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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。 

  


