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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。 

 



 
中国の投資環境 

162 

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 

 

  


