「高度の自治」を認めると規定され、言論や集会の自由を約束されてい

る。ただし、香港基本法の 終的解釈権は中国側が持つと定められている。これがいわゆる「一

国二制度」と言われる社会主義の中国に資本主義を併存させる制度のことである。 

しかし、2019 年の逃亡犯条例の制定を進めようとした際の民主化を要求するデモから、2020 年

6 月には中国政府が「香港国家安全維持保護法」（主席令第 49 号）を施行して、民主化を要求する

デモ参加者を逮捕する事態に発展してきている。 

2020 年 7 月 13 日、在香港米国商工会議所は同法施行後に調査したアンケート結果を公表した。

それによると、全体の 78％が同法を懸念していると回答し、資本や資産、ビジネスの香港からの

移転を検討していると答えた企業は 36％との結果が出ている。主な懸念として「対象や法施行が

曖昧」、「司法制度の独立性」をあげた。 

2020 年 7 月 15 日、日本貿易振興機構（ジェトロ）、在香港日本総領事館、香港日本人商工会議

所が 7 月 2 日から 8 日に実施したアンケート(日系企業 598 社のうち 304 社が回答)によると、約
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81％の企業が同法を懸念していると回答している。 

懸念の理由に関しては「情報に制限がかかるおそれがある」が 70.5％、「法の支配が失われるお

それがある」が 62.4％となっている。香港の拠点に関しては約 37％が規模縮小や撤退、統括拠点

の機能見直しを検討していると回答している。 

香港の日系企業について、撤退等の大きな動きは現時点では報道されていないが、香港子会社

の位置づけを見直す企業が出てくる可能性があると思われる。 
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 地域別の概要 

 

1．地域分類 

中国には 22 の省、5 つの自治区、4 つの直轄市、2 つの特別行政地区（香港・マカオ）という行

政区分が存在する。さらに、こうした行政区分以外にも、以下の表の通り、2 つの特別行政地区を

除く中国については、大きく 6 つの地域に分類することができる。 

 
図表 24-1 中国の行政区分 

華北地区 東北地区 華東地区 中南地区 西南地区 西北地区 

北京市、天津

市、河北省、

山西省、内モ

ンゴル自治区 

遼寧省、吉林

省、黒竜江省 
上海市、江蘇

省、浙江省、安

徽省、福建省、

江西省、山東省

河南省、湖北

省、湖南省、広

東省、広西チワ

ン族自治区、海

南省 

重慶市、四川

省、貴州省、雲

南省、チベット

自治区 

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 

（出所）中国国家統計局 

 

中国は日本の約 26 倍という広大な国土を持ち、56 の民族が存在するため、同じ国でありなが

ら各地域で様々な文化を有している。 

しかし、1970 年代後半の中国の改革開放政策以降、中国は急速な経済発展を遂げてきた中で、

広大な国家ゆえの課題として、各地域における経済格差という問題が現在顕在化してきており、

こうした経済格差問題を解決することが中国政府の重要な課題の一つとして近年大きく掲げられ

ている。 

 

2．地域別の特性 

省別の面積、人口密度、域内総生産（GRP）及び一人あたり GRP を比較した表は次の通りであ

る。 

面積としては、内モンゴル自治区、チベット自治区、新疆ウイグル自治区が大幅に突出してい

るが、人口密度という点からは、上海市、天津市、北京市が大きく他の地域を引き離して人口密

度が高くなっている。また、域内総生産については、上海市や北京市がそれぞれ一つの都市だけ

で、38,155 億元と 35,371 億元となっており、中国経済にとって非常に要となる都市となっている

ことが分かる。 

一方、省としては、江蘇省や広東省、山東省が突出して域内総生産が大きくなっているが、こ

の原因として、中国における製造業の拠点となる工場が数多く存在していることがあげられる。

また、一人あたり域内総生産のグラフを見ると分かるように、中国においては、上海市を含む華

東地区における一人あたり域内総生産が圧倒的に多く、その次に北京市を含む華北地区が続いて

おり、やはり沿岸地域と内陸地域では経済格差が依然として存在している。 
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図表 24-2 地域別基礎統計（2019 年） 

区域 名称 面積 
(km2) 

人口密度 
(万人/km2) 

域内総生産 
(億元) 

一人あたり

GDP(元) 

華北地区 

北京市 16,800 1,323 35,371.28 164,220

天津市 11,305 1,306 14,104.28 90,371

河北省 187,700 355 35,104.52 46,348

山西省 156,300 212 17,026.68 45,724

内モンゴル自治区 1,183,000 20 17,212.53 67,852

東北地区 

遼寧省 145,900 291 24,909.45 57,191

吉林省 187,400 151 11,726.82 43,475

黒竜江省 454,000 81 13,612.68 36,183

華東地区 

上海市 6,341 3,814 38,155.32 157,279

江蘇省 102,600 742 99,631.52 123,607

浙江省 102,000 460 62,351.74 107,624

安徽省 139,700 429 37,113.98 58,496

福建省 121,300 285 42,395.00 107,139

江西省 167,000 247 24,757.50 53,164

山東省 153,800 579 71,067.53 70,653

中南地区 

河南省 167,000 553 54,259.20 56,388

湖北省 185,900 325 45,828.31 77,387

湖南省 210,000 304 39,752.12 57,540

広東省 180,000 481 107,671.07 94,172

広西チワン族自治区 236,000 190 21,237.14 42,964

海南省 34,000 224 5,308.93 56,507

西南地区 

重慶市 82,300 374 23,605.77 75,828

四川省 485,000 172 46,615.82 55,774

貴州省 176,000 200 16,769.34 46,433

雲南省 394,000 109 23,223.75 47,944

チベット自治区 1,228,400 2 1,697.82 48,902

西北地区 

陝西省 205,600 185 25,793.17 66,649

甘粛省 454,300 57 8,718.30 32,995

青海省 721,200 7 2,965.95 48,981

寧夏回族自治区 66,400 85 3,748.48 54,217

新疆ウイグル自治区 1,660,400 13 13,597.11 54,280
（出所）中国国家統計局（2019 年） 

 

中国に拠点を有する日本の上場企業が 100 社以上ある業種について調査をしたところ、中国統

括会社等の拠点の配置に関し、業種ごとに次のような地域ごとの特性や傾向が見られる。 
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図表 24-3 主な直轄市・省における日系企業の業種別の統括会社等の配置状況 
北京市 天津市 遼寧省 上海市 江蘇省 広東省 

情報・通信業、

サービス業、卸

売業、機械製造

業、電気機器製

造業の統括会

社（投資会社、

研究開発会社

を含む） 
 

輸送用機器製

造業とその統

括会社 

輸送用機器製

造業、電気機器

製造業 

サービス業、小

売業、卸売業、

化学製造業、電

気機器製造業

の統括会社（投

資会社、財務会

社含む）、各製

造業の貿易会

社、販売会社 

小売業、機械製

造業とその統

括会社及び販

売会社 
 

サービス業、輸

送用機器製造

業、電気機器製

造業とその統

括会社（研究開

発会社を含む）

 

（出所）「中国進出企業一覧 上場会社編 2018－2019 年版」（蒼蒼社）より作成 

 

近年中国における賃金上昇は著しく、このことが生産拠点を中国に持つ日系企業にとっても大

きな関心事となっている。これまで日本を含む先進国の企業が生産拠点を中国に移したのは、賃

金が低かったからというのが大きな理由の一つであったが、 近の中国の賃金上昇に伴い、

ASEAN 諸国等の他のアジア地域に工場等の拠点を移す日系企業も増えてきている。 

中国の重要な都市における人件費の 2019 年度の年間実負担額を比較した表は以下の通りであ

る。下記の表から明らかなように、北京、上海、広州の 3 都市が実負担額の上位を占めている。

職位が高い人材を雇用するにはかなりの負担額となっていることが分かる。 

 

図表 24-4 中国国内の業種・職種別 人件費の年間実負担額 

地区 都市 
製造業（人民元） 非製造業（人民元） 

ワーカー エンジニア マネー

ジャー スタッフ マネージャー

華北

地区 北京 107,414 - 273,018 167,088 330,860 

東北

地区 大連 64,919 112,092 169,848 116,142 231,449 

華東

地区 
上海 83,217 140,254 233,481 150,356 305,468 

青島 65,603 90,957 135,800 108,503 197,137 

中南

地区 
武漢 75,569 131,162 203,072 120,520 232,570 

広州 89,363 150,398 248,445 - - 
西南

地区 重慶 70,137 101,994 154,859 - - 

（出所）日本貿易振興機構「2019 年度アジア・オセアニア 進出日系企業実態調査 中国編」（2020 年 2 月）

を基に作成。有効回答数 10 社以上の市のみ記載。 
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地域別情報の参考情報として、中国の各地域の主要都市（北京、上海、西安、武漢）における雨

温図を以下に記載する。 

 

図表 24-5 中国各地域の主要都市（北京市、上海市、西安市、武漢市）の雨温図 

 

北京市の気候 

 
 

西安市の気候 

 

 

上海市の気候 

 
 

武漢市の気候 

 
 

（出所）気象庁：世界の天候のデータより作成 
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 地域編①：華北地区（北京市、天津市、河北省、山西省、

内モンゴル自治区） 

 

1．華北地区の地域概要 

帝国データバンクの「日本企業の中国進出動向（2020 年）」によると、華北地域（北京市、天

津市、河北省、山西省、内モンゴル自治区）に新規進出する日系企業の業種別では「ソフトウェ

ア」（119 社）、持株会社等の「投資業」（59 社）、「産業用電気機械器具卸」（39 社）、「医薬品製

造」（28 社）、と続いている。すでに進出している日系企業は約 1,800 社で「製造業」（599 社）、

「サービス業」（約 378 社）と続く。 

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た。

天津市は中国四大直轄市の一つである。 

北京市、天津市、河北省は環渤海経済圏（中華人民共和国の渤海周辺に形成される経済圏）の

主要都市である。中でも、北京・天津地域は華北地域の一大工業地帯であり、石油化学、冶金、機

械、電子、紡織、自動車、時計、製紙、食品等、幅広い業種が存在する。特に、天津は重化学工業

の国営企業の町であり、市も以前は主に大企業中心の投資政策を取ってきたため、中小企業の進

出対象地域としてはあまり注目されてこなかったが、「天津経済技術開発区」の開発等が進められ

ており、中小企業の進出対象地域となることが予想される。 

山西省・内モンゴル自治区には豊富な石炭が埋蔵されており、華北地区の電力網の中でも重要

な役割を果たしている。 

内モンゴル自治区は中国の北部に位置し、モンゴル、ロシアと国境を接する。石炭以外では天

然ガス、クロム等を有している。電力は豊富で、内モンゴルから東北地区に送電している。 
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図表 25-1 華北地区 

 

 

図表 25-2 華北地区に進出した場合のメリットと留意点 
メリット 留意点 

【環渤海経済圏】 
環渤海経済圏（天津・北京他）は、珠江デルタ経済

圏（深圳・広州）、長江デルタ経済圏（上海・蘇州）

に次ぐ第 3 の国家プロジェクトとして開発が進め

られている。 
「泰達汽車駅」は天津と北京へ行くには便利。「天

津新港」（中国で 5 番目大きいコンテナ埠頭）に隣

接している。また、「天津濱海国際空港」から 38km
と近く、同空港には中国の 大の航空貨物運送セ

ンターがあるため、物流面でメリットがある。 
 

 
大規模環境都市開発プロジェクトである「天津エ

コシティ」が建設されたが、2015 年 8 月に有毒性

物質を含む巨大事故が起き、日系企業にも多額の

損害が発生したことが記憶に新しい。 

【北京市】 
北京市には中国企業や外国企業（日本を含む）の統

括拠点が多いことから、近年増えている情報通信・

ソフトウェア、化学研究・工業技術サービス、リー

ス・ビジネスサービスについては、北京から中国全

土に幅広く展開していると考えられる。 

 
大気汚染について、北京市は改善の取組みを強化

しているが、より広範囲な対策の実施が必要と言

える。また、交通渋滞については深刻化しており、

交通機関の整備・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、市民の交通ルール厳

守意識向上等の対策が必要である。 
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メリット 留意点 

【中国（天津）自由貿易試験区】 
中国（天津）自由貿易試験区では、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

環境の規範化を目指している。 

 
天津市は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。労働者の流動性が高く、

定着率が低い。大気汚染のさらなる対策が必要で

ある。 
 

【山西省】 
山西省は石炭・ボーキサイト等の資源に恵まれ、労

働力や電力が安価であるため、製造業の進出にメ

リットがある。 
 

 
山西省は物流インフラの整備が十分に追い付いて

いない。 

【京津冀都市圏】 
京津冀都市圏（北京市、天津市、河北省等）では、

天津市が先進製造研究開発基地に位置付けられて

いる。また、中国企業や外国（日本を含む）企業の

製造業の基盤が多い。 
 

 
大気汚染や交通渋滞等について、さらなる対策が

必要である。 

 

【雄安新区】 

中国政府は、2017 年 4 月 1 日に、北京市、天津市に隣接する河北省に新たな特区として「雄安

新区」を設立すると発表した。雄安新区は、北京と天津からそれぞれ約 100km のところに位置し

ている。初期の開発面積は約 100km2、将来的には東京都の広さとほぼ同じくらいの 2,000 m2の地

域が開発される予定となっている。中国では 19 番目の国家レベルの開発新区で、習近平国家主席

が指導し、鄧小平氏による 1980 年の「深圳経済特区」、江沢民氏による 1992 年の「上海浦東新区」

と並ぶ国家プロジェクトとなっている。 

「雄安新区」の目的は、北京・天津・河北省からなる広域経済圏の構築・発展と共に、企業や教

育・医療と言った社会的サービス機能、一部行政サービス機構を北京から移転させることで北京

への一極集中を緩和することにあると言われている。 

2018 年 4 月に政府が発表した雄安新区の計画概要によると、人工知能（AI）を駆使した車が自

動運転で走行するモデル地区とするとしている。2022 年には基礎インフラの整備を終え、2035 年

に完成予定となっている。他の経済地区と差別化された、環境にも十分配慮した 先端のスマー

トシティの実現が期待されている。 

図表 25-3 雄安新区の位置図 

 

北京市

天津市

保定

雄安新区
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①インフラ・物流 

【道路】 

北京から天津までは京津塘高速道路（1993 年開通、全長 142.69km）で約 1 時間半。京滬高速道

路（北京-上海高速道路）は北京市から上海市までを結び、約 10 時間の距離である。 
北京や天津等の都市部では、渋滞が慢性化している。 

 

【港湾】 

このエリアには、秦皇島港、唐山港、天津港、黄カ港がある。天津港の貨物量は中国第 5 位で

あり、近年コンテナ取扱量が増えている。 

 

【空港】 

このエリアには、北京首都国際空港、北京大興国際空港、天津濱海国際空港、石家庄正定国際

空港、唐山三女河空港、秦皇島北戴河空港、邯鄲空港、北京南苑空港がある。北京首都国際空港

は中国 大の空港であり、アジアでも 大級の空港である。 

 

【電力】 

山西省は電力が安い。 

 

【通信】 

都市部ではインターネットが普及している。 

 

【不動産】 

北京：2020 年 3 月時点のオフィスの平均賃料は 379 元/㎡/月。 

 

②労働事情 

【人材】 

日系企業に対するアンケート（2019 年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査中国編：2020
年 2 月日本貿易振興機構（ジェトロ））で、中国における「経営上の課題」として「従業員の質」

があげられているが、北京市（36.3％、第 7 位）、天津市（10 位圏外）と中国平均（44％、第 4 位）

より低いが、北京市では「人材（技術者）の採用難（製造業）」の項目が新規にランキング入りし

ており（38.5％、第 4 位）、比較的質の高い人材確保が困難な環境にある。 
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また天津市は人材の流動性が比較的高く、日系企業では人材確保に苦慮している報告もある。 

 

【賃金】 

「従業員の賃金上昇」も日系企業に対するアンケート（2019 年度アジア・オセアニア進出日系

企業実態調査中国編：2020 年 2 月日本貿易振興機構（ジェトロ））では「経営上の課題」としてあ

げられる。 

北京市（65.7％、第 1 位）、天津市（88.5％、第 1 位）となっており、中国平均（73.7％、第 1 位）

と同等に「賃金上昇」が重要な課題となっている。 

特に、天津市では深刻な課題となっていると言われている。天津市は他の都市と比較しても社

会保険料の基数が高く、労働コストの高騰の一因にもなっている。 

 

③生活環境 

【気候】 

北京市では、夏は気温 40℃を越す日もあり、冬は－10℃を下回ることもある。冬期は雨が少な

く、乾燥が著しい気候である。そのため、脱水や皮膚のトラブル、上気道感染等を起こしやすく、

空調・加湿器等を使用した湿度の調整が不可欠と言える。大気汚染が深刻で、特に北京では風邪

を引いた後に咳・痰が治まらない、喉の痛み、目のかゆみといった症状を訴える人が増加傾向に

ある。また、季節によっては大量の黄砂や柳絮と呼ばれる綿毛のような樹木の種子も飛来するた

め、呼吸器症状やアレルギーが出やすい。天津市は、夏は 40℃以上となる時があり、逆に冬は－

20℃以下となる時がある。黄砂の影響もある。 

 

【教育】 

北京市には多くの大学が集中している。北京大学、清華大学、中国人民大学等が著名である。

天津にも南開大学、天津師範大学といった著名な大学がある。なお、北京と天津には日本人学校

がある。 

 

【医療】 

北京の中日友好医院国際医療部や北京協和病院等では日本語での対応も可能である。天津で日

本語対応可能な病院として、天津医科大学附属第一中心医院がある。 

 

【住居】 

北京市では駐在員の居住エリアとしては、CBD エリア、燕莎・麗都エリア、王府井・建国門エ

リア、東直門・三里屯エリアがある。中でも、燕莎・麗都エリアは日本人学校があり首都国際空

港までアクセスが良いため駐在員の人気が高い。家賃の相場は、例えば、この朝陽区亮馬橋路近

辺のマンションでは 100～120 ㎡、2 ベッドルームで月賃料 23,000 元～35,000 元となっている。 
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【日本食】 

北京市ではハイランクのホテルに限らず街中でも日本料理店がある。特に、比較的多くの日本

人が居住している燕莎・麗都エリアには多い。天津市でも日本料理店は増加傾向にある。 

 

【金融】 

北京市及び天津市には、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行の支店がある。 

 

ひとくちメモ 22：北京市の 近の日系企業の動向 

北京市域内産業の 8 割以上を占める第 3 次産業の内、金融業では外資参入規制の緩和を受け、証券会

社の合弁での参入が進んでいます。また、外商投資企業の高齢者介護産業への進出も奨励され、日系企

業が有するノウハウのニーズも高まると考えられます。今後、商社や IT を活用した同分野へのサービス

の展開も想定されます。 

大きな撤退の動向は見られないものの、運輸、旅行、小売といったサービス産業では、コロナショッ

ク前までの回復には至っていない業種があります。情報通信・IT 技術サービスといった先進技術サービ

スは人件費高や地方の優秀な人材確保が課題となっています。 

2020 年春以降徐々に新型コロナウイルスによる防疫・抑制措置が緩和され、日系企業各社の稼働率は

戻っているものの、政府の各種措置等は、必要に応じて間髪なく打たれ、引き続き、適時な対応が求め

られていますが、措置等の終了は明確ではなく、今後同様に措置が打たれた際に、稼働の回復計画は立

てにくい状況です。 

北京の日系自動車業界について言えば、北京には主に OEM、サプライヤー共に統括会社が多く集まり、

政府折衝や新規投資、新ビジネスの検討等を行っています。このようなエリアはコロナ禍でも変わらず

に活発に動いていると思われます。（2021 年 1 月現在） 

 

ひとくちメモ 23:現地駐在員の声 

「天津市の 近の日系企業進出動向は？」 

天津は、自動車関連事業が好調であり、トヨタが BYD と合弁で新エネ車生産工場を立ち上げる等、各

工場の稼働率が高い状況と思われます。全国規模で行われる日系企業誘致の一環として、中日（天津）

健康産業発展協力モデル区（ヘルスケア関連）を打ち出す等しています。 

「天津市の 近の日系企業の撤退状況は？」 

天津では、日系自動車業界は価格面で現地サプライヤーとの比較で厳しい競争にさらされており、広

州等の南の地域と比べると利益確保に苦慮していること、また、自動車業界進出から 20 年が経過して一

段落しており、当初からの工場や会社は整理清算の方向へ動いているように思われます。 

「雄安新区への日系企業の入居状況は？」 

進出している日系企業は少なく、駐在員事務所だと思われます。あまり日系企業の方から雄安新区へ

の進出のお話しは聞きませんが、雑談の中ではよく出てきますので、関心は持たれているようです。ま

た、北京から直通の高鉄がついこの間開通しましたので、今後、訪問者数は増えるのかもしれません。 
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ひとくちメモ 24：天津市の日系企業で自動車完成車、部品メーカーの 近の動向 

日系では新型コロナウイルス前を上回る勢いで大きく販売台数を伸ばし、サプライヤーの工場では高

い稼働率が続いています。背景にはコロナ禍によるマイカー需要と、日本車の品質の高さがより認知さ

れているからではないかと感じます。中国全体ではある程度、新型コロナウイルスを封鎖できているた

め、特筆すべき 近の感染症対策はありません。 

一方で、経済変化のスピードの速い中国において MaaS や CASE と言った新規ビジネスを開拓や新技術

を利用していく中で、自動車業界の垣根を超えた技術アライアンスやスタートアップ企業投資等は、コ

ロナ禍でも変わらず活況を呈していると思われます。（2021 年 1 月現在） 

 

 

 

北京市の街並み 
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 地域編②：東北地区（遼寧省、吉林省、黒竜江省） 

 

1．東北地区の地域概要 

東北地域は 2014 年以降の経済成長は伸び悩んでおり、成長率は全国平均を下回る。 

東南沿海地域と比べて市場経済の波に乗り遅れ、従来、発展を支えてきた重化学工業は産業

構造改善のネックになっている。 

帝国データバンクの「日本企業の中国進出動向（2020 年）」によると、東北地域（遼寧省、黒

龍江省、吉林省）に新規進出する日系企業の業種別では「ソフトウエア」（122 社）、「産業用電

気機械器具卸」（36 社）、「土木建築サービス」（25 社）、持株会社等の「投資業」（25 社）と続い

ている。すでに進出している日系企業は約 1,500 社で「製造業」（599 社）、「卸売業」（428 社）、

「サービス業」（286 社）と続く。 

遼寧省の瀋陽市、大連市は環渤海経済圏（中華人民共和国の渤海周辺に形成される経済圏）の

主要都市である。 

吉林省は、自動車関連産業、石油化学工業、トウモロコシ加工、農業機械等を中心として経済

発展を図っている。 

黒竜江省の土壌は有機物の含有量が多く、農業に適している。耕地と樹林地帯の面積が大きい。

石油、グラファイト、ケイ線石、鋳石玄武岩、アスベスト用玄武岩、セメント用大理岩等の埋蔵

量が多い。自動車、化学工業、食品、電子、医薬等が工業として盛んである。 
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図表 26-1 東北地区 

 

 

図表 26-2 東北地区に進出した場合のメリットと留意点 
メリット 留意点 

【琿春日本工業団地】 
「吉林琿春輸出加工区」に「琿春日本工業団地」が

設立され、環境にも配慮した工業団地建設を目指

し、自動車部品、ハイテク電子、縫製品加工等の産

業の発展に重点を置いている。沿岸部に近く、従業

員の定着率も良い。中国に生産拠点を置き、ロシア

等を市場とする戦略も可能である。 

 
東北地方に位置しているため、雪により物流に影

響することがある。従業員に対する教育が重要で

ある。 

 

①インフラ・物流 

【道路】 

このエリアには、長四高速道路、長吉高速道路、長扶高速道路、吉延高速道路、長深高速道

路、哈大線、京哈線がある。京哈線は北京市とハルビン市を結んでいる。インターチェンジが

少なく、路面も凹凸が多いため、特に夜間の運転には注意が必要である。 
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【港湾】 

このエリアには、丹東港、大連港、旅順新港、営口港、大安港、吉林港、扶余港がある。大連港

は遼東半島の 南端で大連市中心部の東側に位置し、中国東北地区 大の国際貿易港であり、貨

物量は中国第 6 位である。 

 
【空港】 

このエリアには、瀋陽桃仙国際空港、大連周水子国際空港、長春龍嘉国際空港、延吉朝陽川国

際空港、長城山空港、通化空港、ハルビン太平空港がある。大連周水子国際空港は近年、国内線・

国際線ともに便数が増加しているが、設備的な問題や周辺航路の混雑により、当局から出発許可

がなかなか下りないことが多々見受けられ、30 分～1 時間前後の遅延も珍しくない。 

 
また、立地上、自然の影響（濃霧、強風、降雪、黄砂等）による出発・到着時刻の変更、周辺空港（北

京・青島・煙台・瀋陽等）へのダイバートや欠航、反航が少なくない。 

 
現在、大連周水子国際空港を補完する目的で大連金州湾国際空港が建設中である。大連金州湾国際

空港は海を埋め立てて作る人工島に建設される中国大陸初の海上空港であり、完成後は関西国際空港

を超え、世界 大の海上国際空港となる。 

 

【電力】 

石油資源等が豊富なため、比較的安価である。 

 
【通信】 

瀋陽やハルビンでは光ファイバーが普及しており、障害時も翌日には復旧している。 

 
【不動産】 

都市部と比較して安価である。 

 

【水】 

黒竜江省では黒竜川、ウスリー川の水量が豊富である。 

 

②労働事情 

【賃金】 

「従業員の賃金上昇」が日系企業に対するアンケート（2019 年度アジア・オセアニア進出日系

企業実態調査中国編：2020 年 2 月日本貿易振興機構（ジェトロ））では「経営上の課題」としてあ

げられるが、遼寧省（80.3％、第 1 位）、中国平均（73.7％、第 1 位）となっており依然として重

要な課題となっている。 
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③生活環境 

【気候】 

遼寧省の大連市では、夏場は約 22℃、冬場は約－5℃となり海からの風が冷たい。吉林省の長

春市では夏場は約 22℃と大連市と変わらないが、冬場は－15℃以下となることもある。黒龍江

省のハルピン市では、夏場は約 20℃となるが、冬場は－20℃と厳しい寒さとなっている。 

 
【教育】 

大連市には大連外語大学、遼寧師範大学等があり、長春市には東北師範大学、吉林大学等が

あり、ハルピン市には黒龍江大学、哈爾濱大学等がある。大連には日本人学校があり、遼寧省

の瀋陽にも瀋陽補習授業校がある。 

 
【医療】 

大連市中心医院は日本人医療相談室がある。また、日本語対応可能な病院としては白求恩医

科大学附属医院がある。ハルピン市には日本語は通じないが、著名な病院として哈爾濱第二医

院がある。 

 
【住居】 

大連市では、駐在員の居住エリアとして、大連市内中心部エリア、IT 企業関係の軟件園・高

新園区エリア、金普新区（開発区）エリアがある。その中でも金普新区（開発区）エリアは、日

系企業の工場と住居が比較的近く、ショッピングモールもあるため駐在員の人気が高い。家賃

の相場は、例えばこの開発区周辺のアパートでは 130 ㎡、3 ベッドルームで月賃料 5,500 から

8,500 人民元のものがある。 

 
【日本食】 

大連市内中心部の森ビル周辺や民主広場には日本人向け飲食店が多い。金普新区（開発区）

エリアの五彩城エリアにも日本人向け飲食店は多い。 

 
【金融】 

大連市には、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行の支店があり、地銀では山口銀行の

支店もある。瀋陽市には三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行の支店がある。 
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ひとくちメモ 25： 近の大連市の日系企業の動向 

大連市の日系企業は従来、加工貿易が中心で日本や海外のマーケットへ販売していました。しかし、

中国内のマーケットが大きくなったことで、内陸への販売、天津等別地域での新工場の建設等を行う

ケースが見られます。 

大連はもともと日本語が話せる人材が多く、港湾が近く、日本にも近いという理由で進出する企業が

多かったのですが、2010 年代には人件費高騰等による影響で大連市から撤退する日系企業が相次いでい

ました。 

近の日系企業の撤退に関しては、2020 年 4 月に大連の精密機械メーカーが大連工場からタイへの生

産移管を発表しています。2020 年 5 月には自動車部品メーカーが大連にある会社の持分を上海の企業に

譲渡する報道がなされています。 

近になって、日系企業の進出がまた増加に転じている業種もあります。例えば、日系自動車メーカー

が中国企業と合弁企業を設立しコネクティッドカーの開発に取り組むケースや、電気自動車向けのモー

ターを開発する拠点の設立等の動きがあります。（2021 年 1 月現在） 
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 地域編③：華東地区（上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、

福建省、江西省、山東省） 

 

1．華東地区の地域概要 

上海経済圏（江蘇省、浙江省、上海市）である長江デルタ地帯は、経済水準が中国で も高

く、都市化も も進んでいる。特に上海市では金融・保険業、不動産業のシェアが高い。 

帝国データバンクの「日本企業の中国進出動向（2020 年）」によると、進出地域では中国全土

レベルでは、華東地区が も多く、特に上海市が多い。華東地区（上海市、江蘇省、山東省、浙

江省、福建省、安徽省、江西省）に新規進出する日系企業の業種別では「産業用電気機器具卸」

（322 社）、「ソフトウエア」（300 社）、「洋服卸」（249 社）、持株会社等の「投資業」（222 社）

と続いている。すでに進出している日系企業は約 9,000 社で「製造業」（3,722 社）が半分を占め

るが、「金融・保険業」（279 社）も多い。 

安徽省は上海経済圏の人件費等コストが上昇する中で、上海近辺の内陸部として注目が集まっ

ている地域であり、自動車関連をはじめ多くの日系企業が進出している。 

江西省は自動車・航空・精密製造、金属鍛錬、漢方薬・バイオ製薬、電子情報・現代家電、食品

加工、化学製品・新型建築材料を重点産業としている。また、タングステン、レアアースの埋蔵

量が豊富である。 

山東省の済南市、青島市は環渤海経済圏（中華人民共和国の渤海周辺に形成される経済圏）の

主要都市である。 

 



 
中国の投資環境 

174 

図表 27-1 華東地区 

 

 

図表 27-2 華東地区に進出した場合のメリットと留意点 
メリット 留意点 

【長江デルタ地帯】 

長江デルタ地帯（上海市、江蘇省、浙江省等）では

経済水準が中国で も高く、都市化も も進んで

いる。都市工業だけでなく、農村工業も発達してい

る。労働生産性が中国で も高い。特に、多国籍企

業が投資戦略拠点として上海市を選択する傾向が

強く、国際貿易や研究開発等の機能を開拓してい

る。日本人駐在員の生活環境も整っている。 

 
産業構造が第三次産業中心へと変化するに連れ

て、工場の立ち退きを要求されることや、ライセン

スが更新されないケースがある。人件費、家賃、物

価が高い。 
 
 
 

【長江経済ベルト】 

上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省、湖北

省、湖南省、重慶市、四川省、雲南省、貴州省の

９省２直轄市で構成される。 

 

 

長江流域の汚染や環境破壊の状況を考慮して、大

規模開発を行わず、生態環境の回復や保護を優先

しつつグリーン発展を追及することか発表され、

「一帯一路」「京津冀 経済圏協同発展」とともに習

近平政権が進める「三大国家戦略」の一つとなって

いる。長江経済ベルトは面積が国土の 21.4％を占

め、人口と域内総生産は中国の 40％を超えている。
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メリット 留意点 

【安徽省】 
安徽省は上海経済圏の人件費等コストが上昇する

中で、上海近辺の内陸部として注目が集まってい

る地域である。自動車関連をはじめ多くの日系企

業が進出している。 

 
人材は集まりやすく、離職率は低いが、労働者の質

は沿岸部ほど高くない。管理職層の採用は人材が

不足しているため難しい。今後人件費が急速に上

昇する可能性がある。 

【江西省】 
沿岸部へのアクセスから、沿岸部の既存工場の第

二工場という位置づけで、江西省に進出する企業

が増えている。華南経済圏にも近く、地理的優位性

がある。 

 
今後人件費の上昇が懸念される。 

【山東省】 
日本向け輸出型企業が多い。 

 
近年、日本人駐在員が減少している。また、大気汚

染等の影響で、家族が帰国し、単身赴任者の割合が

増える傾向にある。 

 

①インフラ・物流 

【道路】 

このエリアで代表的な高速道路は、上海杭州高速道路、杭州衢州高速道路である。杭州衢州

高速道路のうち、浙江省の省都・杭州市から内陸部の衢州市の総延長 237 km 部分は、日本の

ODA によって建設された。 

 
【港湾】 

このエリアには上海港、寧波舟山港、竜口港、煙台港、青島港がある。上海港は 2010 年より

世界の港湾におけるコンテナ取扱量が世界 1 位である。寧波舟山港は 2015 年 9 月に寧波港と舟

山港が合併されたもので、中国沿岸における輸送の中枢として位置づけられている。青島港の

貨物量は中国 4 位であり、特に鉄鉱石や原油等の輸入では中国の主要な港と位置付けられてい

る。 

 
【空港】 

このエリアには、上海虹橋国際空港、上海浦東国際空港、済南遥墻国際空港、青島流亭国際

空港、煙台莱山国際空港、杭州国際空港がある。上海浦東国際空港は 24 時間全天候型の国際空

港であり、世界で初めて実用化されたリニアモーターカー（高速磁気浮上鉄道）「上海トランス

ラピッド」で、空港から 30 km 離れた市街地まで 短 7 分 20 秒で行くことが可能。2021 年 1
月、安徽省に蕪湖宣州空港が完成し上海虹橋国際空港との試験飛行が行われた。 

 

【電力】 

内陸部は沿岸部より 20％程度安い。 
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【通信】 

上海経済圏は通信インフラが整っているが、内陸部は整備が必要。 

 
【不動産】 

沿岸部は高いが、内陸部は安価。 

 
【水】 

内陸部は沿岸部より 20％程度安い。 

 

②労働事情 

【人材】 

日系企業に対するアンケート（2019 年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査中国編：

2020 年 2 月日本貿易振興機構（ジェトロ））で中国における「経営上の課題」として「従業員の

質」があげられる。江蘇省（10 位圏外）、上海市（47.5％、第 4 位）と中国平均（44％、第 4 位）

と同等以下で比較的質の高い人材確保が可能な環境にある。 

一方、浙江省（57.1％、第 2 位）は中国平均よりも高く、質の高い人材確保が比較的大きな課

題となっている。 

 
【賃金】 

「従業員の賃金上昇」が日系企業に対するアンケート（2019 年度アジア・オセアニア進出日

系企業実態調査中国編：2020 年 2 月日本貿易振興機構（ジェトロ））では「経営上の課題」とし

て上位にあげられる。 

江蘇省（84.9％、第 1 位）、浙江省（71.4％、第 1 位）、上海市（76.3％、第 1 位）となってお

り、中国平均（73.7％、第 1 位）と同様な重要な課題となっている。 

なお月額 低賃金は、2018 年 6 月時点で山東省青島市および済南市が 1,910 人民元、2018 年

8 月時点で江蘇省蘇州市および南京市が 2,020 人民元、2019 年 11 月時点で上海市が 2,480 人民

元である。 

 
③生活環境 

【気候】 

上海市の緯度は鹿児島県とほぼ同じであり、日本と同じように四季の変化がはっきりしてい

る。6 月中旬から 7 月上旬までは梅雨が続き、その後訪れる夏は連日蒸し暑く、 高気温が 40℃
近くとなる日もある。冬は 低気温が氷点下となる日もあり、季節・気温に合わせた服装が必

要となる。江蘇省の南京市の夏場は約 19℃、冬場は約 3℃と意外に寒い。浙江省の杭州は、夏

場は約 28℃、冬場は約 4℃となっており、春と秋から冬に向かう時期は雨が多く湿度が高い。 
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【教育】 

著名な大学として上海市の復旦大学、交通大学がある。南京市では南京大学、南京師範大学

等があり、杭州には浙江大学等がある。 

上海には虹橋と浦東に日本人学校があり、杭州にも日本人学校がある。山東省の青島にも日

本人学校がある。 

 
【医療】 

上海市には日本人医師もしくは日本語のできる医師がいる病院が多い。例えば、グリーンク

リニック、グローバルヘルスケア浦西クリニック及び浦東クリニック、国賓クリニック等があ

る。浙江省の杭州では日本語通訳のいる病院として杭州愛徳医院国際部、浙江緑域医院国際医

療部があり、福建省の福州市には福建医科大学付属第一医院がある。 

 
【住居】 

上海市では駐在員の居住エリアとしては、虹橋・古北エリア、上海市内エリア、浦東エリア

がある。虹橋・古北エリアは外国人居留区として歴史が古い。浦東エリアは開発が進み新築物

件も多く、日本人学校の新キャンパスもある。例えば、この浦東新区周辺のアパートでは物件

にもよるが 140 から 180 m2 で、3 ベッドルームで月額賃料 20,000 から 25,000 人民元のものがあ

る。 

 
【日本食】 

上海市ではハイランクのホテルに限らず、街中でも日本料理店が多数ある。特に、古北エリ

アは多い。南京市や杭州市は上海ほどではないが市内や高級ホテル内にある。 

 
【金融】 

上海市には、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行の本店がある。青島市には、みずほ

銀行、三菱 UFJ 銀行の支店がある。杭州には三井住友銀行、福州には三菱 UFJ 銀行の支店があ

る。 

 

ひとくちメモ 26： 近の上海市の日系企業の動向 

日系企業は自動車業界を中心に活況で高稼動の状況が続いています。ただし 2021 年１月時点で中国

国内での新型コロナウイルスの発生事案が再度出てきているため、出張制限等、安全管理に気を配る

企業が増えてきています。上海日本商工クラブの賀詞交歓会も中止（春に延期予定）となりました。 

現地での 近の話題としては、第 14 次 5 ヵ年計画、中国輸出管理法、サイバーセキュリティ法やサ

イバーアタックへの対応、ガバナンス・リスク管理強化、競争相手として成長著しい中国企業との競

争に備えた事業展開へのかじ取り等が話題となっています。（2021 年 1 月現在） 
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 地域編④：中南地区（河南省、湖北省、湖南省、広東省、

広西チワン族自治区、海南省） 

 

1．中南地区の地域概要 

帝国データバンクの「日本企業の中国進出動向（2020 年）」によると、中南地区（広東省、湖北

省、湖南省、河南省、海南省、広西チワン族自治区）へ新規進出する日系企業の業種別では「産業

用電気機器具卸」が多く（140 社）、「電子機器部品製造」（87 社）、「自動車部品製造」（80 社）、「工

業用プラスチック製品製造」（57 社）と続いている。すでに進出している日系企業は約 2,200 社で

「製造業」（1,135 社）が半数を占める。 

河南省、広西チワン族自治区は豊富なボーキサイトを埋蔵している。 

湖北省は水資源が豊富であるため、米、綿花、油糧作物の産出量が多い。製造業では自動車、

鋼鉄、石油化学を主産業としており、食品や紡績等の軽工業も盛んである。 

湖南省は機械製造、食品、電子情報、金属精錬、建築材料、電力等を主産業としている。また、

湖南省は中国の重要農業基地として米、お茶、柑橘類の生産が盛んである。 

広東省では石炭、鉄鉱石、硫鉄鉱の埋蔵量が多く、自動車の生産が盛んであり、多くの日系企

業が進出している。また、近年深圳市は金融センターとしても重要な機能を果たしている。 

海南省は石英、天然ガス、イルメナイト等の鉱産物に恵まれている。植物資源が多く、また海

洋漁業水域が広いため、水産資源も豊富である。 
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図表 28-1 中南地区 

 

 

図表 28-2 中南地区に進出した場合のメリットと留意点 
メリット 留意点 

【長江中流都市圏】 
長江中流都市圏（湖北省・湖南省）は水資源が豊

富で、沿岸部に近いため、沿岸部からの移転の受

け皿として有力な候補地である。また、湖北省で

は個人消費が好調であるため、近年、日系コンビ

ニエンスストアの進出が加速している。 

 
物流インフラが整っていないため、交通環境には

注意が必要である。 

【珠江デルタ地帯】 
珠江デルタ地帯（広東省の広州、深圳、珠海等）

は、香港、マカオに近く、国有企業が少ない。 

 
人件費の上昇が懸念される。 

【東坑平謙日本企業工業団地】 
東坑平謙日本企業工業団地では日本企業向けの工

業園区として水や電力の供給能力が高く、通信設

備も完備しているため、日本人駐在員も多い。 

 
競争が激しくなれば、人材確保が難しくなる可能

性がある。 

【東莞市（旧：総合改革実験区）】 
香港から 2 時間、深圳から 1 時間、省都広州から

1 時間とアクセスが良いため、部品調達コストが

抑えられる。安価な労働力の確保が容易である。

外資系企業が 1 万 5 千社あり、うち 2%（約 300
社）が日系企業である。パソコンや携帯電話等関

連企業が多い。 

 
出稼ぎ労働者が多く 3 年程度で工場をやめて故郷

に帰るケースが多いため、単純労働を行う工場労

働者の賃金は上昇しにくい。また、熟練工が不足

している。 
輸出量が多く通関業務のトラブルが多い。 
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メリット 留意点 

【深圳市（経済特区）】 
香港の新界と接し、市内全域が経済特区に指定さ

れており、外国投資を誘致しているため、法人税

や輸出関税等の外資優遇措置がある。深圳証券取

引所が設置されており、上海証券取引所とともに

外国人が投資できる B 株を扱っている。中国の著

名なハイテク企業の本社が多く所在していること

から「中国のシリコンバレー」と呼ばれることも

ある。バイオテクノロジー産業も盛んである。移

民都市であるため広東語ではなく北京語が使われ

ることが多い。 

 
経済発展により生活水準が高くなっているため、

安価な労働力が確保しにくい。国内外から多くの

企業が流入しているため、企業は激しい価格競争

にさらされる可能性がある。 

 

近年、発表された中南地区で注目すべきプロジェクトに、「粤港澳大湾区（グレーターベイ

エリア）」と「海南自由貿易港」がある。 

【粤港澳大湾区（グレーターベイエリア）】 

2019 年 2 月に「大湾区」のマスタープラン（大湾区発展網要）が国務院から公表された。

粤港澳大湾区は、広東省内の 9 都市（広州市、東莞市、深圳市、恵州市、仏山市、中山市、

珠海市、江門市、肇慶市）、香港特別行政区、マカオ特別行政区で構成されている。 

広東の「粤（えつ）」、香港の「港」、マカオの「澳（おう）」の中国語での略字を用いて、「粤

港澳大湾区」と称する。大湾区の面積は、約 56,000km2、およそ日本の四国と九州を合わせた

大きさであり、人口は約 7,100 万人である。粤港澳大湾区の特徴は以下の通りである。 

 香港とマカオを中国経済発展計画の中に組み入れたことが大きな特徴である。香港とマ

カオの「一国二制度」の体制を維持しつつ、香港、マカオ、広東省内の都市の発展の融合

を追及しており、これは特徴であると同時に、「一国二制度」をいかに維持するかという

課題を内包していることでもある。香港は金融、海運、貿易、国際空港に強く、マカオは

観光や文化、広州は商業と貿易、深圳はイノベーションに強いという各都市の特徴を生

かしつつ、融合することを目指している。 

 交通インフラ建設に力を入れ、橋や鉄道による連結の強化を図っている。特に「広深港

高速鉄道」と「港珠澳大橋」をあげることができる。「広深港高速鉄道」は 2018 年 9 月

に香港区間（深圳・福田～香港）が開通している。「港珠澳大橋」は 2018 年 10 月に香港

国際空港とマカオ・珠海間が開通し、従来、自動車で 4 時間程度かかっていたところが、

45 分程度に短縮された。 

 

【海南自由貿易港】 

中国共産党中央委員会及び国務院は 2020 年 6 月 1 日に「海南自由貿易港全体計画」を公布し

た。貿易の自由化・円滑化の向上、産業構造の転換・アップグレードの推進、租税制度の整

備、管理水準の向上を進め、海南省地区を国際的な先進レベルにある自由貿易港にすること

を目標にしている。 
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 海南自由貿易港は広大な海南島全島（約 3 万 5,400km2：日本の九州と概ね同じ）をゼロ

関税地域にしている点において、香港（約 1,100 km2）よりも大きい自由貿易港となって

いる。 

 国外と自由貿易港内の貨物の出入り（一線）は、税関による監督管理を受けずに自由に

でき、自由貿易港と中国国内その他の地域との貨物の出入り（二線）のみ税関による監

督管理を受ける。ゼロ関税政策を段階的に適用し 2025 年にも原則全ての関税を撤廃す

る。 

 

①インフラ・物流 

【道路】 

このエリアの主要な高速道路は、福銀高速道路、岳武高速道路、京珠高速道路、広深高速道

路、広深沿江高速道路、長株高速道路、桂梧線、海南島環状高速道路である。広深高速道路は

慢性的な渋滞に悩まされていたが、広深沿江高速道路が 2013 年末に開通したことにより、1 時

間以内で広東省広州から深圳まで移動が可能となり、渋滞も解消された。広深沿江高速道路の

広州から香港までの所要時間は 1 時間半。 

 
【港湾】 

このエリアには、海口港、三亜港、八所港、洋浦港、広州港、深圳港がある。広州港の貨物量

は中国第 2 位であり、コンテナ取扱量は中国第 5 位である。また、深圳港は近年コンテナ取扱

量が増えており、中国第 2 位となっている。 

 
【空港】 

このエリアには、新鄭州空港、天河空港、黄花国際空港、張家界空港、常徳空港、広州白雲空

港、深圳宝安国際空港、美蘭国際空港、鳳凰国際空港がある。広州白雲空港は北京首都国際空

港、上海浦東国際空港に並ぶ、中国国内 3 大空港の 1 つであり、中心部からの距離も 28km と

近く、広州機場高速公路も通じており、交通の利便性は比較的高い。 

 
【電力】 

広西チワン自治区の石炭火力発電や、広東省の二大ダム発電所である新豊江ダムと楓樹堰ダ

ムにより電力が賄われている。貴州省からの送電も行われている。 

 

【通信】 

都市部ではインフラが整備されている。 
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【不動産】 

沿岸部より安価である。深圳市には超高層ビルが 300 棟以上ある等、中国では北京市、上海

市に次ぐ第 3 位の都市としてランキングされており、近年地価の上昇が著しい。 

 
【水】 

豊富な水資源があるものの、人口の集中する広東省等では、一人あたりの水資源量が全国平

均に達していない。 

 

②労働事情 

【人材】 

日系企業に対するアンケート（2019 年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査中国編：

2020 年 2 月日本貿易振興機構（ジェトロ））で中国における「経営上の課題」として「従業員の

質」があげられる。広東省（49.4％、第 5 位）と中国平均（43.5％、第 4 位）とほぼ同水準にあ

り、質の高い人材確保が課題になっている。 

 
【賃金】 

「従業員の賃金上昇」が日系企業に対するアンケート（2019 年度アジア・オセアニア進出日

系企業実態調査中国編：2020 年 2 月日本貿易振興機構（ジェトロ））では経営上の課題としてあ

げられている。 

広東省は（76.5％、第 1 位）となっており、中国平均（73.7％、第 1 位）とほぼ同水準となっ

ている。東莞市では出稼ぎ労働者が多く 3 年程度で工場をやめて故郷に帰るケースが多いため、

単純労働を行う工場労働者の賃金は上昇しにくい傾向にある。深圳市は中国で も賃金水準が

高いと言われており、2020 年賃金ガイドラインでは、月額賃金の全体平均は 7,825 人民元となっ

ている。 

 

③生活環境 

【気候】 

広州市は温帯夏雨気候であり、夏は 高気温が 30℃を超え、月に 300ml 弱の降水があり、高

温多湿となる。一方、冬は 高気温が 18℃前後で降水量も月 30 ml 前後と乾燥する。 

湖北省の武漢市は、夏は約 40℃となり高温多湿、冬は約 0℃となる。朝晩の気温差も大きい。 

 
【教育】 

武漢市は武漢大学、湖北大学等が留学生を受け入れている。広州市の著名大学として中山大

学や華南師範大学がある。 

広州市には広州日本人学校がある。深圳市には深圳日本人学校がある。 
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【医療】 

広東省広州市には中山大学第一医院、広東省人民医院等多くの大病院があるが日本語は不可。 

深圳市には Vist-SK 国際医療センターがあり、日本語での診察が可能で、健康診断も受診でき

る。 

 
【住居】 

広州市では駐在員の居住エリアとして、天河北エリア、越秀区エリア、珠江新城エリア、二

沙島エリアがある。天河北エリアは広州東駅に近く、地下鉄で市内の移動もしやすい。日本企

業も多く、大型スーパーもあり職住接近型のエリアである。例えば、天河北エリア周辺のアパー

トでは 3 ベッドルームで月額賃料 28,000 人民元のものがある。深圳市内で同レベルの物件の場

合、月額賃料 35,000 人民元程度と 3 割ほど高い。 

武漢市では漢口エリアや漢陽エリアに駐在員が多いが、特に漢口エリアに日系企業のオフィ

スが多く、地下鉄も利用できるので人気がある。漢口エリア周辺のアパートでは 2 ベッドルー

ムで 88 ㎡、月額賃料 7,000 人民元のものがある。 

 
【日本食】 

広州市では天河北エリア、越秀区エリアに日本料理店が多い。武漢市では漢口エリアに多い。 

 
【金融】 

広州市及び深圳市には、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行の支店がある。武漢市に

は、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行の支店がある。 

 

ひとくちメモ 27：広州市の 近の日系企業の動向 

広州市における自動車関連の日系企業の生産量・販売量が増えています。広州での新型コロナウイ

ルスの影響は 2020 年 1 月～3 月までで、4 月以降は通常操業に戻っているようです。1 月～3 月で製

造数量が少なかったことと、4 月以降も自動車の需要が高かったため、休日出勤も行いフル稼働で製

造していた会社も多いようです。4月以降は前年比 2桁以上の伸びを示している企業もあるようです。 

広州市では依然としてガソリン車がメインになっています。この点、深圳市では政府の方針で電気

自動車（EV）がかなり進んでいることとは対照的です。広州市では EV も販売していますが、インセン

ティブがないため普及が他の中国都市に比べて遅れているようです。中国政府が 2035 年までに EV 等

の新エネルギー車の比率を 50％以上にするという目標を設定しており、さらに EV だけでなく、電気

とガソリンのハイブリッド車も認めるようです。このため今後、買い替え需要が発生すると思われま

す。（2021 年 1 月現在） 
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広州のベイエリアの様子 
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 地域編⑤：西南地区（重慶市、四川省、貴州省、雲南省、

チベット自治区） 

 

1．西南地区の地域概要 

中国の急速な経済成長により、中国における地域間の経済格差が問題視されてきたが、この

経済格差を是正することが重要課題だと中国政府は認識しており、2014 年 8 月に公布された

「西部地区奨励類産業目録」（国家発展及び改革委員会令 2014 年第 15 号）により、西部地区で

奨励されている産業が明確化された。 

西部地区で奨励類の産業に携わる企業に対する企業所得税の取り扱いが明確化された。具体

的には、西部で設立し、企業が「西部地域奨励産業目録」で規定されている産業項目を主たる

事業とし、かつその主たる事業からの収入額が総収入額の 70％以上である企業については、15％
の低税率に基づき、企業所得税を納付することができることとなった（国家税務局公告 2015 年

第 14 号）。 

特に成都、重慶、西安は 20 年間で大きく変化したと言われている。 

成都は西部地域の重要な中心都市となり、四川省の優位性のある資源の集積地でもある。重

慶は国際的都市であり国家的中心都市になり、経済力は西部地域でトップである。西安は西部

地域の重要な中心都市となっている。 

西部地域のインフラ建設は強化され、高速鉄道や高速道路は整備され延伸されてきている。

また、西部地域は「一帯一路」建設に関連した全面的な開放協力を進めている。 

課題として、西部地域内において地域間や都市間の経済発展の不均衡が生じてきていること

があげられる。また、西部地域の企業は依然としてイノベーションや科学研究力が脆弱な企業

もあり、重要な技術に対する研究開発投資の強化等が必要である。 

帝国データバンクの「日本企業の中国進出動向（2020 年）」によると、西南地区（重慶市、四

川省、雲南省、貴州省、チベット自治区）に新規進出する日系企業の業種別では「ソフトウエ

ア」（17 社）、「投資業」（11 社）、「自動車駆動装置製造」（9 社）、「自動車部品製造」（6 社）と

続いている。すでに進出している日系企業は約 270 社で「製造業」（599 社）、「卸売業」（428 社）、

「サービス業」（286 社）と続く。 

重慶市、四川省は自動車・オートバイ、設備製造、素材産業、天然ガス・石油化学工業、電子情

報産業が盛んである。 

貴州省は豊富なボーキサイトを埋蔵している。 

雲南省は亜鉛、鉛、リン等の資源を有している。たばこ、電力、鉱物、バイオ、観光が主産業で

ある。ベトナム・ラオス・ミャンマーと国境を接しているため、東南アジアの窓口として期待さ

れており、インフラ整備が進められている。 
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図表 29-1 西南地区 

 

 

図表 29-2 西南地区に進出した場合のメリットと留意点 
メリット 留意点 

【成渝都市圏】 
成渝都市圏（重慶、四川省の成都）では、自動車・

オートバイ、設備製造、素材産業、天然ガス・石

油化学工業、電子情報産業が盛んである。内陸部

にしては多くの日系企業が進出している。ドイツ

の自動車関連会社が市街地でカーシェアリング

のサービスを開始する等の試みがなされている。

駐在員の生活環境は整っている。 

 
内陸部であるため、部材調達、完成品搬送の輸送コ

ストがかかる。開発区では工事のために電力や水の

供給が止まるケースがあり改善が求められる。また、

誘致の際に提示された優遇政策が実施に移されてい

ないケースもあるため注意が必要である。 
重慶市は反日感情が強い地域と言われることもある

が、実生活において不安となることはほとんどない。

駐在員の生活環境は整っているが、外国人向けの幼

稚園・学校は限定的であることや、外国人向け医療

機関が有効に機能しているとは言えないことから、

駐在員の帯同家族の生活に支障をきたすケースもあ

る。 
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メリット 留意点 
【雲南省】 
雲南省は東南アジアの窓口として現在インフラ

整備が進められているため、輸出・輸入の拠点と

して期待されている。東南アジアの市場開拓戦略

の足掛かりとできる。また、「昆明国家経済技術

開発区」と「昆明ハイテク技術産業開発区」では

積極的に企業誘致を行っている。 
「雲南嵩明楊林工業園区」では業種により、増値

税（地方税分）の減免措置がある場合がある。 
「瑞麗開発開放試験区」が今後、国際貿易、旅行、

金融サービス、加工貿易等の拠点となることが期

待される。 

 
国境でのトラブルや内部の少数民族同士の摩擦が懸

念される。また、山地が多く、工業用地に向く土地

が限られているため、土地不足が懸念されている。

 

①インフラ・物流 

【道路】 

2017 年 9 月に開通した成安渝高速道路は、成都と重慶間を 速で結ぶ直通道路であり、成都

繞城高速道路（環状線）から出発して 2 時間半後には重慶繞城高速道路に到着できるため、従

来と比較すると約 1 時間の時間短縮となる。 
 

【空港】 

このエリアには、成都双流国際空港、貴陽竜洞堡国際空港、昆明長水国際空港がある。成都

双流国際空港は成都市中心部から 16km の距離にある 24 時間営業の国際空港であり、空港へは

リムジンバス、地下鉄がアクセスしているため、交通の利便性は比較的高い。 
 

【電力】 

雲南省の水力を利用した電力発電や、太陽光発電が盛んである。風力発電やバイオマス発電

にも取り組んでいる。 

 
【通信】 

都市部は問題ない。 

 
【不動産】 

都市部と郊外の価格差が激しい。 

 
【水】 

雲南省には自然遺産に登録された「三江併流」地区があり、長江、メコン川、サルウィン川

等の大きな川が流れているため、水資源が豊富である。 
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②労働事情 

【人材】 

日系企業に対するアンケート（2019 年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査中国編：

2020 年 2 月日本貿易振興機構（ジェトロ））で中国における「経営上の課題」として「従業員の

質」があげられている。 

四川省は同項目が（52.9％、第 2 位）となっており、中国平均（44％、第 4 位）より高い。重

慶市では（45.5％、第 9 位）の状況であるが、「人材（技術者）の採用難（製造業）」が（55.6％、

4 位）と新規の項目がランキング入りしており、質の高い人材や技術者の確保は重要な課題と

なっている。 

 

【賃金】 

「従業員の賃金上昇」も日系企業に対するアンケート（2019 年度アジア・オセアニア進出日

系企業実態調査中国編：2020 年 2 月日本貿易振興機構（ジェトロ））では「経営上の課題」とし

てあげられる。四川省（64.7％、第 1 位）、重慶市（57.6％、第 3 位）と中国平均（73.7％、第 1
位）と比較しても、重要な経営課題となっている。 

なお、月額 低賃金は 2018 年 1 月時点でチベット自治区が 1,650 人民元、同年 5 月時点で雲

南省昆明市が 1,670 人民元、同年 7 月時点で四川省成都市が 1,780 人民元である。また、2019 年

1 月時点では重慶市が 1,800 人民元、貴州省貴陽市が 1,790 人民元である。 

 

③生活環境 

【気候】 

重慶市の緯度はほぼ奄美大島と同じで、亜熱帯性気候。「中国の三大火鍋」（重慶・武漢・南

京）のひとつとして有名で、夏は非常に暑く、日中 高気温が 40℃を超える日が続く。冬は日

照時間が極端に少なくなるのが特徴で、東京の約半分程の日照時間となる。四川省の成都は年

平均が 17℃で、夏場は 高気温 30℃程度で湿度が高い。 

 
【教育】 

著名大学として、重慶では重慶大学、四川外語大学等があり、成都では成都大学、西南民族

大学等がある。日本人の学校ではないが補習授業校としては成都補習授業校がある。重慶市は

外国人向けの幼稚園や学校が限定されており、定員制限等で順番待ちも発生している。 

 
【医療】 

重慶市にはいくつかの大規模な総合病院がある（例えば日本語不可だが大病院としては重慶

医科大学附属第 1 医院及び第 2 医院）。重慶市の人口あたりの医師数や看護師数はいずれも中国

全体の平均を下回っており、医療従事者は相対的に不足している。四川省重慶市で日本語通訳

のいるクリニックとしては環境医生重慶診所がある。 
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【住居】 

重慶市では市内の渝中区や沙坪垻区等に駐在員が多い。例えば、沙坪垻区ではアパート 22 ㎡、

月家賃 1,088 人民元のものがある。 

 
【日本食】 

重慶市内では渝中区や渝北区や観音橋付近にもある。 

 
【金融】 

成都市には三菱 UFJ 銀行が、重慶市には三井住友銀行の支店がある。 

 

 
高層ビルが立ち並ぶ成都 
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 地域編⑥：西北地区（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） 

 

1．西北地区の地域概要 

帝国データバンクの「日本企業の中国進出動向（2020 年）」によると、西北地区（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）に新規進出する日系企業の業種別では「ソ

フトウエア」（9 社）、「電子機器部品」（9 社）、「金属工作・加工機械製造」（4 社）と続いている。

すでに進出している日系企業は約 80 社で「製造業」（35 社）、「卸売業」（19 社）、「サービス業」

（15 社）と続く。 

陝西省は金、モリブデン等の鉱物資源や、石炭、天然ガス等の資源に恵まれている。黄河や長

江等の水力にも恵まれているため、水力発電量も多い。 

甘粛省はクロム、亜鉛、バナジウム等の豊富な資源に恵まれており、交通・物流ハブとしての

地理的優位性がある。また、日照時間が長いため、太陽光発電にも優位性がある。 

青海省は天然ガス、鉛の埋蔵量が多い。黄河流域では豊富な水資源を利用した水力発電所や、

長い日照時間を利用した太陽光発電のため、電気、水、ガスのコストが安い。また、カシミヤの

原料であるカシミヤ山羊等の畜産業も盛んなため、紡績原料も豊富である。 

寧夏回族自治区はイスラム教の少数民族が多く人口の 3分の 1を占め、少数民族の割合も高い。

内陸部ではあるが、黄河の灌漑を利用して、クコ、ワイン用ブドウ、スイカ等の農業生産が行わ

れている。石炭やケイ素の資源があり、主に発電用に使われている。発電量の半分を華北、華東

に送電するための送電網が整備されている。 

新疆ウイグル自治区は石油・天然ガス等の資源に恵まれている。ロシア、モンゴル、カザフス

タン、キルギス、タジキスタン、アフガニスタン、パキスタン、インドの 8 つの国と国境を接し

ており、地理的な優位性がある。特に、中国と中央アジアとの貿易は新疆ウイグル自治区を介し

て行っているため、中継貿易地として重要な地位を確立している。 
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西安の城壁 

図表 30-1 西北地区 
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図表 30-2 西北地区に進出した場合のメリットと留意点 
メリット 留意点 

【蘭州経済技術開発区】 
「蘭州経済技術開発区」は大企業が誘致されてお

り、大学等 30 以上の教育機関・研究所があり、

多くの科学技術人材を擁する。航空宇宙産業、精

密加工、新エネルギー、新素材、旅行、非鉄金属

冶金、石炭工業等が主要産業となっている。労働

力が低廉であり、電気、ガス、水道もコストが安

い。 

 
沿岸地域と比較すると、物流コスト・輸送時間の

面では劣る。 

【青海省】 
青海省は人件費、電力、水、ガスのコストが安

い。「国家蘭州・西寧重点開発区域」では、新エ

ネルギー、水力発電、石油化学、非鉄金属、農・

畜産物加工、新素材、バイオ・医薬産業の発展を

目指している。 

 
市場規模が限定的で、沿岸部から遠いため物流面

で課題がある。国家級生体保護区があるため、環

境保護に注意が必要である。 

【新疆ウイグル自治区】 
新疆ウイグル自治区では人件費が安く、従業員の

定着率も良い。 

 
人口が相対的に少なく、広大な面積の中に都市が

点在しているため、市場開拓が行いにくい。ま

た、他の地域と相対的に経済格差が大きい。 

 

①インフラ・物流 

【道路】 

高速道路は蘭州市～西寧市、蘭州市～銀川市（寧夏回族自治区）等、5 路線が開通している。 

 
【空港】 

このエリアには、西安空港、威陽空港、蘭州中川空港、銀川河東空港、ウルムチ空港がある。

蘭州中川空港は蘭州市中心から北に 67km 離れているため、以前は市中心部から空港バスで 1～
2 時間程度かかっていたが、2015 年に完成した蘭州中川空港鉄道により、蘭州駅から 45 分・蘭

州西駅から 30 分程度で空港へアクセス可能となった。 

 
【電力】 

陝西省は黄河や長江等の水力にも恵まれているため、水力発電量も多い。 

 
【通信】 

都市部以外では通信インフラが整備されていない。 

 
【不動産】 

一般的に安価と言える。 
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【水】 

陝西省は黄河や長江等の水資源に恵まれている。 

 

②労働事情 

【人材】 

特に日系企業の集計データはない。 

 
【賃金】 

陝西省では 2019 年 5 月から 低賃金が 2 年ぶりに引き上げられたが、西安市では月額 1,800
人民元であり、この地域では も賃金が低い。 

同時期の北京市の 低賃金が 2,200 人民元、上海市は 2,480 人民元である。 

 

③生活環境 

【気候】 

陝西省の西安は、夏は 25℃から 30℃程度、冬は氷点下にまで下がり、大陸気候で乾燥してい

る。春先の黄砂の砂埃は多い。新疆のウルムチの夏は 20℃以上で湿度が低いが日差しは強く、

冬は－15℃程度まで気温が下がる。 

 
【教育】 

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、人口 10 万人あたりでは全

国 3 位である。著名大学としては陝西省西安の西安外国語大学、西北大学やウルムチの新疆大

学、新疆財経学院等がある。 

 
【医療】 

西安では人民医院や西安医科大学付属病院がある。 

ウルムチでは第三医院がある。 

 
【住居】 

西安市では曲江区や高新区に駐在員用のアパートが多い。例えば曲江区では 208m2 で 3 ベッ

ドルーム月家賃 3,500～5,000 人民元のものがある。 

 
【日本食】 

西安市では西安市内の東二環路内周辺にある。 
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【金融】 

現時点では日本の銀行の支店の設置は確認されていない。 
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付録 1 中国関連情報の入手先 

 

日本国際貿易振興機構（ジェトロ）の下記のホームページでは、進出先の地域別の動向分析や

データ等が無料で入手できる。 

https://www.jetro.go.jp/ 

 
ジェトロで毎年更新される「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査―中国編」は進出した

日系企業に対する詳細なアンケートを基に構成されたもので有用である。 

 
海外渡航に関係する窓口としては外務省の海外渡航のリンク先が充実している。海外先での安

全、ビザ、渡航先での医療事情等が紹介されている。 

 

国際協力銀行（JBIC）の下記のホームページでは、海外事業に実績のある日本の製造業企業の

海外事業展開の現況や課題、今後の展望を把握する目的で「わが国製造業企業の海外事業展開の

動向」に関するアンケート調査が入手できる。 

https://www.jbic.go.jp/ja/index.html 
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付録 2 日本国内での相談窓口 

 

1．国内投資相談・連絡先 

(1) 公的機関 （2021 年 2 月末現在） 

名称 所在地 電話／Fax ホームページ 

中華人民共和国 
駐日本国大使館 

〒106-0046 
東京都港区元麻布 
3-4-33 

Tel:03-3403-3388 http://www.china-
embassy.or.jp/ 

在大阪中華人民共和国 
総領事館 

〒550-0004 
大阪市西区靭本町 
3-9-2 

Tel:06-6445-9481 http://osaka.china-
consulate.org/ 

在名古屋中華人民共和国

総領事館 

〒461-0005 
名古屋市東区東桜 
2-8-37 

Tel:052-932-1098 
Fax:052-932-1169 

http://nagoya.china-
consulate.org/ 

在新潟中華人民共和国 
総領事館 

〒951-8104 
新潟県新潟市中央区 
西大畑町 5220-18 

Tel:025-228-8888 
Fax:025-228-8901 

http://niigata.china-
consulate.org/jpn/ 

在札幌中華人民共和国 
総領事館 

〒064-0913 
札幌市中央区南十三条西

23-5-1 

Tel:011-563-5563 
Fax:011-563-1818 

http://sapporo.china-
consulate.org/ 

在福岡中華人民共和国 
総領事館 

〒810-0065 
福岡市中央区地行浜 
1-3-3 

Tel:092-713-1121 
Fax:092-781-8906 

http://fukuoka.china-
consulate.org/ 

在長崎中華人民共和国 
総領事館 

〒852-8114 
長崎市橋口町 10-35 

Tel:095-849-3311 
Fax:095-849-3312 

http://nagasaki.china-
consulate.org/ 
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(2) 投資・輸出入関連情報 （2021 年 2 月末現在） 

名称 所在地 電話 ホームページ 

国際協力銀行 
〒100-8144 
東京都千代田区大手町 
1-4-1 

Tel:03-5218-3100 http://www.jbic.go.jp/ 

日本貿易振興機構 
（ジェトロ） 

〒107-6006 
東京都港区赤坂 1-12-32 
アーク森ビル 
（総合案内 6 階） 

Tel:03-3582-5511 http://www.jetro.go.jp/ 

日中経済協会 

〒106-0032 
東京都港区六本木１丁目

8-7 
MFPR 六本木麻布台ビル

6 階 

Tel:03-5545-3111 
 http://www.jc-web.or.jp/ 

日本国際貿易促進協会 

〒101-0047 
東京都千代田区内神田 
1-9-13  
柿沼ビル 4 階 

Tel:03-6740-8261 
 http://www.japit.or.jp/ 

日中投資促進機構 

〒106-0032 
東京都港区六本木１丁目

8-7 
MFPR 六本木麻布台ビル

6 階 

Tel:03-5545-3118 
 http://jcipo.org/ 
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付録 3 中国国内の相談窓口 

 

1．公的機関 

名称 所在地 電話／Fax ホームページ 

在中国日本国大使館 
〒100600 
北京市朝陽区亮馬橋東街

1 号 

Tel:+86-10-8531-9800 
Fax:+86-10-6532-7081 

http://www.cn.emb-
japan.go.jp/ 

在中国日本国大使館 
領事部 

〒100600 
北京市朝陽区亮馬橋東街

1 号 

Tel:+86-10-8531-9800 
Fax:+86-10-6532-7081 

http://www.cn.emb-
japan.go.jp/ 

在上海日本国総領事館 〒200336 
上海市万山路 8 号 

Tel:+86-21-5257-4766 
Fax:+86-21-6278-8988 

http://www.shanghai.cn.e
mb-japan.go.jp/ 

在瀋陽日本国総領事館 
〒110003 
瀋陽市和平区十四緯路 
50 号 

Tel:+86-24-2322-7490 
Fax:+86-24-2322-2394 

http://www.shenyang.cn.
emb-japan.go.jp/ 

在瀋陽日本国総領事館 
在大連領事事務所 

〒116011 
大連市西崗区中山路 
147 号 
森茂大廈 3 楼 

Tel:+86-411-8370-4077 
Fax:+86-411-8370-4066 

http://www.dalian.cn.emb
-japan.go.jp/ 

在広州日本国総領事館 
〒510064 
広州市環市東路 368 号 
花園大廈 808 室 

Tel:+86-20-8334-3009 
Fax:+86-20-8333-8972 

http://www.guangzhou.cn
.emb-japan.go.jp/ 

在重慶日本国総領事館 
〒400010 
重慶市渝中区鄒容路 68 号

大都会東方広場 37 楼 

Tel:+86-23-6373-3585 
Fax:+86-23-6373-3589 

http://www.chongqing.cn.
emb-
japan.go.jp/index_j.html 

在青島日本国総領事館 

〒266071 
山東省青島市香港中路 
59 号  
青島国際金融中心 45 楼 

Tel:+86-532-8090-0001 
Fax:+86-532-8090-0009

http://www.qingdao.cn.e
mb-japan.go.jp/ 
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