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産業調査 

アパレル業界における中国経済の動向を踏まえた日本企業

の戦略 

中国は、テキスタイル及び衣料品の輸出額において世界でも突出した規模を誇り、日本にとっては長らく重

要な繊維品の生産拠点であった。しかし、中国経済の発展、すなわち賃金上昇により転換点を迎えており、

今後は「市場」として捉えることがより重要になる。とはいえ、日系アパレル企業の同国進出においては成功

事例が少ない。まずは海外でも通用する「垂直統合型ビジネスモデル」に支えられた「強固なブランド」の構

築と「失敗から学ぶ粘り強い取組み」が重要となろう。 

産業・地域政策 「中国製造 2025」の戦略構想と将来展望 ㊤ 

国内外から強い関心が寄せられていた「中国製造 2025」がこのほど公表された。この「中国版インダストリ

ー4.0」ともいわれる計画文書は、今後の 10 年から 30 年以上にわたって中国製造業の持続発展とグレード

アップを方向づけるロードマップとしての位置づけであり、重要な意義と影響力を持っている。本稿は、㊤と

㊦の 2 回に分けて「中国製造 2025」をフォーカスし、同戦略の主旨内容を紹介したうえ、目標実現のための

政策措置と可能性及び課題を検討するとともに、中国内外に与える政策影響と経済効果を展望する。 

中国アドバイザリーの現場から 中国コールドチェーン市場への参入 

中国の食品市場の規模は世界的にもトップクラスに位置する一方で、食の安全問題や小売・物流業の発展

等により、コールドチェーン市場の発展に注目が集まっている。本稿では、中国のコールドチェーンにおける

現状と今後を踏まえ、日本企業の事業展開の可能性について検討する。 

中国戦略 中国都市化の未来像 

中国では「国家新型都市化計画」によって都市化への取組みが進められているが、都市化のための資金調

達は地方政府にとって非常に重要なテーマとなっている。中央政府は、地方債市場の拡大、地方政府の税

収権限の拡大、PPP の活用などの政策を発表し、地方政府の資金調達手段の多様化を図っている。本稿

では、中国の都市化新時代を支える新しい資金メカニズムについて解説する。 

法務 
知的財産権の濫用による競争の排除・制限行為の禁止に関

する規定について 

2015 年 4 月 7 日、中国国家工商行政管理総局は、「知的財産権の濫用による競争の排除・制限行為の禁

止に関する規定」を公布した。本規定は、知的財産権の行使に関連する初めての独禁法関連法令であり、

知的財産権の濫用により独占行為を構成する場合の要件を明確化している。本稿では、本規定について重

要なポイントの解説を交えながら紹介する。 

税務会計 国外関連者への支払費用（その 2） 

前月号に引き続いて、中国の税務文献と国連提出文書、OECD の BEPS 討論稿を対照して、国外関連者に

支払うサービス費用について解説する。費用性が否認されるサービス費用には、親会社の株主活動費用、

親子会社の重複する活動費用、偶発的または受動的にベネフィットを受けている場合の活動費用、対価が

別途補償されている活動費用がある。 

人事労務 中国の M＆Aにおけるリストラ対策 

世界のマーケットに変貌を遂げつつある中国で増加しているM＆Aに伴い、人員整理が必要となる機会も増

加している。本稿では、中国におけるリストラにかかわる法的整備の現状を紹介し、企業がリストラを検討す

るにあたって注意すべき事項などを具体的に提示している。 
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アパレル業界における中国経済の 

動向を踏まえた日本企業の戦略 
 

 

 

 中国は、テキスタイルおよび衣料品の輸出額において、世界の中でも突出した規模を誇る世

界の繊維品供給工場である（【図表 1、2】）。かかる不動の地位は、潤沢な労働力や、綿花、ウー

ル、カシミヤ、シルク等のあらゆる素材が国内で調達できる素材背景、繊維品の輸出に係る免

税等の政府の輸出促進策などの好条件が揃うことに加え、隣国たる日本が長らく世界第 2 位の

アパレル市場規模を誇る供給先として存在してきたことも大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 我が国の繊維品輸入金額推移をみると、1990 年には 25.8％に留まっていた中国からの輸入金

額がピーク時の 2009 年には 78.4％にまで達し、およそ 20 年の間に生産国としての中国の存在

感が飛躍的に高まったことを示している（【図表 3】）。デフレ環境下でより安価な生産コストを

求め、生産拠点が日本国内から韓国、そして中国へと移った過程で、繊維商社をはじめとする

日系アパレル関連企業の弛まざる技術指導により、中国のとりわけ沿岸部の工場は技術力を飛

躍的に高めてきた経緯がある。 

 しかし、こうした生産国としての側面は、中国経済の発展、すなわち賃金上昇（【図表 4】）に

より転換点を迎えており、我が国繊維業界では生産の一部をより人件費の安いアセアン諸国へ

シフトさせるチャイナプラスワンの動きが進展するとともに、中国からの繊維品輸入割合は減

少に転じている（【図表 3】）。アセアン諸国での生産は、①輸送コストの増加、②企画・生産期

間の長期化、③素材調達上の制約、④技術力の未発達、⑤小ロット生産の対応不能、といった

諸制約やネックはあるものの、例えばベトナムでは人件費が中国の約 3分の 1、バングラデシュ

では約 5 分の 1 程度であるなど、製造コストの魅力から、ベーシックな商品を中心にシェアを

高める傾向にある。中国生産は、デザイン性やトレンド反映のため短納期や技術力が求められ

るヤングレディース分野を中心に依然として強みを持つものの、「生産国」としての姿は変容し

つつある。 
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【図表 1】 世界のテキスタイル輸出額上位 15 カ国 【図表 2】 世界の衣料品輸出額上位 15 カ国 

(出所)【図表 1、2】とも、WTO データよりみずほ銀行産業調査部作成 

（注)【図表 1、2】とも、2013 年データ。衣料品輸出額では日本は 59 位となっている。 
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 一方、2013 年の中国アパレル小売市場は約 1.3 兆元となっており、アメリカに次ぐ世界第 2位

の規模となっている（【図表 5】）。マクロ経済の調整局面に入ったことで、成長スピードに減速感

は見られるものの、持続的な成長が見込める有望市場である。一方で、日本に目を転じると、衣

料品専門店小売市場は 1991 年から 2014 年にかけて 2 割強減少しており、中長期的には更に減少

していく見通しである。所謂チャイナリスクへの懸念から中国市場を回避しアセアン市場を目指

す動きもあるが、マーケットの大きさや成長性を鑑みれば、中国市場は看過できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、「生産国」および「消費地」としての中国の在り様が変容してきている中、日系

アパレル企業は中国をどのように位置づけ対応していくべきであろうか。 

 形成されつつある市場のポテンシャルを考えれば、隣国の発展を生産コストの上昇というリ

スク要因としてのみならず、チャンスと捉え、この市場の攻略に知恵を絞ることが重要だろう。

世界 大級の生産体制を誇る香港の繊維商社、利豊（Li & Fung）は、第十二次五カ年計画に謳

われる年率 13％の 低賃金上昇、すなわち 5年間で 8割の賃上げに言及し、「中国は輸出主導型

経済から内需主導型経済へと、30 年前の改革・開放政策以来の構造的な大転換を迎えている」
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【図表 3】 日本の衣料品輸入金額推移 【図表 4】 中国の平均賃金推移 

（出所）財務省「貿易統計」よりみずほ銀行産業調査部作成    （出所）中国国家統計局データよりみずほ銀行産業調査

【図表 5】 中国アパレル市場規模推移 

（出所）Euromonitor International, Apparel in China よりみずほ銀行産業調査部作成 
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として、中国やアセアンを販路と捉える体制を強化している。中国の生産コスト上昇への対策

としてチャイナプラスワンの動きを加速させても、シフト先であるアセアン諸国においても同

様に賃金上昇が進んでいる。現行ペースが続けば 5～15 年以内に現在の中国と同等の賃金水準

に達するものと見込まれる中では、より安価な生産コストを求めての生産地シフトだけでは抜

本的な解決にはなりづらいだろう。新興国の発展をコスト面から捉えるだけでなく、売上に反

映させていく仕組みの構築が早晩必要になると考えられる。 

 しかしながら、日系アパレル企業の海外展開における成功事例は限定的である。成功しづら

い理由としては、現地商習慣・マーケット特性の理解不足、ブランド力不足、国内外価格差の

存在等が挙げられよう。一方、ファーストリテイリング、良品計画、ハニーズといった中国展

開成功企業に専ら共通しているのは、日本市場で支持を集める「垂直統合型ビジネスモデル」

に支えられた「強固なブランド」と、「中国をはじめとする海外マーケット進出にあたっての粘

り強さ」であろう。 

 現地マーケットの情報不足は、地場ビジネスに精通した現地パートナーとの提携や経験の蓄

積により補うことができるが、その際に問われるのがブランド力や商品力である。中国アパレ

ル市場は、海外ブランドを主とする高級ブランドと、海外 SPA 企業や地場企業による中～低価

格帯のブランドで構成されている。日系企業が専ら参入対象とする後者は、現地の嗜好にあわ

せた商品や欧米のトレンドファッションが充実し、すでに競争環境の厳しい市場である。日本

の市場で支持され勝ち残るブランドでなければ、競争条件がより不利である海外市場で勝るこ

とは難しい。 

 折しも国内市場においては、拡散しすぎたブランドの改廃・集約や、企画・生産工程への関

与を深めることによる基幹ブランド強化の動きが広がりつつある。こうした動きは、国内での

競争力を高めるだけでなく、海外展開の上でも重要な布石になるものと期待される。 

 また、マスマーケットを対象に成功しているグローバルアパレル企業の多くは、垂直統合型

ビジネスモデルによりリスクを取りながらも柔軟な商品開発や在庫コントロール、そして競争

力のある価格を実現している SPA 企業である。一方で、多くの日系アパレル企業においては、

1980～1990 年代以降、商品企画と販売の両方を手掛ける SPA 型ビジネスモデルが広がってきた

ものの、自社で賄いきれないノウハウやリスクについては商社等の外部リソースへ依存する度

合いを高めてきたため、相対的に商品開発力やサプライチェーン全体をコントロールする力が

弱く、収益性が低い現状がある。 

 これを踏まえれば、無闇に進出を急ぐよりは、垂直統合の度合いを高めることで競争力ある

ビジネスモデルを構築することが優先されると言えよう。 

 なお、垂直統合の度合いを高める過程では、規模だけでなく質の面でも優れた「生産拠点」

として発展を遂げた中国を産地として活用することも考えられるのではないだろうか。中国の

沿岸部には、日系商社やアパレルメーカーが 20 年にわたり技術指導を続け、技術蓄積してきた

工場が集積しており、日本語でもビジネスがしやすい環境にある。また欧米からも受注するこ

とで世界のファッショントレンドとの接点も有し、提案力も向上しつつある。中国生産のコス

ト上昇は技術力・提案力向上の副産物ともいえ、垂直統合の過程でそのような生産地の活用を

探るのも一案だろう。 

 後に、海外展開にあたっては失敗せずして成功を掴んだ企業はいないことを念頭におくべ

きであろう。海外展開での成功のためには、本腰を据えてある程度中長期的に取り組む必要が
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ある。中国で約 300店舗を展開し中国事業を稼ぎ頭へと変貌させたファーストリテイリングも、

黒字化までには 3 年の模索期間を経ているし、中国で約 130 店舗を展開し 5 期連続で増収増益

を続ける良品計画の海外事業での成功は、11 年間の赤字期間を経て掴み取ったものである。日

系企業に限らず、Inditex や H＆M といったグローバル企業であっても、エリアによっては苦戦

を強いられたケースもある。進出初期段階では、初期投資負担や取扱量が少ないことによる割

高なコスト、現地商習慣やマーケット特性に関する情報不足等により、一般的に早期の黒字化

が難しい。しかし、失敗から学び続ける姿勢が後々の成功につながったケースも多く、そうし

た先例から学ぶことは大きいだろう。 

 

以 上 
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「中国製造2025」の戦略構想と将来展望 ㊤ 
―中国版インダストリー4.0 の可能性と課題― 

  

 

1．はじめに（「中国製造 2025」の作成背景と目的） 

5 月 19 日、中国製造業の持続発展とグレードアップ

を目指す「中国製造 2025」（ロードマップ）が国務院

通達の形で公布された。この「中国版インダストリー

4.0」とも言われる発展戦略の作成は 2年前から準備さ

れており、その間も各方面から関心が寄せられていた

が、その詳細内容と計画目標などが明らかになり、中国

内外のマスコミ報道と産業界などの論議を呼んでいる。 

 中国工業の発展は改革開放後の 30 年以上にわたっ

て中国経済の高成長を支えてきたが、｢新常態｣を迎え

る現在も中国経済の安定成長と雇用吸収にとって依然

その地位を失っていない。世界主要国の製造業の GDP

に占める割合や、就業人口に占める製造業の比重を見

ても、中国は も高く（表 1）、中国都市部雇用に占

める製造業の時系列データでも 2013 年には初めて

5000 万人以上を雇用し、そのシェアも過去 高の

29％となっている（図 1）。 

 これまでにも中国では「10 大産業調整振興計画」

（2009 年初）や「7 大戦略的新興産業の発展戦略」

（2010 年 10 月）など多くの産業発展計画が制定さ

れてきた 1。にもかかわらず「中国製造 2025」がい

ま公布された背景は、近年ドイツによる「インダス

トリー4.0」（図 2）2の取り組みが主要製造国にも波

及していることに対する危機感や競争意

識があると言える。2011 年以降、ドイツ

では IoT（モノのインターネット）を活

用した製造業振興策として「インダスト

リー4.0」が推進され、企業や工場の内部

が「つながる」ことで、市場ニーズに応

じて柔軟な生産を行うスマート工場を作り、さらに企業間の壁を越えてつながることで、国内製

造業の全体 適化が目指されている。米国では、GE 社を中心に「インダストリアル・インターネ

ット」が推進され、航空機エンジン等の製造物に取り付けたセンサーから稼働状況データを取得

                                                  
1邵永裕『中国の都市化と工業化に関する研究:資源環境制約下の歴史的･空間的展開』多賀出版、2012 年。 
2 インダストリー4.0（Industrie4.0）とは、第 4 次産業革命の意味であるが、第 1 次革命は 18 世紀の蒸気機関による機械的な

生産設備の導入、第 2次産業革命は 19 世紀後半の電気による大量生産、第 3次以降は専門家によって意見が分かれるが、ドイ

ツ政府の見解によると、70 年代のコンピュータによる生産の制御が第 3 次産業革命と見なされ、そして現在は第 4 次産業革命

の始まりに位置するとされる。独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター海外動向ユニット「主要国における次世代

製造技術の研究開発に係る政策動向」2015 年 3月。 

みずほ銀行 

中国営業推進部 

研究員 邵 永裕 Ph.D. 
yongyu.shao@mizuho-bk.co.jp 

図2　インダストリー4.0（第4次産業革命）とは

資料）経済産業省ほか『平成26年度ものづくり基盤技術の振興施策（概要）』（平成27年6月）より加筆・引用。

第1次産業革命

　　　蒸気機関に
よる自動化

（18世紀後半）

第2次産業革命

　　　電力の活用に
よる自動化

（20世紀初頭）

第3次産業革命

　　　コンピュータに
よる自動化

（1980年代以降）

　第4次産業革命
　　　　サイバー・フィジカル・

システム（IoT）
による自律化

（現在進行中）

図1　中国都市部雇用に占める製造業の比率
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資料）『中国統計年鑑(2014)』
より作成。シェアは計算値。

2003年 2013年 2005年 2012年

中国 32.5% 29.9% 27.9% 28.0%

米国 13.3% 12.1% 10.1% 10.3%

英国 12.8% 9.7% 9.9% 9.8%

ドイツ 22.1% 22.2% 20.0% 19.8%

フランス 14.2% 11.3% 13.1% 12.8%

日本 19.5% 18.8% 18.0% 16.9%

韓国 26.7% 31.1% 16.9% 16.6%

製造業R&D投
資水準

輸出製品リコール
通知指数

中国 1.60 0.285

米国 2.85 0.043

英国 1.84 0.072

ドイツ 2.87 0.038

フランス 2.24 0.052

日本 3.48 0.023

韓国 3.45 0.027

就業者数に占める製造業比率GDPに占める製造業比率

表1　主要国の製造業地位と技術関連指標の比較
[Ⅰ]　主要製造国経済に占める製造業の比重

0.18
資料）[Ⅰ]は日本経済産業省など「2015年版ものづくり白書」（概要編）より、［Ⅱ］
は中国工業情報化部WEBサイト掲載「中国製造2025」解説資料より作成。

[Ⅱ]　主要製造国の製造技術関連指標比較（2012年）

0.11

製造業エネルギー
消費原単位

0.26

0.16

0.11

0.13

0.09

指標・年

国 名

指 標
国 名
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し、機器運用の効率化や予知保全に活用するほか、データ分析アプリケーションの外販により、

それを導入した他社製機器のデータも取得、世界中のデータを集め、ビジネスモデルが高度化さ

れる可能性も視野に入れられている 3。製造業の地位が相対的に低下してきた英国やフランス（表

1 のⅠ参照）などでも IT を活用した製造業の復権（再工業化）の動きが活発化し、韓国なども積

極的な製造業振興政策を出している。日本では、世界一のロボット大国であることを強みに、IoT

時代のロボットで世界をリードしロボット革命を実現していくことが打ち出されている。これら

を受けて世界の潮流に遅れないためにも、また中国製造業の 3 大課題（①イノベーション能力が

弱い。②核心技術が弱く、汎用技術が不足。③資源消耗型で環境汚染が大きい。表 1 のⅡ）の解

決のためにも、2年前から中国工程院、科学院の 50 名の院士と各界の 100 名に及ぶ専門家の参加

によって今後の中国製造業発展のロードマップとなる「中国製造 2025」の作成が実施され、この

ほど国務院の承認を経て公布された。   

 
2．「中国製造 2025」の目標とビジョン設定の根拠 

 「中国製造 2025」（製造強国戦略実施に向けた

「中国 初の 10 カ年行動綱領」とも呼ばれる）

は、製造業の持続発展とグレードアップを図る

政府文書として作成・公布されたが、「計画」や

「戦略」などの表現を使わず、至極シンプルな

呼称となっているのも「インダストリー4.0」を

強く意識したものと受け止められる。それ以上

に、予期の発展目標や未来へのビジョン設定に

おいても世界の先進工業国を「追いつき・追い

越せ」の対象にしていることが特筆に値する。 

 表 2 は「中国製造 2025」に掲げられたタイム

テーブルであるが、2013 年を確定値とし、2015

年を起点に2025年までの指標設定がなされてい

る。また本文では、中国が「製造強国」になる

ための「3 ステップ」を打ち出している。第 1

ステップは2025年までに製造強国の仲間入りし、

第 2ステップは 2035年までに中国の製造業全体

を世界の製造強国陣営の中等レベルに到達させ、

第 3ステップは中華人民共和国建国 100年（2049

年）までに製造大国としての地位を固め、総合

力で世界の製造強国のトップクラスに立つとの

目標が設定され（図 3）、かなり遠大なビジョン

を持った青写真だと言える。 

 「中国製造 2025」で特に目を引くのが「世界

の製造強国」になるという表現である。これこ

                                                  
3 経済産業省、厚生労働省、文部科学省「2015 年版ものづくり白書」2015 年 6月など。 

 2045年

2035年

2025年

2015年

図3　中国の3段階による製造強国入りの戦略のイメージ

資料）中国工業情報化部WEBサイト掲載解説資料より作成。

　製造業規模世界一
　製造業大国に成長

格差縮小、重点突破
により製造強国入りへ

地位を固め順位を上
げ、製造強国の中位へ

イノベーションを先導
に躍進を果たし、製
造強国の第一グ
ループへ躍り出る

　　　　　【第1段階】
　　＜2015～2025年＞
・2025年までに、総合指数を
ドイツ、日本の工業化達成時
の製造強国のレベルに近づ
け、基本的に工業化を実現
し、中国製造業が製造強国
へ仲間入りし、世界製造業強
国の第2陣に伍する。

　　　　　【第2段階】
　　＜2025～2035年＞
・2035年までに、総合指数を
製造強国の第2陣上位国の
レベルに引き上げ、名実とも
に世界の製造強国の地位を
固めるようにする。

　　　　　【第3段階】
　　＜2035～2045年＞
2045年ないし建国100周年の
2049年までに総合指数を製
造強国第2陣をやや上回る水
準に上げ、世界製造業強国
第1陣への仲間入りを果た
し、世界をリードする影響力
ある製造強国になる。

区分 指　　標 2013年 2015年 2020年 2025年

規模以上製造業企業の売
上高に占めるR&D投資比
率（％）

0.88 0.95 1.26 1.68

規模以上製造業企業の1
億元売上高の発明特許取

得件数
1
（件）

0.36 0.44 0.7 1.1

製造業品質競争力指数
2 83.1 83.5 84.5 85.5

製造業付加価値増加率 - -
2015年より2
ポイントアッ
プ

2015年より4
ポイントアッ
プ

製造業全体労働生産性
（TFP）増加率（%）

- -

7.5前後
（“13･5”期
の年平均増
加率）

6.5前後
（“14.・5”期
の年平均増
加率）

ブロードバンド普及率
3
（%） 37 50 70 82

デジタル化のR&D、設計工

具(CAD/CAM)普及率
4
（%）

52 58 72 84

主要工程のNC導入比率
5

（%）
27 33 50 64

規模以上工業企業の工業
付加価値エネルギー消費
量の削減幅

- -
2015年より
18%削減

2015年より
34％削減

単位当りの工業付加価値
二酸化炭素排出量の削減
幅

- -
2015年より
22%削減

2015年より
40%%削減

単位当りの工業付加価値
水使用量削減幅

- -
2015年より
23%削減

2015年より
41％削減

工業固形廃棄物の総合利
用率（%）

62 65 73 79

イノベーショ
ン能力

品質と効果

工業化・情
報化の融合

水準

グリーン
発展

表2　中国製造業2020年・2025年における発展計画指標

資料）国務院WEBサイト公表「中国製造2025」より作成。
注）1は規模以上製造業企業の売上高1億元当たりの発明特許取得件数。2の製造業品質競争係数は
中国製造業の品質総合水準を反映する経済的技術的指標であり、品質レベルと発展能力に関する12項
目の指標によって算出される。3のブロードバンド普及率は固定式ブロードバンドの世帯普及率で代用す
る。４のCAD/CAMの普及率は規模以上企業（3万社サンプル企業。以下も同様）を対象とする。5は主要
工程のNC化比率は規模以上企業の主要工程のNC化比率の平均値を指す。
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そ中国の長年の悲願であり、目指すべき目

標である。これが実現できれば、中国政府が

掲げる目標である、かつて世界文明に大きく

寄与した中華民族の復興を果たし、現状の

「世界の工場」「製造大国」を脱し一流の技

術大国への転身も可能と考えられる。 

 戦略指標策定の根拠や方法について、中

国機械工業連合会専門家委員会名誉委員

長の朱森第氏によると、中国工程院などに

よる重大諮問プロジェクト「製造強国戦略

研究」では、世界の主要製造国の強弱の評

価にあたって特別の指標体系が設計され

た。この指標体系は 4 項目の 1 級指標と 18

項目の 2級指標から成り、１級指標には「大

規模発展」「品質・効率」「構造 適化」「持

続発展能力」が設けられた。2級指標のデー

タは世界銀行などから収集され、それぞれ

の国の製造国としての強さが「製造業総合

指数」という数値で算出、評価された。そ

れによるとトップは米国で、日本がこれに

続き、ドイツは 3 位、中国は 4 位になって

いる（図 4）。当然ながら中国は2013 年現在

の発展水準（製造業総合指数は 2010 年の

74.76 より 80.0 台に上昇）に甘んじず、「中

国製造 2025」実施により 2020 年には製造業総合指数を 94.86 に引き上げ、その後も 100 以上のレ

ベルに向上し（図 5）、世界をリードする製造強国になることを強く目指している。 

 

3．「中国製造 2025」の強調点と重点推進産業 

 上述のように、「中国製造 2025」は過去の中国政府による産業計画と異なり、国際競争や先進

製造国を強く意識して作成されたものである。冒頭に「製造業は国民経済の主体であり、立国の

本・興国の器・強国の基である」という文言があり、「18 世紀半ば以降の工業文明開始以来にわ

たる世界強国の興亡史と中華民族の奮闘史が再三に証明したように、強力な製造業がなければ国

家と民族の強盛もあり得ない」と続き、製造業発展の重要性と戦略制定の意義が示されている。 

 「中国製造 2025」では、特に工業化と情報化の結合、IT 技術と製造業の融合促進をはじめ、工

業基礎能力の強化、品質とブランドの強化、環境に配慮したものづくりの推進、製造業の構造調

整、サービス型製造業と生産性サービス業の発展、製造業の国際化水準の向上などが強調されて

いる。また製造業の発展において「4つの原則」、すなわち「市場による主導、政府による誘導」、

「現在に軸足を置き、遠い未来を見据える」、「全面的な推進、重点部分の飛躍」、「自主発展、協

力・ウィンウィン」を提起し、また「5つの方針」、すなわち「イノベーションによる駆動」、「品

質優先」、「グリーン発展」、「構造の 適化」、「人材が中心」を打ち出し、中国製造業の主要な問

図5　1970～2050年中国製造業総合指数の推移（予想含む）

工業化初期 工業化中期

工業化
中後期

　　　　工業化後期～
　　　　ポスト工業化期

資料）図4に同じく、中国工業
情報化部掲載資料より引用。
2014年以降は予想値。総合指
数は図4の注をご参照。

　　　　図4　1946～2012年主要国製造業の総合指数の推移

米国

日本

ドイツ

英国

インド
フランス

韓国

ブラジル

中国

資料）中国工業情報化部WEBサイト掲載「中国製造2025」解説資料
より引用。注）総合指数の算出は中国工程院“製造強国戦略研究”
課題グループの独自の製造業評価システムの指標設定（4項目の
１級指標と18項目の2級指標）に基づいて算出されるものである。
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題点を強く意識し、その改善を

喚起している。 

 その上で、今後推進しようと

する事業は 5 方面に分けて言及

している。①製造業創業センタ

ー建設事業、②知能製造事業、

③製造業の基盤強化を目指した

工業基盤強化事業、④グリーン

製造事業、⑤ハイエンド設備創

発双発事業で、具体的内容は表3

に示す通りとなっており、多く

は先進国で重視される分野と基

本的に一致している。 

 加えてより具体的に、表 4 に

みる 10 大産業（①次世代情報

技術（IT）、②高機能 NC 工作

機械とロボット、③航空宇宙

設備、④海洋エンジニアリン

グ設備とハイテク船舶、⑤先

端鉄道交通設備、⑥省エネ・

新エネ自動車、⑦電力設備、

⑧農業設備、⑨新素材、⑩バ

イオ医薬と高性能医療機器）

の発展推進を提起している。

これら 10 大産業の細目には

現代の先進的製造業がほぼ全

て含まれ、2010 年の「戦略的

新興産業」（7業種。農業機械、

海洋エンジニアリングなどは

なかった）を超え広範な分野

にわたる。「次世代情報技術

（IT）」を 1 位（「戦略的新興

産業」では 2 位）に据え IT

を重視する意識がうかがえる

ほか、農業機械の開発重視も

示されている。中国も高齢化・少子化による労働人口の減少問題に直面し、「製造強国への転換」

にはインターネットと製造業などとの融合である「インターネット＋X」がカギとなる。今後、産

業構造転換や経済構造改善を進める上でもこれがキーワードとなり、先進国との産業競争や経済

協力の上でも重要な視点や方向性となるであろう。 

                                 （次号へつづく）

資料）中国国務院公布（2015.5.19）「中国製造2025」より抜粋・作成。

【５】ハイエンド設備創発事業

【４】グリーン製造事業

【３】工業基盤強化事業

表3　「中国製造2025」における重点実施の5大方面の事業

【２】知能製造事業

【1】製造業創発センター建設事業
➢重点業界の構造転換・グレードアップと次世代IT、知能製造、3Dプリンター、新素材、バイオ医薬などの分野の新領
域の創新発展による共同需要を中心に、一群の製造業創発センター（工業技術研究基地）を建設し、重点的に業界関
連の基礎的および共同的なコア技術の研究開発を実施し、研究成果の産業化や人材育成などの事業を展開する。
➢製造業創発センターの選定、考課、管理の基準とプログラムの制定と整備を行う。

➢重点製造業分野の主要セクションを中心に、次世代ITと設備製造との融合による集成創新と事業応用を展開する。
➢産学官連携による難関突破を支援し、知能製品と自主制御可能な知能設備の開発と産業化を実現する。
➢優秀企業に依拠し、重要工程の知能化、重要職場のロボット代替、生産過程の知能化制御、サプライチェーンの 適化を
進め、重点分野の知能工場やデジタル職場を創出する。
➢基礎条件がよく、需要が大きい地域や業界、企業で工程製造、分散製造、知能設備と製品等のパイロット利用を行う。

➢パイロット応用を展開し、奨励とリスク補償体制を構築し、コアの基礎部品（コンポーネント）や先端的基礎工法、重
要な基礎材料の基本工法の初回または領域横断の応用を支援する。
➢重点事業の突破をうまく運営し、重点工事と重点設備の重要技術と製品の緊急需要に応じて、優秀企業による産学
官連携の研究開発を推進し、中核基礎材料、中核基礎部品の工程化、応用化のボトルネックを克服する。

➢伝統的製造業の効率向上やクリーン生産、節水・汚染退治、リサイクル関連の技術改良を進め、省エネ、環境保
全、資源総合利用、再製造、低炭素関連技術の産業化パイロット事業を実施する。
➢重点地域、流域、業界のクリーン生産のレベルアップ計画と、大気、水、土壌汚染防除などの専門事業を実施する。

➢大型機、航空機エンジン、内燃タービン、知能・グリーン列車、省エネ・新エネ自動車、海洋エンジニアリング設備、
ハイテク船舶、スマートグリッド設備、ハイエンドNC工作機械、原子力発電・ハイエンド診療設備などの創発・産業化の
専門事業を実施する。
➢象徴性と波及性の強い重点製品と重要設備の開発、自主的設計水準やシステム集成能力の向上、汎用の中核技
術と工程化、産業化の難関克服、応用パイロット事業の展開と革新能力と国際競争力の向上を図る。

【10】バイオ医薬及び高性能医療機械

【９】新素材

【４】海洋エンジニアリング設備及びハイテク船舶

【５】先端鉄道交通設備

表4　「中国製造2025」における重点推進10大産業
【1】次世代情報技術(IT)

【２】高機能NC工作機械とロボット

【３】航空宇宙設備

【６】省エネ・新エネ自動車

資料）中国国務院公布（2015.5.19）「中国製造2025」より抜粋・作成。

【７】電力設備

【８】農業設備

【集積回路（IC）及び専用設備】➢IC設計のレベルアップへの注力、知的財産権（IP）コアと設計設備の充実、中核汎用チップ
技術のブレークスルーの実現、国産チップの応用性と互換性や高密度チップパッケージ及び3Dマイクロパッケージの技術の
レベルアップ。　【情報通信設備】➢新型計算、高速接続、先端ストレージ、体系化セキュリティーの中核技術や5G等の技術
の全面的獲得。【オペレーションシステムと工業用ソフト】➢セキュリティー分野のオペレーションシステムなどの工業用基本
ソフトの開発。

【高機能NC工作機械】➢センサーハイレベルマザーマシン及び基本製造設備及びインテグレーション製造システムなどの
開発。【ロボット】➢自動車、機械、電子、危険物製造、国防軍需、化工、軽工業関連のロボットや健康医療、家庭サービ
ス、教育、レジャー関連のロボット需要に応じ、ロボット新製品の開発とロボット生産の標準化、モジュール化の促進とロボッ
ト利用の拡大。

【航空設備】➢大型機の研究開発の加速、ワイドボディー旅客機研究開発の適時着手、国際提携による重型ヘリの開発奨
励、幹線・支線機、ヘリ、無人機などの産業化の推進。【宇宙設備】➢次世代運搬ロケット、重量運搬器の開発推進、宇宙
空間への航行能力向上。
・

➢深海探索や海洋資源の開発利用、海上作業のための保障設備及び重要システムと専門設備の開発製造の推進。
➢深海スペースステーションや大型フロート式構造物の開発と工程生産の推進、海洋開発設備の総合能力の形成、海洋
資源の開発能力の向上、豪華客船の建造技術の獲得、LNG汽船などのハイテク船舶の国際競争力の向上。

➢新素材、新技術、新工法の応用の加速、システムのセキュリティ、省エネ・環境保全、デジタル化・知能化ネットワーク関
連の技術の獲得重視、先進的、安全的、適正製品や軽量化、モジュール化、系列化製品の開発。
➢次世代のグリーン・知能、高速で高積載量の軌道交通設備システムの開発、総合的なソリューションの提供、世界的に先
進的な現代鉄道交通システムの構築。

➢電動自動車、燃料電池自動車の発展推進の継続、低炭素、情報化、知能化などのコア技術の獲得、動力電池、駆動モー
ター、高機能内燃機関、先端的変速機、軽量化素材、知能制御などのコア技術の工程化と産業化能力の向上。
➢部品から完成車までの完全な工業体系と開発体制の構築、自主ブランドの省エネ・新エネ車の国際水準への到達。

➢食糧、綿花、オイル、砂糖などの大口食料と戦略的経済作物の育種、耕作、栽培、管理、収穫、貯蔵などの主要生産過程
用の先端的農業機械の重点的推進
➢大型トラクター及び複式農作業機具、大型の高機能コンバインなどのハイエンド農業設備と重要部品の開発加速。

➢特殊金属機能材料や高機能構造材料、機能性高分子材料、特殊無機非金属材料及び先端的複合材料の重点的推進、
先端溶錬、凝固成形、気相沈積、3D加工、高機能合成新材料設備などのコア技術と設備の開発の加速、基礎研究と体制
整備の強化、産業化のボトルネックの克服。
➢軍民共用の特殊新素材の開発と融合発展の推進、超電導材料、ナノ材料、 グラフェン 、生物機能材料などのフロンティ
ア材料の開発推進。

➢重大疾病に対処する化学薬品、漢方薬品、バイオテクノロジー新薬品の開発推進、新メカニズム、新ターゲット化学薬
品、抗生物質、抗体薬物複合体、新型ワクチン、優良な漢方新薬及びユニークな治療新薬などの重点開発。
➢医療器械の開発能力と産業化水準の向上、映像設備、医療ロボット等の高機能診療設備の開発推進。

➢大型・高機能のクリーン型石炭発電ユニットの産業化と応用パイロット事業の推進、超大容量の水力発電ユニット、原子
力発電ユニット、重型内燃タービンの製造能力の向上。
➢新エネと再生可能エネ設備、先端的エネルギー貯蔵装置、スマートグリッド用送変電設備、ユーザ末端の電力設備の発
展推進。・高出力の電力電子部品、高温超電導材料等の中核器材・材料の製造と応用技術の獲得と産業化能力の構築。
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中国コールドチェーン市場への参入 

～日本企業の事業展開の可能性について～ 

 

 

 

1. はじめに 

13 億人の消費者を抱える中国食品市場の規模は世界的にもトップクラスに位置する一方で、

コールドチェーンの普及が先進国対比劣後しており、食品の損失率も依然高水準であることが

中国で問題視されている。 

かかる状況下、中国における都市化の進展、重要視される食の安全、小売・物流業の発展等

により中国コールドチェーン市場の今後の更なる発展に注目が集まっている。 

中国で物流事業を展開する日本企業は既に多数存在しているが、本稿では中国のコールドチ

ェーンにおける市場動向、現状の課題、今後の発展性を踏まえ、日本企業における同分野での

事業展開の可能性につき検討していきたい。 

 

2．中国コールドチェーン市場規模 

コールドチェーンを必要とする食品の市場規模は

2013 年時点で 3.25 兆元規模に達し、前年比 10％超

の成長率を維持している。同市場は今後も安定的に

成長することが見込まれ、2015 年には 4.3 兆元に至

る見通し。2013 年時点の金額ベースによる食品コー

ルドチェーンの内訳は図表 1 の通りであり、野菜・

水産物で 75％以上を占める。 

2013 年全国コールドチェーンの市場需要は 9,200

万トン、増加率も 20％という市場であり、今後ます

ますの発展が予測されるが、中国の同市場の整備状

況は世界的に見ても遅れており迅速な整備強化が求

められている。 

 

3．中国コールドチェーンの現状 

（1）発展途上のコールドチェーン 

中国では農産物の流通過程における損失問題が長期にわたり深刻化している（図表 2）。中国

におけるコールドチェーンの利用率は政府統計によると、以下図表 3の通り 2009 年時点で青果、

肉類、水産物が各々5％、15％、23％という水準であり、コールドチェーン流通利用率が 90％前

後である先進国との格差は依然大きく、政府は関連政策を相次いで打ち出している。 も重要

な政策となっているのは 2010 年に公布された『農産物コールドチェーン物流発展計画』（以下、

『計画』）であり、コールドチェーンの普及を促進している。 

 

 

 

みずほ銀行 

中国営業推進部 

馬橋 文 ・ 李 静梅 

野菜
45%

水産物
30%

肉・加工品
13%

果物・加工品
4%

輸入食品
3%

乳製品
2%

冷凍食品
2% 冷蔵飲料

1%

出所：中国物流発展報告 2013-2014 コールドチェーン

【図表 1】2013 年食品コールドチェーン内訳
（金額ベース）
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（2）インフラ整備における課題 

①車両 

中国の場合、売上が 1 億元を超えるコールドチェーン企業は十数社という状況であり、地場

の大手コールドチェーン企業でも自社車両は限定的で、大部分は傭車（他の業者から一時的に

借り受けて輸送業務を行う車両）にて運営しているのが実態である。 

中国全土の冷凍・冷蔵車両台数は、2009 年時点で 2万台程度であったが、2013 年の全国の冷

蔵車の純増数は 4 万台であり、『計画』における 2015 年迄の目標である 6 万台は前倒しで達成

する見込み。  

冷凍・冷蔵車両の整備進展により、全貨物輸送車両に占める冷凍・冷蔵車両の割合が、2010

年の 0.24％から 2013 年には 0.42％に倍増しているも、先進国と比較すると格差は依然大きく、

且つ国内需要はより一層の拡大が見込まれる為、車両は引き続き不足感が見られる。 

 

②倉庫 

2013年全国冷蔵庫貯蔵能力は2,411万

トン、増加率は 13.6％に達し、中国国内

冷凍・冷蔵倉庫の容量は着実に増加して

いるものの、1 人当たりの平均冷蔵倉庫

容量は他国対比低水準であり、今後一層

の増床が期待される。2013 年時点、冷蔵

倉庫はその 6 割が東部に分布、貯蔵 大

品目は主に野菜や果物。冷凍・冷蔵倉庫

の保有属性は、全体の 75％がメーカー・

小売倉庫であり、物流会社倉庫は 25％程

度を占める。 

中国のコールドチェーンにおける倉庫分野は、現状、物流企業が取込めていない領域である

と考えられる。コールドチェーン企業の多くは都市配送がメインであり、主な設備は中・軽型

の冷蔵・冷凍車である。  

 

③その他：深刻化する道路渋滞・輸送距離の長期化・通行規制等 

現在、中国の自動車保有台数は急激に伸びており、都市建設、特に道路建設は需要に追いつ

かず、大多数の主要都市における道路渋滞が深刻化している。 

また、地価高騰により冷蔵倉庫を郊外の比較的辺鄙な場所に設置せざるを得ず、中心部のレ

ストラン・スーパー等集積地までの輸送距離が長いという現状がある。 

0.02

0.02

0.03

0.06

0.1

0.16

0.22

0.23

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

中国

インド

ブラジル

イタリア

イギリス

フランス

日本

アメリカ

【図表 4】各国 1人当たりの冷蔵倉庫容量の平均（㎡／人）

出所：中国産業情報網 2014 年中国コールドチェーン物流・設備

における産業発展分析 

     

  
2009 年

実績 

2020 年 

目標 
乖離 

青果 5％ 20％ ＋15％

肉類 15％ 30％ ＋15％

水産品 23％ 36％ ＋13％

【図表 3】『計画』におけるコールドチェーン 

利用率目標 

出所：農産物コールドチェーン物流発展計画 出所：農産物コールドチェーン物流発展計画 

  
2009 年 

実績 

2020 年 

目標 
乖離 

青果 25％ 15％ ▲10％

肉類 12％ 8％ ▲4％

水産品 15％ 10％ ▲5％

【図表 2】『計画』における流通段階の損失率 

改善目標 
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さらに、北京・上海市等の大都市は、都市物流配送を主力とするトラック（冷蔵車含む）に

対し通行規制（通行証・通行可能時間の制限）を設けており、都市物流及び冷蔵車発展の障害

となっている。 

通行証は主要都市のトラック走行に必要であり、且つ通行証発行にも制限がある為、都市配

送型コールドチェーン企業の需要が引き続き高まることが予想される。 

主要都市においては深夜・明け方等限られた通行可能時間での納入が求められているが、納

入が集中することによる通行可能時間の超過を回避する為、マイクロ型冷蔵車を使用した分散

配送が都市コールドチェーンの配送効率向上に寄与すると考えられる。 

 

4．コールドチェーン市場の今後の方向性 

（1）業界成長のファクター 

①消費者の食の安全に対する関心の高まり 

中国においては消費期限切れの食肉使用事件や、下水を再利用した食用油等食のずさんな管

理体制の報道が続いている。また以下図表 5 の通り、物流に関連する食の品質問題も多く、消

費者における食の安全に対する関心がより一層高まっている。 

 

②都市化率の上昇及び都市部住民の所得増加 

改革開放以降、中国の都市化率は上昇傾向にあり、2013 年時点の都市部人口比率は 53.7％に

達している。以下図表 6 の通り、都市部住民の食品消費構造における生鮮品比率は計 73％と農

村部と比較しても高水準であり、また都市部住民の所得増加等の影響により風味保持といった

食に対する意識向上も合わさって、コールドチェーン配送が必要な食品の消費量は今後も引き

続き拡大していくことが予想される。 

 

③小売市場拡大による物流業界の発展 

近年、国内の大型スーパー・コンビニは急激な成長期を迎えている。都市部を含めた店舗網

の拡大や、消費者のライフスタイルの変化によって、生鮮品を含めた幅広い商品が取扱われる

ようになり、より一層コールドチェーン配送の成長を牽引している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 年 9 月 

上海の一部地域で販売された『光明』220ml 瓶ミ

ルクが酸敗していた。配送車両の温度が基準に達

していなかったことが原因。 

2012 年 7 月 
『狗不理』豚肉饅頭から基準を超えたコロニーが

検出された。 

2012 年 7 月 
『海霸王』のイカ入り団子から黄色ブドウ球菌が

検出された。 

2007 年 8 月 
台湾味全の乳児用粉ミルク 7.26 トンに基準を超

えたエンテロバクター・サカザキが検出された。

2007 年 4月 
広西チワン族自治区で『思念』、『龍鳳』のワンタ

ンと水餃子から黄色ブドウ球菌が検出された。 

【図表 5】中国で摘発された物流に関連する食の品質問題

出所：各種報道記事 
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【図表 6】中国の農村部・都市部住民の食品消費構造

出所：中国産業情報網 2014 年中国コールドチェーン物流・

設備における産業発展分析 
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（2）業界別コールドチェーンにおける需要・取組 

業界別に見たコールドチェーンの需要・取組状況は以下の通り。 

①食品（メーカー・卸） 

中国の大手食品メーカー・食品取扱企業が自社コールドチェーンセンターや子会社を設立し、

コールドチェーンに対する投資の強化、内製化を図っている。 

また、食品卸売市場は農産品の も重要な流通チャネルであるが、食に対する安全意識の向

上により、全国で 80％以上の新設農産物市場でコールドチェーン設備を導入。設備投資総額は

500 億元以上に達する。 

 

②食品輸出入 

中国は食品の輸出入における往来・取扱量も多く、流通に効率化・安全化が求められる中、

100 億元のコールドチェーンのビジネスチャンスがあるとされている。2013 年には港湾近くに

おける臨海コールドチェーン施設の開発が進行、天津では日系企業による物流センターの設立、

香港系企業による広州、上海、寧波における冷蔵施設の投資等が行われている。 

 

③生鮮食品電子商取引 （EC） 

2013 年には中国の主な EC サイトにおいて、生鮮食品の取扱開始、宅配等、BtoC においても

コールドチェーンの物流需要が拡大。 

2013 年の全国生鮮 EC 市場規模は 130 億元、それに伴うコールドチェーン宅配規模は 39 億元

の規模であるが、3 年後には生鮮 EC 市場は 7 倍、コールドチェーン宅配市場は 6 倍に成長する

と予測されている。 

 

④医薬品 

2013 年に、薬品取扱企業に対する薬品の品質管理を目的とした GSP（Good Supply Practice

医薬品経営質量管理規範）認証の改定版が公布された。温度管理においても厳格な運営体制が

求められており、中国大手の医薬企業集団においても既に新版 GSP の規定を満たすコールドチ

ェーン体制を構築している。 

生物薬品のコールドチェーン市場規模は 2013 年で 5億元とされているが、新版 GSP の導入に

より医薬品向けコールドチェーン設備の市場は 70 億元に達すると予測されている。 

 

5．中国コールドチェーン市場動向を踏まえた日本企業の今後の戦略 

中国コールドチェーン市場の今後の発展性をビジネスチャンスと捉え、同分野での中国進出

に関心を示す日系事業者も少なくない。一方で、中国の大手コールドチェーン物流企業は同業

界において全体のごく一部しか占めておらず、発展の余地がある中国企業が日本のパートナー

を求めるケースも散見される。 

日本企業は中国企業のストレージ機能・顧客力・ネットワークを、中国企業は日本企業のコ

ールドチェーンにおける技術・ノウハウを求め、「世界の消費地」として成長する中国市場の確

実な取込に向け、双方のシナジー効果が高い提携が今後活発化することを期待したい。1 以 上 

                                                  
参考資料：「中国物流発展報告 2013-2014 コールドチェーン」、「北京市公安局、上海市公安局 HP 等公式発表資料」 

「中国統計年鑑 2013」、「中国物流年鑑」 
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中国都市化の未来像  
―都市化新時代の資金調達―  
 

 

 

 

「中国は世界を、世界は中国をもっと知る必要がある」 

中国共産党中央委員会総書記 習近平氏 

2012 年 11 月 15 日、中国共産党中央政治局常務委員会の国内外記者会見での演説より 

 

2014 年 3 月に発表された中国の「国家新型都市化計画（2014～2020 年）」によれば、今後 7

年間の都市化への取組みに必要な資金は約 42 兆人民元（6 兆 7,500 億米ドル）にのぼります1。 

「中国の都市化は人類史上未曽有の規模だ」と李克強首相は認めています。そして、この新型

都市化計画によって、経済の再構築と国家の発展推進に向けた巨大な消費需要が爆発的に発生

するでしょう2。 

 

大いなる変化の可能性を秘めたこの時代に、中国が都市化のための資金調達にどのような方

法を採用するかは、中央政府の政策担当者にとって、持続的成長と経済的安定を確保するうえ

で非常に重要なテーマとなるでしょう。近年実施された一連の改革をみると、中国の政策担当

者が重要な施策を前向きに導入し、困難な問題に積極的に取り組んでいることがわかります。

これらの取り組みの結果、経済効率を高めるため、国家の資本を配分・分散させる方法を変革

する劇的なチャンスが、今中国に訪れています。 

 

今後の中国の都市化新時代を支える資金メカニズムの背後には、さまざまな要素が存在しま

す。本稿では以下の要素に焦点を当て、掘り下げます。 

・国内地方債市場の拡大 

・中央政府が地方政府に与える歳入徴収権限の拡大（消費税・不動産税など） 

・地方政府と民間資本が協力しリスク軽減を進めるためのインセンティブを提供する、より

先進的な枠組の構築推進 

・新しく始まる重要な財務・財政管理に対する職責が求められる地方政府担当者をサポート

するためのスキルセット・能力の獲得、研修活動の拡大 

 

背景 — 中国地方財政の現状 

中国では、中央政府よりはむしろ地方政府が主体となって、都市化開発計画の資金を調達し

なければなりません。簡単に言えば、「地方政府の手元に入るのは国家の歳入の半分だけだが、

支出については 80％を地方政府が負担しなければならない」という見方もあります3。 

                                                  
1 中国の国家新型都市化計画（2014～2020 年） http://cir.ca/news/china-urbanization-plan 
2 http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1248418/what-does-chinese-premier-li-keqiang-think-urbanisation 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-03/17/c_132240264.htm 

http://english.peopledaily.com.cn/90883/8182231.html 
3 The Economist, Special Report, Emerging from the Shadows, 2014 年 4 月 19～25 日号 

KPMG Advisory （China）編 

厚谷 禎一 監訳 

www.kpmg.com.cn 
www.kpmg.or.jp/jp/china 
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これまで、こうしたアンバランスな状況への対応策として、地方政府は銀行融資と不動産売

買を組み合わせ、その資金を都市化開発プロジェクトに充てる方法に依存してきました。2002

年の時点では、地方政府債務のほぼ全額を銀行融資が占めていました4。2008 年から 2010 年に

かけて、前例のない世界的な金融危機の中で、中央政府は自国経済を増強すべく、経済成長を

支えるために支出を拡大するよう地方政府に強く働きかけました。しかし、元より有効な資金

調達方法を持たない地方政府は、手近な資金調達源として、次第にこれまでとは異なる信託ロ

ーンのような金融市場に頼るようになりました5。 

 

その結果、地方政府の債務対 GDP 比は 5年間で急激に上昇しました。2008 年に 10％だったも

のが、2013 年には 33％を超えたのです6。地方政府の債務急増を受け、中央政府は地方政府の財

務安定を図るために調査と監視を強化しました。現指導部が、資金調達源を多様化するための

施策を導入すると同時に、インフラプロジェクトの収入の流れと借入債務の資金源を 1 つにま

とめることによって、地方政府の債務問題に断固とした姿勢で取り組む決意を固めた結果、資

金の使われ方は大幅に改善されました。 

 

地方政府債務の現状の深刻さを明らかにするための 初の取組みの 1 つとして、中国の国家

会計検査機関である審計署は、2013 年半ばに地方政府の債務増加状況の調査を実施しました。

2013 年 12 月に審計署による報告書が公開された後、中央政府は支援を強化し、地方政府の都市

化開発資金源を多様化するための政策手段を増やしました。2013 年 11 月の三中全会（中国共産

党第 18 回中央委員会第 3回全体会議）と、2014 年 3 月の全国両会（全国人民代表会議、全国政

治協商会議）において、さらに進んだ資金調達プランの骨子がまとまりました7。 

 

「KPMG グローバル・チャイナ・プラクティスは、中国を世界に、世界を中国に近づけるために

設立された。政策担当者が地方政府独自の画期的な施策の導入を継続している中で、KPMG が全

世界で培った専門知識を結集し、地方政府とそのインフラ財務の発展のために活用することを、

中国の市場開発ニーズを満たすための 優先事項として掲げている」 

－KPMG インターナショナル グローバル会長 ジョン・ビーマイヤー 

 

 

地方債市場の拡大 

2008 年以前は「融資の大部分が正規の銀行部門でローンの形で実行」されていました8。しか

し、その後の 5 年間で信託会社のようなノンバンク機関が融資を行うケースが増え、中国金融

市場の様相はがらりと変化しました。一般に信託会社が提供するのは短期ローン（2年以内）で、

金利が比較的高いのが特徴です（多くの場合、金利は 10％超）。 

                                                  
4 China's viewpoint: China's debt, risk of debt crisis, and deleveraging. Bank of America Merrill Lynch.2013 年

10 月 8 日 
5 こうした貸付は、「都市開発投資会社」等と呼ばれる間接的な地方政府の融資プラットフォーム（「地方政府融資平台」とも

呼ばれる）を通じて地方政府に提供される。 
6 脚注 4参照 
7「三中全会」：中国共産党中央委員会第 3 回全体会議は共産党指導部の会議。11 月に開かれるこの会議は、党指導部の 5 年の

任期中 3 回目の会議。 「両会」：中国人民政治協商会議と全国人民代表会議の 2 つの全体会議を「両会」と呼ぶ。国家レ

ベルの重要な政治的決定がこれらの会議で下される。  
8 http://thediplomat.com/2012/10/the-rise-of-shadow-banking-in-china/ 
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2013 年半ばの会計監査報告では、規制下の銀行融資が地方政府債務総額に占める割合は、2002

年の 99％から大きく下がり、63％にとどまりました。一方、信託部門の管理下にある債務総額

は 8兆 9,000 億元で前年比 69％にまで増加しました9。こうした債務の拡大を監視するため、中

国人民銀行は 2014 年 1 月に地方政府債務を総合的に調査し、信用の質が悪い、あるいはリスク

が大きいといった問題のある地方政府傘下の金融機関を徹底的に洗い出し、地方債発行に向け

た準備を積極的に推し進めました10。 

 

これに先立ち、中央政府の地方債試行計画の一環として、江蘇省、山東省、浙江省、広東省

と上海市、深圳市の各政府は、都市化計画資金を調達するために地方債を発行することが認め

られました。しかし、中央政府の支援が与えられた優先担保付き債券には暗黙の保証があり、

これらの試行計画の範囲は限定的でした。このような経緯の後、2015 年 3 月の全人代で承認さ

れた 2015 年度予算案で、地方債新規発行 6,000 億元と地方政府の既存借金の一部借り換えを認

める借換債 1 兆元の発行を認める方針が財政部により明らかにされました。その後 5 月 18 日、

江蘇省で 2015 年 初の借換債が発行されました。さらに 6 月 10 日、財政部は借換債の発行限

度額１兆元増額を発表しました。 

 

中央政府の 近の政策表明をみても、これまでの試行計画から得られた教訓と効率的な債券

市場への理解を生かし、地方債発行に動く地方政府が増えていくことは間違いありません。各

地域で地方債発行が増えることで、地方政府は高利の短期信託ローンの借り換えを行いやすく

なります。中国の地方政府にとって、地方債発行は重要な債務管理手段になるでしょう。 

 

地方政府にとって、地方債は単なる資金調達源の多様化の道具ではありません。地方債は地

方政府の資産である橋梁、道路、地下鉄、学校などのプロジェクト償却期間と負債の返済期間、

いわゆるデュレーションを調整する上でも役立ちます。例えば、高速道路などの長期資産のキ

ャッシュフローが黒字になるには 10 年かかります。そこで 7 年または 10 年の地方債を発行す

ればデュレーション・ギャップは小さくなり、金利負担が大きく減少します。地方債の満期利

回りは中国国債と同程度であり、信託ローンの満期利回りとはうまく差別化されていることか

ら、現在の市場センチメントは、規制下にある地方債市場の出現に好意的です11。  

 

地方債市場を成熟度の高い効率的な市場とするためには、中央政府が市場の開放性と透明性

を高め、説明責任を果たさなければなりません。それを実行するための 1 つの方法が固有の格

付けシステムです。現在、中国債券の大多数は国内のインターバンク市場で発行されています。

今後、多様な投資家を呼び込み引きつけるには、地方債と発行地方政府に対して、固有のリス

ク特性に従って適正に格付けする、さまざまな施策を講じなければなりません。 

 

2013 年、中国社会科学院は、中国の大手格付機関「中債資信評価有限責任公司」12 と連携し、

                                                  
9 脚注 4参照 
10https://mninews.marketnews.com/index.php/china-pboc-says-clean-risky-local-government-debt-firms?q=content/chi

na-pboc-says-clean-risky-local-government-debt-firms 
11 http://www.reuters.com/article/2013/10/20/us-china-debt-bonds-idUSBRE99J0AD20131020 

http://news.xinhuanet.com/fortune/2012-07/26/c_123472494.htm 
12 http://www.chinascopefinancial.com/news/article/28459-china-to-introduce-credit-rating-system-for-local-government-debts?lang=en 
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地方政府の財政安定性評価を発表しました。地方政府が多様な資金調達源を獲得するために必

要な透明性と説明責任を実現するために、経済的健全性測定の 初の土台となる、透明かつ公

正な枠組を重視した施策と言えるでしょう。 

 

「中国の政策担当者は、慎重に検討しつつも一連の改革の同時進行を開始したことは明らかだ。

単にインフラや地方財政の改革だけでなく、金融システム全体で資金を分配する方法も含めた

より幅広い改革だ。率直に言えば、我々は中国の新時代の先端に立っている。この先、資本分

散の効率は一変する可能性がある」 

－KPMG 中国 アジア太平洋金融セクター統括パートナー サイモン・グリーブ 

 

 

 

地方政府の持続可能な資金調達 

地方政府による都市化推進のための資金調達を阻んでいる 大の要因は、投資活動を支える

安定的で持続可能な歳入がないことです。現在の財政構造で地方政府の手元に残るのは、地方

で徴収した税収のほんの一部です。また、地方政府が税収以外に収入を生み出す方法は、土地

の売却を除いて、ほとんどありません。 

 

中央政府は、地方レベルで改革を推進するために、特定の税の徴収に関して地方政府により

大きな自治権と裁量を与えようとしています。例えば、許認可の登録手数料、車両購入税、個

人所得税、企業所得税、不動産税などが考えられます。中央政府は、2011 年 1 月 28 日に上海と

重慶で市政府に不動産税の徴収を認める試行計画を開始しています。この試行計画はまだ拡大

されていませんが、中央政府はこうした地方政府のより多様な歳入創出策の支援を強化する方

向に向かっているようです。 

 

世界銀行と国務院発展研究センターが共同で発行した報告書「Urban China」では、地方政府

の重要な歳入源として中央政府による不動産税の導入が示唆されています。具体的には「住宅

等の不動産税は地方政府の安定した歳入源になり、（中略）地方政府の財政規律が強化される

はずである」と書かれています13。地方政府に商業施設や住宅への課税を認めることは、現在検

討中の選択肢の中で も重要な施策の 1 つでしょう。これにより、地方政府は都市化開発プロ

ジェクトの支出に見合う歳入を効率的に獲得し、持続可能性の低い金融手法に頼らず、財政責

任を果たすことができるからです。 

 

徴税のほか、予算機構改革も中央政府の改革案に含まれています。2014 年の全国両会で、李

克強首相は「統制の行き届いた、透明で開かれた包括的な予算制度を導入するとともに、政府

                                                  
13 http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/China/WEB-Urban-China.pdf   56 ページ 

「近年の改革を土台として、プロジェクトのデュレーションとプロジェクトの収入の流れが著

しく改善され、国内外の投資家にとって刺激的な新しいチャンスが誕生する機会が今、中国に

訪れている」－KPMG 中国 銀行セクター統括パートナー アーサー・ワン 
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の歳入を全て予算に組み込めるよう努力する」と述べました14。中央政府はこの予算を使い、出

稼ぎ労働者が多い各地方政府の状況に応じて、移転支出という方法で地方政府への交付金を増

やします。地方政府が出稼ぎ労働者を定着させるためには、専門的なトレーニングプログラム、

医療等の行政サービスと公共設備を提供することによって、彼らの市民生活の基本的ニーズを

サポートする必要があるでしょう。このモデルは、「中国の新型都市化のメリットを全国民が

享受できるようにする」という中央政府の目標を達成しつつ、都市化開発によって市民が受け

られる利益と多様な収入源の確保によって地方政府が受けられる恩恵とを一致させます15。 

 

 

 

 

代替的枠組 — 官民パートナーシップ（PPP）の活用が加速 

官民パートナーシップ（PPP：Private Public Partnership）モデルは、従来は政府機関が一

手に引き受けていた公共サービスを提供することを目的とした、公共部門と民間部門の協力事

業の一形態です。PPP は中国では目新しいものではなく、1990 年代半ば以降、さまざまな分野

で運営されてきました。PPP の主な利点としては、プロジェクトやサービスの効率的な実現に向

けた奨励となるだけでなく、公共部門と民間部門のリスク分散も含まれます。 

 

近、中央政府は特に公共インフラ建設や都市公共サービスの分野で PPP への支援をこれま

でよりはるかに強めています。インフラプロジェクトには、鉄道プロジェクト、公立病院、専

門学校、大学などがあります。また、都市公共サービスには、都市道路輸送、廃水処理施設、

エネルギーインフラなどが含まれます。フランチャイズのような市場主導の方式や、競争力の

                                                  
14 中央政府の経済活動報告書より http://news.xinhuanet.com/english/bilingual/2014-03/15/c_133188534_3.htm 
15 China's National New-Type Urbanization Plan (2014-2020) 

http://www.shanghaidaily.com/national/Urbanization-plan-focused-on-people/shdaily.shtml 

「中国の地方政府債務が欧米のそれと異なるのは、現状では地方政府の債務があらゆるレベル

で中央政府にリンクしている点だ。この種の、背後に中央政府がついている資金調達にはメリ

ットだけでなくデメリットもある。そのデメリットは、借入リスクがデフォルト時の責任主体

と一致しないところから生じる。今、どこかの地方政府が財政破綻を宣言するとすれば、それ

は中央政府の指導に則って行われる可能性が高い。その地方政府の財政を正すと同時に、今後

はこのような失政があってはならないという見本を見せる目的もあるだろう」 

－KPMG 中国 ストラテジー＆オペレーションズ・コンサルティング統括パートナー デビッ

ド・フライ 

「地方債発行は中国の地方政府にとって新しい活動だが、先進国の国際市場の先例を活用する

ことができる。我々は、地方政府の資金調達源がますます多様化し、透明性が高まり、高度に

規制された地方債市場が中国に誕生することを期待するようになった。中国の債券市場に多様

な投資家を呼び込むことによって市場に素晴らしい可能性がもたらされると考える。KPMG のグ

ローバル債務アドバイザリーチームは、これらの市場開発をサポートするため、国務院開発研

究センターとともに初期計画活動に人材と専門知識を投入できたことを光栄に思う」 

－KPMG 中国 アジア太平洋 資本･負債アドバイザリー統括パートナー リチャード・ドーソン
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ある価格設定、助成金その他の透明な方法を活用して、都市インフラ開発に民間資本を呼び込

もうとしています16。  

 

従来、中国の PPP は独特な市場のリスクファクターにさらされていました。PPP は長期にわた

る性質を持っているので、現時点の政府の支持だけでなく、プロジェクトまたはサービスの期

間中一貫して支持を受け続ける必要があります。しかし、中国の地方行政トップは一般に 5 年

の任期で交代します。新しく着任した省長や市長が進行中の PPP を支持しなければ、PPP は重大

な政治的リスクに直面する可能性があります。PPP が成功を収め、 終目標として中国国内の国

際的企業から投資を受けるためには、国際投資家の視点から政治的サポートの透明性を高め、

体系化していかなければなりません。 

 

中央政府はその必要性を認識しており、国家新型都市化計画（2014～2020 年）に従い、PPP

プロジェクトの長期的な成功を地方行政トップの業績評価基準に含める施策を進めています。

さらに、国家レベルでの行政監督と問題解決のための法的枠組が導入されるでしょう。これに

より民間投資家の利益がより強力に保護され、透明性の高い法的手続きが行われるはずです。 

 

地方政府の裁量強化によって十分な都市化資金を確保 

中央政府は、2014 年 4 月に国務院常務会議を開き、80 件の新規インフラプロジェクトを民間

投資に開放することを決定しました。さらに 2015 年 5 月 25 日、国家発展改革委員会は、合計

1,043 件、総額 1兆 9,700 億元規模の PPP インフラ投資プロジェクトをサイト上で発表しました

17。これらは、市場の活発な競争を拡大・促進する大きな動きです18。こうした動きは、地方政

府の債務増大を中央政府が認識し、資金調達源を多様化させるための解決策を強く求めている

ことを示します。目標は、地方政府が高利の短期借入や不動産売買への依存から脱却し、資金

調達の選択肢を増やすと同時に、多様で持続可能な資金調達源を提供する市場モデルへと移行

することです。 

 

透明で開かれた、持続可能な地方債市場を創設する。歳入獲得と予算配分権限により都市化

開発資金調達能力を高める。PPP において民間の利益を保護するための措置を追加的に導入する。

これらの施策は、各地方政府の都市化開発を管理し、資金を調達するためのより大きな裁量権

を地方政府に与えます。将来的に持続可能な都市化のための資金調達市場を開発する鍵は、公

共インフラの資金調達・構築・運営に民間部門をより幅広く動員するという基本的要件を満た

すとともに、政府の監督と支援のバランスを正しくとることです。 

 

                                                  
16 中国財政部。中国の 2014～2020 年国家都市計画 
17 http://www.sdpc.gov.cn/xwzx/xwfb/201505/t20150525_693168.html 
18 李克強首相出席の国務院会議。 http://www.chinadaily.com.cn/china/2014-04/24/content_17458823.htm 

「中国内外の民間市場参加者は、中国の継続的インフラ拡張に参画できる分野を探している。

専門学校や大学の建設・運営のほか、中国全土の都市開発に不可欠な病院、鉄道、道路その他

のインフラ施設やサービスが考えられる」－KPMG インフラストラクチャ・プラクティス  

グローバルチェアマン ジェームズ・スチュアート 
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持続可能な新型都市化のための総合的枠組 

中国が近年推進している改革は、地

方政府の資金調達能力向上を目指す中

央政府の意思をはっきりと示していま

す。都市化が進む中国を支え、維持す

るために必要な道路、学校、病院、発

電所、水利施設等の建設に必要な資金

を、地方政府が自ら確保できるように

するための改革です。これを環境的に

持続可能な方法で実行することが、今

日の中国にとってますます重要になっ

てきました。 

 

これらの一連の改革は総合的に実施され、新しい資金調達法とプロジェクトガバナンス方式

を生み出す一方で、今までにない難しい要求を中国の地方政府担当者につきつけています。ま

すます高度化する多次元的環境の中で、地方政府担当者の対応能力を高めるための教育プログ

ラムや対策が 優先で実施されるようになりました。中国の新型都市化戦略を人材という視点

で見た場合、中国各都市の市民への住居や公共サービス提供能力を高めることを考えるだけで

はなく、地方政府担当者の能力構築や技能向上についても確実に行わなければなりません。 

 

李克強首相をはじめとする中央及び地方の指導者は、1つの揺るぎない目標に焦点を合わせる

姿勢を常に示してきました。その目標とは、新型都市化計画が目指す「人への貢献」を重視す

ることです。これは重要かつ遠大な目標であり、地方政府担当者の能力向上への投資を同時に

必要とします。中国がいずれ世界 大の地方債市場になる可能性があることを考えれば、それ

は非常に重要な課題です。中国の急速な前例のない経済改革が今後も続くとすれば、地方政府

のバランスシートの範囲内で資金をより効率的に運用するという高い目標を達成するために、

政府のあらゆるレベルでさらに高度な財務管理能力が求められるからです。 

 

 

 

「中国はインフラ投資の方式を変革しようとしている。国内だけでなく海外の民間投資家にと

っても素晴らしいチャンスが到来するだろう。すべての保険会社はこの新しいチャンスを利用

する機会をねらっている」－KPMG 中国 保険セクター統括パートナー ウォークマン・リー 

「中国は、インフラ投資のあり方を変革し、市場において資本運用効率を高める大きな可能性

を秘めている。KPMG は中国だけでなく世界中の中央・地方行政担当者に協力してきた。KPMG の

グローバル・クライアントベースが持つ膨大な経験と知識の蓄積は、中国が新型都市化に向け

て迷いのない道を踏み出すために、非常に役立つものになるだろう」 

－KPMG 米国パートナー インフラストラクチャ ティム・ウィルシェッツ 

中国の新型都市化への道

戦略

都市計画・設計

インフラ開発

スマートシティ：輸送・資源効率

海外直接投資（FDI）及び国内直接投資（DDI）誘致戦略

ﾍﾙｽｹｱ､住みやすさ､ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽの改善

債務構造（例／地方債による資金調達）－内外投資界

財務管理能力の開発

投
資

要
件

資
金

調
達

源
技

能
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知的財産権の濫用による競争の排除・ 
制限行為の禁止に関する規定について 
  
 

1．はじめに 

 近年、知的財産権に関する独占禁止法（以下、「独禁法」という）上の規制について、中国

当局の関心が深まっています。近時、技術集約型の産業にかかる市場において、知的財産権の

濫用による独占行為に対する調査・処罰を行う事例も見られます。 

 

例えば、2015 年 2 月にあった中国国家発展改革委員会による米国無線通信大手の Q 社への処

罰事例は、中国独禁法の法執行において課徴金の 高額を大幅に更新した事例として記憶に新

しいでしょう。Q 社の事例1は、市場支配的地位の濫用による調査・処罰事例として報道されて

いましたが、実際、独占行為の多くが特許許諾に関わることから、知的財産権の濫用の側面も

あるといえます。そのほか、パソコンの OS 大手の M社や無線通信技術開発企業 I社に対する調

査も取り沙汰されています。 

 

こうした流れに合わせるように、2015 年 4 月 7 日、中国国家工商行政管理総局（以下、「工

商総局」という）は、「知的財産権の濫用による競争の排除・制限行為の禁止に関する規定」

（以下、｢本規定｣という）を公布しました。本規定は、独禁法の規定に則しながらも知的財産

権分野の特徴を考慮し、知的財産権の濫用による独占行為に関するいくつかの具体的な規定を

定めました。工商総局のこれまでの公表によれば、同局は 2009 年から知的財産権に対する独禁

法規制に関連する調査・研究をはじめ、本規定については 2012 年から制定作業に着手し、国内

外の公官庁や代表企業など大量の意見聴取の上、検討・修正を重ねたということです。 

 

本規定は、全 19 条から構成され、その内容は概ね 6つの部分に分けることができます。 

・本規定の目的、規制対象に関する原則的な規定（第 1-3 条） 

・知的財産権の行使による独占協定の形成に対する禁止規定、及び例外規定（第 4-5 条） 

・知的財産権に関わる市場支配的地位の濫用行為の定義及び禁止規定（第 6-11 条） 

・パテントプールと技術標準の行使に基づく独占行為の構成要件（第 12-13 条） 

・工商機関による知的財産権濫用による独占行為に対する法執行の原則（第 14-16 条） 

・処罰規定（第 17 条） 

 

本稿では、本規定の内容について、重要なポイントに関する解説を交えながらご紹介します。 

 

2．本規定の原則的な規定 

（1）知的財産権の濫用による独占行為 

2008 年 8 月 1 日より施行された中国の独禁法では、第 55 条において、「事業者が知的財産権

                                                  
1 発展改革委員会は、2013 年 11 月より Q 社を調査しはじめ、この調査の結果、CDMA、WCDMA、LTE 無線通信標準必須特許

（standard-essential patents）の許諾市場、ベースバンドチップ市場において同社が支配的地位に立ち、それを濫用して

中国独禁法第 17 条に違反し、①公平性を欠く高額な特許許諾費用の徴収、②正当理由なき非無線通信標準必須特許の抱合

販売、③ベースバンドチップ販売に対する不合理な条件の付加行為を行っていたと認定しました。2015 年 2月、発展改革委

員会は、違法行為の停止のほか、2013 年度の中国市場における売上高の 8％の課徴金支払を同社に命じました。 

金杜法律事務所 上海事務所 

パートナー中国弁護士 陳青東 

E-mail：donald.chen@cn.kwm.com 
URL：http://www.kwm.com 
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に関する法律、行政法規の規定に基づき知的財産権を行使する行為については、本法を適用し

ない。ただし、事業者が知的財産権を濫用して競争を排除・制限する行為については、この法

律を適用する」と定めています。 

 

上記独禁法の規定は、法に基づく知的財産権の正当な行使については独禁法の適用から除外

するとしていることから、独禁法の適用除外規定の 1 つと認知されていました。もっとも、同

条は、市場の公正な競争を排除し、又は制限する知的財産権の濫用行為は依然として独禁法に

よる制裁を受けると規定されていることから、知的財産権の行使も独禁法にとって聖域ではな

いことがわかります。本規定第 2条では、この旨が改めて強調されています。 

 

知的財産権の濫用による独禁法違反の行為について、本規定第 3 条第 1 項では、「事業者が

独禁法の規定に違反して知的財産権を行使し、独占協定を結び、市場支配的地位を濫用する等

の独占行為（価格独占行為は除く）を指す」とされています。つまり、知的財産権の濫用自体

は一種の独占行為として新たに定義されたわけではなく、その濫用が独禁法上の独占行為に該

当した場合に、独占行為を構成するということです。なお、価格関連の独占行為を取り締まる

のは発展改革委員会で、事業者結合を規制するのは商務部となることから、これらの取締りに

本規定は適用されません。 

 

（2）関連市場の定義 

本規定第 3条第 2項は、関連市場を以下のように定義しています。 

「本規定における関連市場は、関連商品市場及び関連地域市場が含まれ、「独禁法」及び「国

務院独占禁止委員会による関連市場確定に関するガイドライン」により確定され、かつ知的財

産権、革新等の要素による影響を考慮したものである。知的財産権許諾等に係わる独禁法の法

執行において、関連商品市場は技術市場でもよく、また、特定の知的財産権を含む製品市場で

もよい。関連技術市場とは、知的財産権の行使に係る技術と相互に代替可能な類似技術との競

争から構成される市場を指す」 

 

工商総局の関係者によれば、「技術市場」は関連商品市場の中の特定の一市場と理解されま

す。この技術市場には、一般に特許技術等非製品の取引対象が含まれると考えられます。 

参考までに、前出 Q社の処罰事例の場合、発展改革委員会は、Q社の有する無線通信標準規格

必須特許のそれぞれが単独で構成する関連商品市場の集合を関連商品市場の 1つとして認定し、

技術市場の概念を使用したと考えられます。 

 

3．知的財産権の独占協定の定義と例外 

独占協定について、独禁法は、第 13 条、第 14 条各号で規定している個々の垂直的又は水平

的な独占行為の禁止のほか、「国務院の独占禁止法執行機関が認定するその他の独占協定」と

いう形で包括的な禁止規定を置いています。しかし、本規定第 5 条では、当該協定に競争排除・

制限の効果があることを証明する反証がある場合を除き、以下①②の状況に該当する場合は、

国務院の独占禁止法執行機関が認定するその他の独占協定に該当しないとして、独占協定のセ

ーフハーバー・ルール（安全港規定）を独禁法の関連法令では初めて導入しました。 
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① その行為の影響の及ぼす関連市場において、競合関係にある事業者の市場シェアの合計が

20％以下であること、又は関連市場における合理的なコストで取得できる他の独立制御の

代替技術が 4つ以上あること 

② 関連市場における事業者と取引の相手方の市場シェアがいずれも 30％以下であること又

は関連市場に合理的なコストで取得できる他の独立制御の代替技術が 2つ以上あること 

 

上記規定は、事業者にとって自らの知的財産権の行使が、国務院の独占禁止法執行機関が認

定するその他の独占協定に該当するかの判断において、1 つの大きな目安ができたといえます。

ただし、知的財産権の行使が、独禁法第 13 条、第 14 条が規定する独占協定を構成した場合、

セーフハーバー・ルールが適用されない点には留意が必要です。 

 

4．市場支配的地位の濫用 

（1）概説 

独禁法第 17 条以下の市場支配的地位の濫用行為の禁止規定について、工商総局公布「市場支

配的地位の濫用行為を禁止する工商行政管理機関の規定」2（以下、「濫用禁止規定」という）

は、濫用行為などについてより詳細に規定しています。また本規定は、当該法令の市場支配的

地位の濫用行為の構成を踏まえつつ、知的財産権の行使に関する特別規定を多数定めています。 

 

本規定第 6 条は、「市場支配的地位を有する事業者は、知的財産権行使の過程において、市

場支配的地位を濫用して、競争の排除、制限をしてはならない」として、知的財産権行使にお

ける市場支配的地位の濫用を禁止しています。同条に続き第 7～11 条では、以下の具体的な濫

用行為の要件を明確に規定しています。 

① 取引拒絶 

② 取引相手の限定 

③ 抱き合わせ販売 

④ 不合理な取引条件の付加 

⑤ 差別的な取引条件 

 

以下、重要な点について具体的に解説します。 

 

（2）取引拒絶 

本規定第 7 条は、知的財産権行使の特性に鑑み、知的財産権に関する取引拒絶を禁止する場

合に、「市場支配的地位にある事業者の知的財産権が他の事業者の生産経営活動において必須

の構成要素である場合」と前提条件を加え、禁止の範囲をある程度限定しています。具体的に

は、取引拒絶の該当性を判断する際、以下の要素を考慮しなければならないとしています。 

① 関連市場では当該知的財産権は合理的に代替されることができず、関連市場での競争に参

入する他の事業者に必須であること 

② 当該知的財産権の許諾を拒絶すれば、関連市場における競争又は革新に不利な影響をもた

らし、消費者利益或いは公共利益を損害すること 

                                                  
2 中国語名は「工商行政管理机关禁止滥用市场支配地位行为的规定」、2010 年 12 月 31 日公布、2011 年 2 月 1日より施行 
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③ 当該知的財産権の許諾は、当該事業者に不合理な損害をもたらさないこと 

 

（3）取引相手の限定 

本規定第 8 条により、市場支配的地位にある事業者が知的財産権の行使に当たって、取引相

手を限定させる行為、すなわち、正当な理由がなく、①取引の相手方が自分とのみ取引を行う

よう制限すること、②取引の相手方が自分の指定した事業者とのみ取引を行うよう制限するこ

とが禁止されています。 

 

（4）抱き合わせ販売 

濫用禁止規定第 6 条第 1 項では、抱き合わせ販売について、「取引慣例、消費習慣等に反す

る、又は商品の機能を無視し、強制的に異なる商品をセット販売或いは組み合わせ販売するこ

と」を要件としています。本規定第 9 条では、それに加えて、「抱き合わせ販売行為を行うこ

とにより、抱き合わせ販売商品の市場における当該事業者の支配的地位を抱き合わせられた販

売商品の市場まで広げ、抱き合わせ販売商品又は抱き合わせられた販売商品の市場における他

の事業者による競争を排除・制限していること」を同時に満たす必要のある要件と規定し、知

的財産権の抱き合わせ販売を禁止する条件を限定しているようにみえます。 

 

前出 Q 社に対する処罰事例では、発展改革委員会は、正当な理由なき非無線通信標準規格必

須特許の抱き合わせ販売（無線通信標準規格上必須ではない特許を被許諾企業に対し、選択で

きる余地なく許諾）の存在を認定しました。しかし、その認定の判断基準は、正当な理由のな

さと競争を制限する効果であり、少なくとも公開された範囲では、「市場支配的地位を抱き合

わせられた市場へ拡大したか」どうかは判断基準として用いられませんでした。 

 

本規定の施行後、「市場支配的地位の抱き合わせられた市場への拡大」という要件がどのよ

うに適用されるか、また、発展改革委員会がこの要件を参考にするかは、今後の動向を見守り

たいところです。 

 

（5）不合理な取引条件の付加 

本規定第 10 条の「不合理な取引条件」は、濫用禁止規定と比較して、知的財産権行使の特性

を多く取り入れた特別規定といえます。具体的には、以下の条件が不合理な取引条件として定

義付けられています。 

① 取引相手にその改良した技術の独占的なグラントバック3を要求すること 

② 取引相手がその知的財産権の有効性に対する疑義を申立てることを禁止すること 

③ 許諾協定の期間満了後、取引相手に対して、その知的財産権を侵害しない状況において競

合商品又は競合技術の使用を制限すること 

④ 保護期間がすでに満了又は無効と認定された知的財産権について、引き続き権利を行使す

ること 

⑤ 取引相手に対して第三者との取引を禁止すること 

                                                  
3 特許権者が技術供与を行い、技術供与を受けた側が当該技術の改良によって構築した特許などについて、技術供与側にそれ

を実施許諾することを義務付ける内容の条項のこと。 
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⑥ 取引相手に対してその他の不合理な制限条件を付加すること 

 

今後、市場支配的地位にある事業者が知的財産権を行使する際に、上記の取引条件を取引契

約に取り入れた場合、独禁法違反に該当する可能性がありますので注意が必要です。 

 

前出 Q 社の処罰事例において、期限を超過した特許の被許諾会社に対する有償許諾、及び被

許諾会社の持つ特許の Q 社への無償許諾の強要等の行為の存在が認定されたが、当該事例にお

いて、これらは独禁法第 17 条第 1号の「不公平な高価格で商品を販売し、又は不公平な低価格

で商品を購入する」行為として市場支配的地位の濫用行為と認定されました。が、本規定では、

これらの行為は不合理な取引条件の類に定められています。このように、本規定が適用されて

いないものの、市場支配的地位を濫用し、知的財産権の行使において実質的に不合理な取引条

件の付加する行為には、当局の関心がすでに及んでいるといえます。 

 

5．パテントプールと技術標準に関する規定 

（1）パテントプール 

本規定第 12 条は、「パテントプールとは、2 以上の特許権者が各自保有する特許について、

ある種の形式により共同で他の第三者に実施を許諾する協定」と定義し、その形式は、パテン

トプールを目的に設立される専門の合弁会社でもよく、プールの参加事業者又は独立した第三

者に管理を委託してもよいとされています。 

同条では同時に、パテントプールの参加事業者による独占協定を禁止し、また、市場支配的

地位にあるパテントプールの管理組織による市場支配的地位の濫用行為を構成する要件につい

ては、正当な理由がなく以下の行為を行う場合と定義しています。 

① プール以外において、プールの参加事業者が、独立した許諾者としての特許許諾を制限す

ること 

② プールの参加事業者又は被許諾者が独自に又は第三者と共同して、プールの特許と競合す

る技術を開発することを制限すること 

③ 被許諾者に対し、その改善又は開発した技術をパテントプールの管理組織又はプールの参

加事業者に独占的にグラントバックするよう強要すること 

④ 被許諾者がプールの特許の有効性について疑義を申立てることを禁止すること 

⑤ 同様な条件のプールの参加事業者又は同一関連市場の被許諾者に対して、差別的な取引条

件を設定すること 

⑥ 国家工商行政管理総局が認定したその他の市場支配的地位を濫用する行為 

 

（2）技術標準 

本規定第 13 条は、「事業者は知的財産権行使の過程において、技術標準の制定と実施を利用

して、競争を排除し、制限してはならない」として、技術標準の制定と実施を利用した独占行

為を禁止しています。 

 

また、技術標準の制定と実施の過程において、市場支配的地位にある事業者が、正当な理由

なく以下のような市場支配的地位の濫用を行うことを禁じています。 



法務 
 

 

                                         26                       MIZUHO CHINA MONTHLY 
2015年7月号 

① 標準の制定に参与する過程において、標準制定組織に故意にその権利情報を開示しない、又

はその権利放棄を明確にしたにもかかわらず、ある標準が当該特許権に関わった後に、当

該標準の実施者にその特許権を主張すること 

② その特許が標準の必須特許となった後、公平、合理的かつ非差別の原則に違反し、許諾の拒

絶、抱き合わせ販売、又は不合理な取引条件の付加等を行い、競争を排除、制限すること 

 

6．調査・認定 

本規定第 14 条は、知的財産権の濫用による独占行為に対する工商行政管理機関の法執行根拠

を、独禁法及び「独占協定、市場支配的地位濫用事件の取締手続に関する工商行政管理機関の

規定」としています。そして、第 15 条は、知的財産権の濫用による独占行為の疑いに関する分

析、認定の手順を以下のように明確化しています。 

① 事業者による知的財産権行使の性質と態様の確定 

② 知的財産権を行使する事業者同士の相互関係の性質の確定 

③ 知的財産権の行使に係わる関連市場の確定 

④ 知的財産権を行使する事業者の市場地位の認定 

⑤ 事業者の知的財産権行使による関連市場における競争への影響の分析 

 

本規定における処罰規定は、独禁法の処罰規定に準じて規定されています。 

 

7．終わりに 

本規定は、知的財産権の行使に関連する初めての独禁法関連法令となります。知的財産権の

濫用による独占行為を構成する場合の要件が、本規定によってある程度明確化されたという点

で、独禁法関連法令の整備の一環として少なくない意義があるかと思われます。 

また、先日の報道4によれば、発展改革委員会も知的財産権の濫用による独占行為の規制法令

の制定に着手したとのことです。知的財産権と独禁法の関係に対する当局の関心は、今に始ま

ったことではなく、すでに過去数年間の調査・研究、及び実務経験の蓄積を経ていると考えら

れます。本規定の運用、及び新規定の制定は引き続き注目されるところです。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
4 経済参考報 2015 年 06 月 04 日付「中国正式起草知识产权反垄断指南 叫停“专利流氓”行为将有据可依」

http://dz.jjckb.cn/www/pages/webpage2009/html/2015-06/04/content_6358.htm 
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国外関連者への支払費用（その 2） 

 
 

 

 前月号に引き続いて、国外関連者に支払うサービスフィーについて解説します。 

 

5. 損金算入できないサービスフィー 

 

 国家税務総局が 2015 年 3 月 18 日付で発布した 16 号公告 4条の各号では、損金に算入できな

い国外関連費用（ここでは費用として認められないサービスフィーをいう）を次のように列記

しています。 

第 1号 企業が引き受ける機能リスクまたは経営と関係のない役務活動 

第 2号 関連者が、企業の直接または間接の投資者の投資利益を保障するため、企業に対して

行う支配、管理および監督等の役務活動 

第 3号 関連者が提供するもので、企業が第三者から購入した役務活動または自ら行った役務

活動 

第 4号 企業がある集団に従属することにより価額外の収益を獲得したが、集団内の関連者が

特に当該企業に対して行う具体的な役務活動を受領していない場合 

第 5号 その他の関連取引において補償を獲得した役務活動 

第 6号 その他の企業に直接または間接に経済利益をもたらすことができない役務活動 

 

 上記の第 1号は、企業の機能とリスクおよび経営に関係のない役務（サービス）活動に関係

する国外関連費用は、費用（税務上の損金）として認めないという基本原則を定めています。

この基本原則に従って、親会社の株主活動（第 2号）、親子会社の重複活動（第 3号）、偶発的

または受動的にベネフィットを受けている活動（第 4号）、対価が別途補償されている活動（第

5号）の費用性が否認されています。 

 

① 株主活動（第 2号） 

 

第 2 号は、株主活動に関するサービス活動であり、投資家としての株主が支配、管理、監督

のために提供するサービス活動は、その企業に経済的または商業的な価値を提供するものでは

ないため、その費用性が認められません。 

 

国家税務総局が 2014 年 7 月 29 日付で発遣した税総発[2014]146 号通知では、租税回避の疑義

が存在するサービスフィーとして次のものが列記されていました。これらは費用に計上できな

い株主活動の例示となっています。 

1 国内企業の経営、財務、人事等の事項について、計画策定、管理、監督等の活動を含む株主

サービスフィー 

2  国内企業がグループの統一管理に従うために支払うグループマネジメントサービスフィー 

近藤公認会計士事務所 

公認会計士 近藤 義雄 
kondoyoshio@nifty.ne.jp 

http://homepage2.nifty.com/kondo-cpa/ 
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 OECD 移転価格ガイドライン（2010 年版）では、株主活動サービスとして次のものが掲げられ

ています。 

 

a）  親会社自身の法的構造に関連する活動のコスト、例えば、株主総会、親会社の株式発行、

監視委員会のコスト 

b） 連結財務報告を含む親会社の報告要請に関連するコスト 

c） 資本の獲得のための資金を調達するコスト 

 

 国家税務総局が作成した国連提出文書では、この OECD 移転価格ガイドライン（2010 年版）に

ついて次のような意見が付されています。なお、国連提出文書の記載内容については若干の語

句を付記していますので直接の引用文ではありません。 

 

 中国は、OECD ガイドラインによって提案されたグループ内役務に関するフレームワークに同

意するが、OECD 移転価格ガイドラインで概説された分析に加えて、次の問題も考慮されるべき

であると信じている。 

 

1） 役務提供者と役務受領者の双方からの分析 

ベネフィット・テストを適用する時は、役務の受領者側からのみ検討されるのではなく、

代わりに、役務提供者と役務受領者の両方の側から分析が行われるべきである。1つの例と

して親会社によって提供される役務があり、それは親会社の戦略的な経営管理と関連して

いるが「株主活動」に分類されていないものである。子会社はこのような役務からベネフ

ィットを受ける場合があるが、親会社はさらにベネフィットを受けている。したがって、

子会社がこのような役務からベネフィットを受けているからという単純な理由で、親会社

は子会社に対してサービスフィーを請求すべきではない。 

 

2） 子会社の機能とコストに見合わないサービス 

ベネフィット・テストを実施する時は、その役務が子会社にとって必ず必要とされるかど

うかに関しても分析が行われなければならない。例えば、親会社によって提供される多様

な助言と法的サービスは、中国における製造子会社にとって実際にベネフィットを与えて

いる。ただし、これらのハイエンド・サービスは、子会社に与えられた機能とコスト・ベ

ネフィット分析の観点からは必要とされない場合がある。 

 

 上記の 1）では、例え、国外親会社のサービスの提供が株主活動に該当しない場合であっても、

中国子会社がベネフィットを受けている以上に国外親会社がベネフィットを受けている場合に

は、国外親会社はサービスフィーを中国子会社に請求すべきではないとしています。 

 

 上記の 2）では、国外親会社が中国子会社に提供している助言と法的サービスを提供して中国

子会社がベネフィットを受けている場合であっても、中国子会社の機能分析とコスト・ベネフ

ィット分析の観点からそのサービスが必要とされていない場合には、国外親会社はサービスフ

ィーを中国子会社に請求すべきではないとしています。 
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 OECD 移転価格ガイドライン（2010 年版）の改訂案となるグループ内役務討論稿では、株主活

動の例示として下記のものが追記されています。 

 

d） 親会社の関連する租税法についての遵法性に関連するコスト 

e） 多国籍企業全体の企業統治に付随するコスト 

 

 この討論稿は 終的な報告書ではありませんので変更される可能性がありますが、2010 年版

に比較して株主活動の範囲が若干拡大されています。ただし、上述した国連提出文書ではさら

に株主活動に該当しない一部のサービス活動についてもその費用性を否認する見解が示されて

います。16 号公告第 2号の実務が今後どのように運用されるか、慎重に見守る必要があります。 

 
② 重複活動（第 3号） 

 

第 3 号の「関連者が提供するもので、企業が第三者から購入した役務活動または自ら行った

役務活動」とは、主に親会社と子会社の活動が重複する役務活動のことであり、重複活動につ

いては、親会社は子会社にサービスフィーを請求すべきではないとしています。国連提出文書

でも次のように述べています。 

 

 OECD 移転価格ガイドラインの株主サービスの定義はあまりにも狭い。2010 年に出版された

OECD 移転価格ガイドライン改訂版では、株主活動にはマネジメント活動またはスチュワードシ

ップ活動はすでに含まれていない。このことは、これらの活動で、親会社がその子会社を経営

管理し支配することに関するサービスフィーを子会社に請求することができ、その子会社はそ

の課税所得を算定する場合にこれらの費用を控除できることを意味している。事実、発展途上

国の子会社の多くは、自身の経営管理チームを持っており、承認要請に基づいて親会社から経

営意思決定の承認を必要とするに過ぎない。このような状況では、これらのタイプのマネジメ

ント・サービスは重複した活動または株主活動である可能性があり、したがって親会社から請

求されるべきものではない。 

 

 この重複活動については、OECD のグループ内役務討論稿では次のように述べています。 

 

 一般論として、グループ内役務は、あるグループメンバーによって引受けられた活動が別の

グループメンバーが自己のために行っている役務、または第三者によってその他のグループメ

ンバーのために行われている役務を単に重複して行っている活動については見られることはな

い。例外が存在するのは、役務の重複が一時的な場合であり、例えば、多国籍企業グループが

その管理機能を中央集権化するために再編する場合である。もう 1つの例外は、重複が誤った

事業決定のリスクを減少させるために行われる場合（例えば、ある問題についてセカンド・リ

ーガル・オピニオンを得ることによって行われる場合）である。役務のあり得る重複を考慮す

るには、その役務の性質を詳細に検討する必要がある。ある会社が、例えば、社内でマーケテ

ィング・サービスを行っており、あるグループ会社からマーケティング・サービスについて請

求もされているという事実関係は、それ自体では重複とは判定しない、なぜならマーケティン
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グは多くのレベルの活動を対象とする幅広い用語であるからである。納税者によって提供され

る情報を検討して、グループ内役務が社内で行われる活動に対して、相違しており、追加的で

あり、または補完的であると判定する場合もある。 

 

 このように OECD 討論稿の議論では、重複活動＝費用否認ではなく、その内容を詳細に検討し

て判断すべきであるとしています。 

 

③ 偶発的ベネフィットと受動的関連性（第 4号） 

 

第 4 号では、損金不算入の例示として「企業がある集団に従属することにより価額外の収益

を獲得したが、集団内の関連者が特に当該企業に対して行う具体的な役務活動を受領していな

い場合」が記載されていますが、これに該当する内容は 146 号通知と国連提出文書には記載が

ありません。 

 

 OECD 移転価格ガイドライン（2010 年版）第 7 章では、これに関連する偶発的ベネフィット、

能動的関連性と受動的関連性について、次のように説明しています。 

 

 グループ内役務は一部のグループメンバーに対してのみ関連するが、偶発的に他のメンバー

グループにもベネフィットを提供する場合が一部にはある。 

 

関連企業は、単により大きな関心事の一部として帰属し得る偶発的ベネフィットを取得する

場合で、かつ何らかの特定な活動を行っていない時にはグループ内役務を受領したものと判定

されるべきではない。例えば、関連企業が関連関係という理由のみによって関連関係のない場

合に比べてより高い信用供与を得る場合には役務を何も受けてはいない。しかし、より高い信

用供与がその他のグループメンバーによる保証に基づく場合、またはその企業がグローバル・

マーケティングとパブリック・リレーション・キャンペーンからもたらされるグループの評判

からベネフィットを享受している場合には、通常は、グループ内役務が存在していることにな

る。この関係で、受動的な関連性は、そのグループの特定メンバーのベネフィット獲得潜在力

を積極的に強化する多国籍企業グループの持つ特質の行動的な促進力とは区別されなければな

らない。それぞれの事例はそれ自身の事実関係と状況に従って判定されなければならない。 

 

 ここで強調されているのは、ある企業グループに属する企業がそのグループに所属している

だけで得られるベネフィットは受動的なものであり、グループ内役務の提供を受けたとは言え

ないのでサービス費用は発生しない。これに対して、グループ内の他の企業によって例えば銀

行借入金の保証を受ける場合、またはグローバル・マーケティングのように積極的な関連性を

有する活動が存在する場合には、その役務活動についてはサービス費用を請求することができ

るということです。この 16 号公告第 4号は 2010 年版の OECD 移転価格ガイドラインに沿って導

入されたものと考えられます。 
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④ 補償済の役務活動（第 5号） 

 

16 号公告第 5号では、「その他の関連取引において補償を獲得した役務活動」の損金算入が否

認されています。この規定は、他の関連取引によってすでに対価が補償されている場合には、

役務活動のコストを損金算入してはならないことを定めています。 

 

 これに関連して、国連提出文書では 2つの例示を掲げて説明しています。 

 

1）  ロイヤルティとマネジメントフィー 

 

 グループ内役務を分析する時は、親会社から子会社への多様な役務の提供がその他の関連当

事者間取引の移転価格政策を通してすでに報酬が支払われていないかについて検討が行われな

ければならない。例えば、親会社がその子会社に無形資産を提供して、関連する残余利益（例

えば、その子会社からロイヤルティを受領すること）を共有する時は、親会社はマネジメント

活動または支配活動に関する追加のマネジメントフィーを子会社に別途、請求してはならない。 

 

2）  進料加工製品のフルコスト・マークアップと原材料コスト減額のサービスフィー 

 

もう 1つの例は、親会社がそのグループのために原材料を購入することに関連して子会社に

サービスフィーを請求する時は、原材料コストの減額によって子会社がベネフィットを受ける

ことを許し、しかも同時に、子会社は親会社に完成品を販売するので、完成品の移転価格は（独

立企業原則に準拠したマークアップを前提とした）フルコスト・マークアップ基準で算定され

る。この例では、原材料コスト減額の 終的受益者は親会社である。したがって、子会社はグ

ループ内購入サービスの提供について親会社にサービスフィーを支払うべきではない。 

 

 上記 2つの例示は国家税務総局が独自に提示したものであり、BEPS のグループ内役務討論稿

では該当または類似の内容は記載されていません。 

 

 次月号では、国外関連費用と無形資産との関連性を解説します。 
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中国の M＆A におけるリストラ対策 

 

 

 世界の工場から世界のマーケットに変貌を遂げつつある中国では「クロスボーダーM＆A（国

境を越えた企業間の買収・合併）」が毎日のようにニュースに取り上げられています。M＆Aにお

いてはしばしば、 大の効果を得るために大規模なリストラを伴うことがあります。本稿では、

この問題に関する法的対応について解説することにより、中国での事業展開を図る日本企業に

おいて、M＆Aをより身近なものにしていただきたいと考えております。 

 

1.M＆Aが従業員の利益に与える影響 

 ご存知のとおり、M＆Aとは、一方の企業が他方の企業のコントロール権を獲得するために行

う経済活動をいいます。この活動は常に複雑な取引プロセスを伴い、ネゴシエーション（交渉）、

デューディリジェンス（調査）、バリュエーション（評価）、許認可の取得、おびただしい量の

契約の締結など、一連の手続きを経由しなければなりません。 

 

 ターゲット企業が買収されて法人格がなくなる場合において、買収企業がターゲット企業の

従業員をすべて吸収し、そのまま雇用を維持できるというのが理想的な形です。しかし実務的

には、多くの企業にとってそれは非常に困難を極めます。そのため、M＆Aの過程においては、

企業は組織の再編を行うとともに、従業員、特にターゲット企業の従業員の既得権に対して、

重大な影響を及ぼし、その時期がいつになるかは別にして、リストラを伴うことがほとんどと

なっています。 

 

 2015 年 5 月時点で、中国のA株市場において上場企業が発表したM＆A案件は 793 件にのぼり、

取引総額は 4,852 億元に至りました（WIND資訊の統計による）。その中で有名なリストラ事例と

して、IT企業「58 同城」が同業界の「中華英才網」を買収した後に、3,000 人以上の従業員を

リストラしたというのがあります。また、ネット動画系企業である「愛奇芸」が同種の企業「PPS」

を買収してわずか 22 日後に、約 10％の従業員をリストラした事件も有名な例として挙げられま

す。 

 

2.リストラの種類と中国の関連法整備 

 中国における企業のリストラは、その発生原因により、一般的には 3つに分類されています。

すなわち、経済性リストラ、優化性リストラ及び構造性リストラです。 

 経済性リストラとは、市場の縮小や企業の経営不振により、売上が大幅に下がり、危機的状

況に直面する場合に、経営コスト等の削減をするために、やむを得ず行う解雇行為です。 

 優化性リストラとは、企業が人材の素質を維持するために、会社の業績評価システムに基づ

き、給与と成果が一致しない従業員を解雇する行為です。 

 そして、構造性リストラとは、企業の経営方針、提供する商品やサービスが変化したことに

より、組織構造において分離、再生、消滅等の変化が生じ、それに伴い起こる解雇行為であり、

大丁草企業管理諮詢(上海)有限公司 

（ガルベラ・パートナーズ上海） 

董事長 パートナー 吉住 幸延 

china@gerbera.co.jp 
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M＆Aにおいて起こりうるものもこの構造性リストラということができます。 

 

 1994 年に公布された『中華人民共和国労働法』は、経済性リストラについてのみ規定してい

ます。同法第 27 条では、以下のように定められています。 

 

労働法 第 27 条 

使用者が倒産に瀕して法定の企業整理手続きを進めたことにより、あるいは経営において重

大な困難が生じたことにより、人員削減を要する時は、30 日前までに労働組合または従業員全

員に対して状況の説明をしたうえで、労働組合または従業員から意見を聴取し、労働行政部門

に対して報告を行ったあと、人員を削減することができる。使用者が本条の規定に依拠して人

員を削減し、6 ヶ月以内に人員を採用する場合は、削減された人員を優先的に採用しなければ

ならない。 

 

 年々増えつつあるM＆Aのプロセスのなかで生じている構造性リストラ問題に対しては、2008

年に施行（2013 年一部法改正）された『中華人民共和国労働契約法』において、ようやく新た

な法的根拠が打ち出されました。同法第 41 条では、以下のように定められています。 

 

労働契約法 第 41 条 

下記の状況のいずれにあり、20 人以上又は 20 人未満だが企業従業員総数の 10％以上の人員削

減が必要な場合は、使用者は 30 日前までに労働組合または全従業員に対して状況を説明し、

労働組合または従業員の意見を聴取したあと、人員削減方案を労働行政部門に報告したうえで

人員削減を行うことができる。 

（1）企業破産法の規定に基づき企業再編を行う場合 

（2）生産、経営が極めて困難になった場合 

（3）企業の製品転換、重大な技術革新又は経営方式に調整が生じ、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 

（4）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 

 

人員削減に当たっては、下記の人員を優先的に継続して雇用しなければならない。 

（1）使用者と比較的長期間の固定期間のある労働契約を締結している者  

（2）使用者と固定期間のない労働契約を締結している者 

（3）家庭内に他に就業者がなく、扶養を必要とする老人又は未成年者を有する者 

 

使用者が本条第 1 項の規定により人員削減を行い、6 月以内に新たに人員を募集・雇用する場

合は、削減された人員に通知し、かつ同等条件下においては削減された人員を優先的に募集・

雇用しなければならない。 
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 この条文はリストラ問題に対して、初めてM＆Aのプロセスにおいて生じた構造性リストラに

対する合法的な法理根拠を与えました。 

 

 さらに、各地方政府レベルにおいても関連政策や規定が制定されました。そのうち代表的な

ものは、上海市人力資源社会保障局が 2009 年に労働契約法に基づき公布した『雇用単位法に従

って人員削減を実施することに関する報告通知』です。 

 

 当該規定は、現在上海市における企業がリストラを実施する際に必ず従わなければならない

地方規定となっています。次項にて、具体的なプロセスについてご案内します。  

 

3.リストラの具体的なプロセス 

 上海における企業がリストラを実施しようとする際に、法律や地方規定に基づき、下記のプ

ロセスを行わなければなりません。 

 

リストラの具体的プロセス 

1、労働契約法第 41 条の規定に従い、今回実施するリストラの法定原因を明確にする 

2、削減予定の従業員人数及び比率が、リストラの条件を満たせるかどうかを確認する 

3、リストラの方案を策定する 

4、従業員全体または労働組合に状況説明を行う 

5、労働組合又は従業員の意見を聴取し、同時にリストラ方案をめぐる協議を行う 

6、1 ヶ月経過後、労働行政部門に報告し、必要書類を提出する 

7、労働行政部門から受領を証する文書を受け取る 

8、 終的なリストラ案を公布し、リストラを実施し、リストラ証明書を配布し、対象従業員

に対して経済補償金を支払う 

 

 上記のプロセスは、企業がリストラを実施する際に必ず守らなければなりません。もし、こ

れらのプロセスの進行に何か瑕疵があった場合、違法リストラの法的判断が下される恐れがあ

ります。したがって、リストラの実施プロセスにおいて、企業が細かいところまで、しっかり

法律規定を守れるかどうかが、リストラの成否を分けることにもつながります。 

 

 「労働契約の解除」には、協議一致による解除、労働者側からの一方的な解除、労働者の過

失を起因とする企業からの一方的な解除、労働者の非過失を起因とする企業からの一方的な解

除、及びリストラのような企業からの一方的な解除など、さまざまな類型が含まれています。

そのなかで、リストラは、顕著な一方性、強制性、個人協議を必要としない等の特徴も有して

おり、労働者の非過失性原因による解除ではありますが、関連法規に従うことで、合法的な解

除手段として認められることも十分可能だということを意味しています。 

 

4.リストラ対象の選択 

 企業がリストラを実施する場合、常に競争力の低い従業員を選択することが想定されますが、

下記の従業員をリストラ対象として選択する際は、特に注意しなければなりません。  
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 まず第一は、法律規定により特殊な保護を与えられ、リストラしてはいけない、いわゆる特

保人員と呼ばれる従業員で、以下に掲げる者がこれにあたります。 

 

1．労働契約法第 42 条に定められた職業病を患っている従業員、業務上傷害で療養中の従業員 

2．「三期」（妊娠期、出産期、授乳期）にあたる女子従業員 

3．「15＋5」（連続満 15 年以上勤務し、法定退職年齢まで 5年未満）の従業員 

 

 次に、労働契約法第 41 条第 2 項（前述）では、3 種類の優先的に雇用しなければならない人

員が定められています。すなわち、長期間契約者、非固定期間契約者、及び家庭内に養育する

人がいて幇助者がいない従業員になります。 

 

 そして 後に、 も注意すべきなのは、試用期間中の従業員です。彼らに対しては、労働契

約法第 21 条において、「試用期間にある従業員が労働契約法第 39 条、第 40 条第 1項および第 2

項の条件を満たす場合にのみ、彼らの労働契約を解除できる」と規定されています。試用期間

中の従業員のリストラを満たす条件に第 41 条が含まれていないため、リストラで試用期間にあ

る従業員を解雇することは、非常に高い法的リスクがあるといえます。現段階におけるリスク

回避の方法としては、協議による解雇あるいは試用期間満了後リストラをすることなどが考え

られます。 

 

労働契約法 第 39 条 

労働者に下記の状況のいずれかがある場合、使用者は労働契約を解除することができる。 

（1）試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合 

（2）使用者の規則制度に甚だしく違反した場合 

（3）著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者に重大な損害を与えた場合 

（4)労働者が同時に他の使用者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

影響を与えたか、又はそれを使用者が指摘しても是正を拒否した場合 

（5）本法第二十六条第 1項で規定する状況により労働契約が無効とされた場合 

（6）法により刑事責任を追及された場合 

 

労働契約法 第 40 条 

下記の状況のいずれかがある場合、使用者は 30 日前までに書面により労働者本人に通知する

か、又は労働者に対し 1ヶ月の賃金を余分に支給した後、労働契約を解除することができる。

（1）労働者が罹病又は業務によらない負傷により、規定の医療期間満了後も元の業務に従事

することができず、使用者が別途手配した業務にも従事することができない場合 

（2）労働者が業務を全うできないことが証明され、職業訓練又は職場調整を経てもなお業務

を全うできない場合 

（3）労働契約の締結時に依拠した客観的な状況に重大な変化が起こり、労働契約の履行が不

可能となり、使用者と労働者が協議を経ても労働契約の内容変更について合意できなかった

場合 
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5.リストラの経済補償について 

 法律上、リストラの補償金については、労働契約法第 47 条が根拠となっています。 

 

リストラの実施は、必ずリストラの通知をしてから少なくとも 30 日を経なければならないと

いう法律規定があるため、この 30 日分の給料は、従業員の正常な出勤に伴い支給されることに

なります。しかし、企業はその 1 ヶ月の賃金を従業員に払うことで、30 日間の通知期間を待た

ずして労働契約を解除することもあります。 

 

実務上、多くの従業員や企業の人事部担当者が労働契約を解除する際に、常に 1 ヶ月分の代

わり通知金（中国では「代通金」といいます）の支払いを要求し、または同意しますが、リス

トラの過程において、30 日間の通知期間を経た場合は、企業は代通金を支払う必要がないとい

うことになります。 

 

6.M＆Aに伴うリストラにおける留意点 

 まず、企業がリストラを行う原因を明確にしなければなりません。リストラに関する発言に

ついては、企業の役員あるいはスタッフいずれも慎重にしなければなりません。もし、企業が

リストラを行う原因に合理性の問題があり、仲裁や訴訟に至る際に企業が提出した資料とリス

トラ原因とが一致しないという状況が生じた場合は、企業にとって不利な結果を招く恐れがあ

ります。したがって、企業が自らの状況をしっかり分析し、リストラを行う法的原因を明確に

し、その後に行う広報において、すべての「窓口」の論調を統一すべきであると考えます。 

 

 次に、企業はリストラのすべてのプロセスにおいて、必ず法律規定に定められた手順に基づ

き作業を進め、ひとつひとつの作業の詳細をしっかりと記録しなければなりません。リストラ

の各段階においては、慎重な対応が必要となります。労働組合、政府関連部門、弁護士、心理

カウンセラー、就職コンサルタントなどの専門家をうまく活用し、企業と従業員との間におい

て、あっせんなどの手段をとることで、リストラの影響を 小限に抑えるべきであると考えら

れます。 

 

 そして、リストラの際の経済補償案については、協議の段階で企業側が提案する補償案はな

るべく法律規定に定めているボトムラインをやや上回る金額を提示するのがベストといえます。

そうすることで、たくさんの従業員が協議を受け付けないような事態に陥るリスクを軽減でき

るのではないでしょうか。 

労働契約法 第 47 条 

経済補償は、労働者が本使用者に勤務していた年数に照らし、1年ごとに賃金 1ヶ月分を基準と

して労働者に支払われる。6ヶ月以上 1年に満たない場合には 1年として計算する。6ヶ月に満

たない場合は、労働者に半月分の経済補償を支払う。労働者の月賃金が使用者の所在直轄市、

区を設ける市級人民政府の公布する本地区の前年度従業員の平均賃金の 3倍を上回る場合には、

これに支払う経済補償の基準は労働者の月平均賃金の 3 倍の金額を支払い、これに支払う経済

補償の年数は 高で 12 年を超えない。 
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 後に、リストラの進行過程において、集団協議という手段も重視しなければなりません。

すなわち、協議で解雇できるのであれば、協議で労働契約を解除したほうがより効果的と考え

ます。『上海市集団契約条例』第 13 条の規定によると、「一方の当事者がリストラによる相手方

の当事者に対して集団協議の提案を提出する場合には、相手方の当事者がそれを拒絶し又は遅

らせてはならない」とあります。そのため、集団協議を通じて企業と従業員との間の利益衝突

を大幅に軽減し、お互いに調和と交流を進めることにより、双方の対立問題を融和、解決し、

終的に円満に目標を達成することができると考えます。 
 
上海市集団契約条例 第 13 条 

集団協議は、双方のいずれか一方は、相手方に対して書面により集団協議を提案すること

ができる。相手方は当該提案書の提出日から起算して 15 日以内に書面により回答しなけれ

ばならず、もし集団協議を拒否する場合は、正当な理由がなければならない。 

集団協議は、いずれか一方が相手方に対して以下に掲げる事項について集団協議を提案す

る場合、相手方はこれを拒否または回答を引き延ばすことができない。 

（1）20 人以上あるいは 20 人未満であるが従業員の 100 分の 10 以上の人員を削減する必

要がある場合 

（2）労働争議により集団的創業停止や陳情が生じた場合 

（3）生産工程において重大事故原因が隠れていたり、職務上の危険が存在する場合 
 
 
 
 
 

  
吉住幸延 
 
大丁草企業管理諮詢（上海）有限公司 
（ガルベラ・パートナーズ上海） 
 
董事長 社会保険労務士 

 
 

1993 年慶応義塾大学在学中に北京師範大学へ留学し、大学卒業後は株式会社ヤオハ
ン・ジャパンで中国ビジネスに関わる。2005 年に東京と大阪で税理士、社会保険労
務士、司法書士など国家資格者によるワンストップサービスを行うガルベラ・パー
トナーズ・グループを立ち上げ、現在は中国、香港、ベトナム、タイ、シンガポー
ルに現地法人を置いて、日本企業の海外進出をサポート。海外赴任規程の作成支援
は全国 200 件以上にのぼり、海外駐在員の給与、税金、社会保険を得意とする。 
 
ガルベラ・パートナーズの中国進出支援 http://business.chinafocus.jp/ 
ガルベラ・パートナーズの香港進出支援  http://hongkong-support.com/ 
ガルベラ・パートナーズの国際労務支援 http://www.kokusairoumu.com/ 
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◎ 上海本店 ● 大連支店 ● 青島支店
上海市浦東新区世紀大道100号 遼寧省大連市西崗区中山路147号 山東省青島市市南区香港中路59号

上海環球金融中心 森茂大厦23階、24階-A 青島国際金融中心44階

　21階（業務窓口）、23階（来賓受付） Tel:(86-411)83602543 Tel:(86-532)80970001

Tel:(86-10)65251888 安徽省合肥市包河区馬鞍山路130号

万達広場7号写字楼19階

Tel:(86-551)63800690

○ 東京本店　中国営業推進部 ○ 香港オフィス ○ 台中支店
東京都千代田区大手町1-5-5 金鐘道88號太古廣場2座17階 台中市府会園道169号敬業楽群大楼

Tel:(03)5220-8734 Tel:(852)21033000 8階

Fax:(03)3215-7025 Tel:(886-4)23746300

○ 九龍オフィス
■ 南京駐在員事務所 九龍海港城永明金融大樓16階 ○ 高雄支店
江蘇省南京市広州路188号 Tel:(852)21025399 高雄市中正三路2号国泰中正大楼12楼

蘇寧環球套房飯店2220室 Tel:(886-7)2368768

Tel:(86-25)83329379 ○ 台北支店
台北市敦化北路167号宏国大楼2楼

■ 厦門駐在員事務所 Tel:(886-2)27153911

福建省厦門市思明区厦禾路189号

銀行中心2102室

Tel:(86-592)2395571

環球金融中心 西楼8階 ● 合肥支店

みずほ銀行

Tel:(86-21)38558888 ● 天津和平出張所 江蘇省常熟高新技術産業開発区

天津市和平区南京路75号 東南大道333号科創大廈7階
● 北京支店 

天津国際大厦1902室 Tel:(86-512)67336888 
北京市朝陽区東三環中路1号

Tel:(86-22)66225588

新成東路20号濱海新区金融街 東安大厦18階D、E室
● 上海自貿試験区出張所

（東区）写字楼E2座ABC楼5階 Tel:(86-512)67336888
上海市浦東新区基隆路55号　　　　　　

Tel:(86-22)66225588
上海国際信貿ビル7階 ● 常熟出張所

　外為関連（ex.1271） ● 天津支店 ● 昆山出張所
　その他商品（含債券）関連（ex.1203） 天津市天津経済技術開発区 江蘇省昆山市昆山開発区春旭路258号

皇崗商務中心1号楼30楼 旺墩路188号建屋大厦17階
　CMS関連（ex.1230）

Tel:(86-755)82829000 Tel:(86-512)67336888
　ｼﾝｼﾞｹｰｼｮﾝ関連（ex.1250）

　中国営業開発部 Tel:(86-510)85223939 Tel:(86-27)83425000

Tel:(86-21)38558888
● 深圳支店 ● 蘇州支店 

　人民元国際化関連（ex.1219）
広東省深圳市福田区金田路 江蘇省蘇州市蘇州工業園区

　ﾄﾚｰﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ関連（ex.1220）

● 無錫支店 ● 武漢支店 
　中国アドバイザリー部

江蘇省無錫市新区長江路16号 湖北省武漢市漢口解放大道634号
Tel:(86-21)38558888

無錫科技創業園B区8階 新世界中心A座5階

紅梅小区81号ビル古耕国際商務大厦22階 華夏路8号合景国際金融広場25階
　中国営業第三部

Tel:(86-411)87935670 Tel:(86-20)38150888
Tel:(86-21)38558888（ex.1857）

みずほ銀行の中国ビジネスネットワーク

みずほ銀行（中国）有限公司

　中国営業第一部・第二部 ● 大連経済技術開発区出張所 ● 広州支店 
Tel:(86-21)38558888（ex.2460） 遼寧省大連市大連経済技術開発区 広東省広州市天河区珠江新城


