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--  EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy --
中国経済 “パンダ債”の新展開 

人民元国際化の帰結として、国際通貨基金（IMF）の特別引出権（SDR）における人民元の取扱いが議論さ

れる中、中国の市場開放策の一環としてパンダ債への取り組みが加速している。10 月には、香港上海銀行

（HSBC）と中国銀行の香港現法（BOC 香港）がパンダ債を発行しており、人民元調達基盤拡充との観点よ

り、将来的には本邦企業による活用の可能性もあろう。本稿では、パンダ債の商品性や検討経緯をご紹介

したい。 

産業・地域政策 
中国新型都市化建設のための資金調達における PPP 活用の

可能性と将来展望 

2020 年の「小康社会」全面的実現という目標に向け、都市と農村の一体化を主眼とした「国家新型都市化

計画」（2014～2020）が 2014 年 3 月に公表された。この実現のための資金需要は大きく、これまでの財政投

融資制度と拡大傾向の政府債務事情のもとでは賄うことが出来ないため、資金調達の主な手段として PPP

手法の利用促進が重要視されている。本稿は、中国の新型都市化の主要目標と関連推進事業及び資金需

要規模を概観したうえ、中国政府による PPP 事業の取り組み動向（成果と課題）と都市化資金への活用意

義と可能性について考察・展望する。 

中国アドバイザリーの現場から 中国における環境ビジネス展開の留意点について 

2015 年 1 月に施行された中国の改正環境保護法は罰則や告発等が強化され、当局の取り組みも本気モー

ドの局面を迎えている。中国の環境ビジネス市場は拡大が見込まれ、日系環境関連企業進出のチャンスが

到来している。本稿では、日系環境関連企業が中国において環境ビジネスを展開するにあたって留意すべ

きポイントを説明する。 

中国戦略 中国のオンライン消費者像 

KPMG では中国の消費者動向を把握するため大規模なアンケート調査を実施している。今回から数回にわ

たり 2015 年消費者調査の結果を報告する。本稿では、Mei.com 及びレーンクロフォードの経営トップのイン

タビューを紹介しながら、中国ラグジュアリー商品 E コマースの成長と要因について議論する。 

法務 中国越境 Eコマースに関するリーガルな考察 

越境 E コマースによる中国の海外商品取引は、国際貿易ルートより利便性が高く、その利用が急速に拡大

している。この動向に対応するため税関は政策転換し、監督管理業務を簡易化するとともに保税区を活用

した越境 E コマース方式を認めた。本稿では、中国の越境 E コマース関連規定を紹介し、その現状と課題に

ついてリーガルな観点から考察する。 

税務会計 BEPS と特別納税調整実施弁法（草案） 

2015 年 9 月 17 日に企業所得税法の特別納税調整実施弁法の意見徴求稿（草案）が発表され、10 月 10 日

には BEPS の中国語翻訳版が発表された。中国政府がこの数年 BEPS とどのような関わり方を取ってきた

か、特に中国の移転価格実務と BEPS との関係を検討することによって、今回の草案の重要な改正ポイント

を把握することができる。 

人事労務 労働契約法に定める経済補償金について 

中国では人件費の高騰とともに、賃金をめぐる労働トラブルも多発しており、これらに悩まされている日系企

業も少なくない。今回は、従業員と労働契約を解除する際に支払義務が生じる経済補償金について、その

発生ケースごとにまとめた。また、法律で定められている経済補償金の 低支給基準や計算方法について

解説するとともに、経済補償金の上限に関する実務上の見解についても、事例をまじえて掲載する。 
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“パンダ債”の新展開 

～本邦企業の活用に向けた現状整理～ 
 

 

 

 

 10 月に、香港上海銀行（HSBC）と中国銀行の香港現地法人（BOC 香港）がパンダ債を発行し

た。パンダ債とは、中国国内（本土）で非居住者が発行する人民元建て債券を指す1。中国政府

は過去より段階的にパンダ債発行を進めてきた経緯があるが、人民元国際化における市場開放

の流れの中で、足元取り組みが加速しているようだ。本稿では、将来的な本邦企業のパンダ債

発行を念頭に現状整理を試みたい2。 

 

1．パンダ債概論 

 人民元の調達に関しては、オンショア（中国本土）かオフショア（中国国外）か、もしくは

直接調達か間接調達か、等により様々な手法が存在する（図表 1）。 

 人民元の調達においては、当初

はオンショア（中国本土）での間

接金融（ローン）が中心であった

が、人民元国際化等により足元は

オフショア・直接調達の可能性が

広がっている。特に、債券発行に

よる直接調達に関しては、中国本

土の債券（本土債）市場の規模が

世界第 3 位（5.2 兆ドル,2014 年

末）に到達すると共に、オフショ

アにおいても、点心債等の人民元 

建て債券発行が、量的・地理的に顕著な拡大を見せている。一方、パンダ債の発行事例は現時点

で 7件と極めて限定的であり、取り組みが遅れている感は否めない。 

 パンダ債はオンショアの直接調達に分類され、前述の通り中国国内（本土）にて非居住者が

発行する人民元建て債券である。日本の債券市場における商品性との比較では、サムライ債（日

本の国内債券市場における非居住者が発行する円建て債券）に該当する。 

 パンダ債発行の第 1 号は、2005 年の国際金融公社（IFC）およびアジア開発銀行（ADB）であ

る3。これらの国際開発金融機関は、各国の金融・資本市場の育成を促すべく、戦略的に各国オ

ンショア市場における債券発行を実施しており、パンダ債の発行もその一環と言えよう4。なお、

IFC や ADB のパンダ債発行を踏まえ、中国政府は 2010 年に「国際開発機関人民元債券発行管理 

                                                  
1 パンダ債については、中国政府内の所管に応じ『国際債』（International Bond）との呼称が用いられることもあるが、本

稿における呼称は『パンダ債』に統一したい。 
2 パンダ債の詳細については、拙稿「パンダ債の解禁」（Mizuho Capital Markets Insight Vol.13-3, 2014/2/14）および「『人

民元建て債券市場』の成立」（Mizuho Capital Markets Insight Vol.14-3, 2014/11/5）をご参照頂きたい。 

「『人民元建て債券市場』の成立」  http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/rmb/pdf/rmbbond.pdf 
3 IFC は 2006 年、ADB は 2009 年にもパンダ債を発行している。 
4 例えば、日本におけるサムライ債第 1号は ADB（1970 年）であり、第 2号は国際復興開発銀行（世界銀行, 1971 年）である。 

みずほ銀行 

証券部 調査チーム 

村松 健 

ken.muramatsu@mizuho-bk.co.jp 
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暫定弁法」5を制定し、国際開発金融機

関によるパンダ債発行に関する法制度

整備を行っている。 

 民間企業によるパンダ債発行第 1 号

は、2014 年 3 月のダイムラーである。

また、国際通貨基金（IMF）の特別引出

権（SDR）における人民元の取扱いを巡

る議論が活発となる中、9 月には HSBC

と BOC 香港のパンダ債発行が実現する

こととなった。 

 足元は、本邦企業の人民元調達ニーズは乏しいようだが、中国市場・ビジネスの規模や人民元

国際化によりオフショアでも人民元の活用余地が拡大する可能性を踏まえると、人民元の調達基

盤拡充は本邦企業にとっても課題となろう。パンダ債は、潤沢な人民元の流動性を要する中国本

土において親会社のクレジットによる資金調達を可能とするものであり、本邦企業の人民元調達

において、有用なツールとなる可能性がある。 

 以下では、ダイムラーおよび HSBC・BOC 香港のパンダ債発行を振り返ると共に、本邦企業の活

用に向けた課題を整理してみたい。 

 

2．ダイムラーによるパンダ債発行 

 ダイムラーは、昨年 3 月に民間企業としては第 1号のパンダ債を発行した。発行額は 5億元、

期間は 1年、利率は 5.2％であった。利率については、同時期の有力国有企業による債券発行の

平均を下回っており、相対的に優位なファイナンスであったものと考えられる。 

 ダイムラーのパンダ債発行における中国政

府の意図としては、洗練された態様を有する

非居住者に債券発行市場を開放することで、

中国国内の債券市場の成熟化や金融ビジネス

拡大への触媒となることを期待したようだ。

また、中国の習近平国家主席が 3 月末にドイ

ツを訪問したことも、背景として意識する必

要があるようにも思われる。 

 一方、ダイムラーのパンダ債発行においては、いくつかの課題が浮き彫りとなっているが、本

邦企業の活用との観点からは、特に、①会計基準、および②対外債務管理、が重要と思われる。 

 まず①会計基準に関しては、ダイムラーは国際財務報告基準（IFRS）採用企業であり、パン

ダ債の発行時の開示においては、中国政府が既に中国会計基準と IFRS の同等性を認識している

ことから、IFRS をベースに中国会計基準との差異に説明を加える形が採用された。すなわち、

既存の決算を中国会計基準ベースに読み替える必要は生じなかった。 

 また、②対外債務管理に関しては、パンダ債によって調達された資金は、本質的には中国の

国内資金であるが、パンダ債の発行体である親会社より子会社への「外債」として扱われるこ

とが確認されている。よって、パンダ債の発行体である親会社から親子ローンで人民元調達ニ
                                                  
5 中国人民銀行 財政部 国家発展改革委員会 中国証券監督管理委員会公告[2010]第 10 号 
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ーズを有する中国現地法人に貸与した場合は、中国現地法人の外債枠が費消されることとなる6。

ダイムラーのパンダ債発行は、資金需要が旺盛な中国のオートローン子会社の資金調達の一環

として考えられたものと推定されるが、オートローン会社に関しては、所管する中国銀行監督

管理委員会（CBRC）の規制において外債の活用が禁じられており、結果として、ダイムラーは

パンダ債発行で獲得した人民元を、中国のオートローン子会社に直接親子ローンで貸与するこ

とは出来なかったようだ。 

 ダイムラーの事例を参考に、本邦企業のパンダ債発行を考えたい。まず①会計基準に関して

は、本邦企業が多数利用する日本会計基準や米国会計基準は中国において認められておらず、

パンダ債発行においては IFRS 採用企業であることが大前提となる。また、②対外債務管理につ

いては、外債扱いとなる以上、相対的に発行手続き等が簡便なオフショア人民元建て債券と、

対外債務管理における差異が見いだせず、パンダ債発行のインセンティブを欠く状況にある。

外債枠を有する一般事業法人においては、外債枠を緊急時に海外から資金供給を行うために空

けておくといった考え方も多く見られることにも配慮が必要であろう。加えて、CBRC の監督下

にあるオートローン会社については、相対的に人民元需要が旺盛であり、調達基盤拡充に関し

意識が高いものと思われるが、そもそも外債枠が存在せず、パンダ債で獲得した人民元を子会

社で活用することが出来ないこととされている。これらを踏まえると、日本会計基準と米国会

計基準が中国において活用可能となること、また、対外債務管理における内債扱いが本邦企業

のパンダ債活用のポイントとなりそうだ。 

 

3．HSBC と BOC 香港のパンダ債発行 

 このような環境下、9月と 10 月に HSBC と BOC 香港が、パンダ債を発行した。この動きは、人

民元の SDR 入りの議論と密接にかかわっている。 

 SDR は 1969 年に IMF が加盟国の外貨準備資産を補完する手段として創設した国際準備資産で

あり、現在はユーロ、日本円、スターリング・ポンド、および米ドルの通貨バスケットから構

成される。SDR の構成通貨は 5 年毎に見直しが行われており、今年（2015 年）が再評価の時期

となっている。中国政府は外貨準備としての適格性を意味する人民元の SDR 入りを人民元国際

化の象徴ととらえており、今回のタイミングで人民元の SDR 入りが見送りとなり 2020 年に再挑

戦することは、耐えられないとの意識があるようだ。報道等からも、中国政府は、IMF に対し

SDR 入りに向けた積極的な取り組みを進めている様子がうかがえる。 

 一方、SDR 入りにおいては、「貿易の量」と「取引の自由度」が問われることとなるが、IMF

の審査においては、特に後者が問題視されているようだ。中国の資本市場の開放は「取引の自

由度」を示す重要な指標となっており、中国政府は、パンダ債の発行を開放を示す有力な PR 材

料として捉えていることが想定される。人民元の SDR 入りにつき、IMF は年内に結論を出す方針

と思われ、今般の発行タイミング（9～10 月）は、IMF の検討を意識したものと言えよう。 

 なお、今回香港法人が発行体として選ばれたことは、中国本土と香港の制度の同等性を背景

としたものと思われる。ダイムラーのパンダ債発行の説明で会計基準についてはコメントした

が、この点は、会計基準に留まらず監査などについても課題となる。IMF の検討スケジュールを

                                                  
6 中国の対外債務管理規制において、中国現地法人が親子ローン等の対外債務（外債）を負う際は、外債枠（投注差：登記上

の「総投資額」と「登録資本金（注冊資本金）」の差額）の範囲内でのみ認められており、また、全ての外債は国家外貨管理

局（SAFE）にて登記を行う必要がある（外債登記）。 
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意識し時限性がある中、中国本土と も制度上の同等性が担保された香港の現地法人が発行体

として選定されたことは、合理的な選択として理解出来よう。また、発行体が金融機関であっ

たことも、検討期間が限られる中、人民元調達ニーズを有すると共に信用力が比較的高く、債

券発行に手慣れていることが評価されたものと思われる。 

 なお、今後の注目点は調達した資金の行方であろう。中国本土の外資系金融機関は機動的な

外債の活用が認められておらず、調達した資金を中国本土のエンティティへ親子ローンで貸与

することは事実上難しい状況と思われる。この点については、今後 HSBC の動向が注目される7。 

 人民元の SDR 入りといった背景を踏まえると、中国政府はパンダ債発行の活発化に関し、強

いインセンティブを有していることが予想され、本件に留まらず、継続的な発行が見込まれる。

中国においては、パイロット案件を経て各種ルール整備が進展するケースが多いように思われ

る。パンダ債の発行に関しては、国際開発金融機関を対象とした法律（管理弁法）しか存在し

ておらず、今後、民間企業を対象とした法制度整備進展し、発行体の要件等、ルールが明確化

されることが期待される。 

 

4．本邦企業のパンダ債発行に向けた現状整理 

 後に、本邦企業のパンダ債発行に向けた現状整理を行ってみたい。 

 本邦企業は足元こそ人民元調達ニーズは乏しいものの、中国市場・ビジネスの規模を踏まえ

ると、将来的に人民元の安定調達基盤の拡充が財務上の課題となる蓋然性は高い。特にパンダ

債は、中国現地法人ではなく親会社（本社）のクレジットで潤沢な人民元の流動性を有する中

国本土資本市場にアクセスすることを可能とする商品であり、経常黒字かつ社会福祉制度の整

備の進展により機関投資家の成長が予想される中国の経済・金融環境や、人民元国際化の進展

を踏まえると、戦略的な対応を要する資金調達手法と思われる。 

 一方、本邦企業のパンダ債発行には課題も多い。本邦企業の IFRS 適用実績は着実に増加して

いるものの、日本会計基準および米国会計基準適用会社も多く、会計基準が第 1 のハードルと

なる。また、本稿では詳細は触れなかったが、たとえ IFRS 適用企業であったとしても、監査・

格付・中国語対応、といった発行実務における課題が第 2 のハードルとして存在している状況

である。また、本稿で説明した通り、対外債務管理も第 3 のハードルとして意識する必要があ

ろう。オートローン会社以外は外債枠を有しており親子ローン等での貸与は可能であるものの、

外債枠を費消することが望ましくない局面や、機動的な対応が難しい場合も想定される。 

足元、日中間は対話再開の兆しが見られる。2度の日中首脳会談が実現し、6月には北京にて

日中財務対話も行われた。また、先般の G20 会合においては、麻生財務大臣が中国の楼財政部

長に対し、東京市場への RQFII・人民元クリアリングバンクの設置を要望している。日本経済に

とって、中国の重要性は疑うべくもなく、政治的な距離が縮まる方向性にある中、本邦企業の

パンダ債発行は意義深いものとなろう。課題は多くかつ解消には制度面への踏み込みを要する

ことが予想される。官民連携での取り組みによる着実な取り組みに期待したい。 

 

以 上 

                                                  
7 なお BOC に関しては、香港現地法人がパンダ債発行で獲得した資金（人民元）を、海外事業で活用する模様。 
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中国新型都市化建設のための資金調達 
におけるPPP活用の可能性と将来展望 
 

1．はじめに 

 2014 年 3 月、「国家新型都市化計画（2014～2020）」により 2020 年までの中国都市化発展の青

写真（4 分野 18 項目にわたる政策目標。表 1）が示された。

以前、本誌 1でも同計画の作成背景と政策骨子を紹介し、その

計画目標と直面する課題に関する考察を試みたが、政策発表か

ら 1 年半以上経ち、中国経済のスローダウンと政府債務の拡大

が明確になってきた中で、同計画の目標達成のための体制整備

と資金確保について改めて検討すべき状況となっている。 

 本稿は、新型都市化計画の主要目標と重点実施事業を振り返

って概観し、その必要とする建設資金の規模を確認したうえ、

新たな資金調達戦略として期待されている「官民連携」＝「PPP

（Public Private Partnership）の政策動向と取り組み成果を

考察し、その意義と課題及び今後の行方を展望する。 

 

2．新型都市化の特徴と資金需要の規模、その調達方法 

 「“新型”都市化」の特徴（新しさ）は、主に以下 4点にある。①土地の都市化が優先されてき

たものから人間本位の都市化発展戦略に、②政府投資を主体としたものから民間投資主導の新体

制に、③環境汚染、生態破壊的なものから生態保全的で

持続可能な成長パターンに、④都市規模の外延的な拡大

を重視した路線から都市農村住民の平等や一体化発展

の新たな都市化戦略に、という転換である。土地、戸籍

制度の改善、社会保障の充実、行政サービスの改善と向

上を重視した総合的なものになり、2020 年に全国民が

「小康社会」になることを目指している。 

 中国の統計基準（都市部常住人口ベース＝常住人口/

総人口）では都市化率は2014年に54.77％に達したが（図

1）、戸籍人口の都市化率（戸籍保有人口/総人口）は 36％

（2013 年）に過ぎず、世界主要国の水準を大きく下回っ

ている。新型都市化計画では、2020 年までに常住人口と戸籍

人口の都市化率をそれぞれ約 60％と約 45％に向上させ、両

者の差も 2 ポイント縮小することを目標としている（図 2）。 

 目標実現のために、①「農業移転人口(農村から都市部へ

の移転人口)が市民化するための体制健全化」、②「都市化戦

略の枠組みの合理化」、③「交通ネットワークなどのインフ

ラ整備の拡張」を図ることが謳われている。 

                                                  
1「中国の新型都市化計画(2014-2020)の制定背景とその政策効果について」『Mizuho China Monthly』2014 年 5 月号。 

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/economics/monthly/pdf/R512-0056-XF-0105.pdf 

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１　中国の政府統計にみる都市・農村人口と都市化率の長期的推移
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図2　新型都市化計画による戸籍人口の都市化目標
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 ①は人間本位のための政策で、区別された戸籍付

与策の実施、農業移転人口への都市部基本公共サー

ビスの適用、農業移転人口の市民化に関するコスト

分担体制の構築が含まれる。②と③は都市の集積力

と利便性向上を図るための空間システムの整備強化

戦略である。加えて「全国主体機能区計画」（2010

年）で明記された「両横三縦」の都市化戦略の枠組

み（図 3）の構築や中西部都市群の育成及び中小都

市の発展加速促進、中小都市、都市群間の交通網の

整備強化などが提起されている。また、都市・農村

一体化や都市インフラ機能の強化整備を図るための

施策も具体的に提起された。都市部バラック地域の

改築と都市環境条件の改善が強調され（表 2）、「ス

マートシティの建設指針」と「グリーンシティ建設

の主要事業」もそれぞれ 6項目提示、「新型都市化」

の特色が鮮明に打ち出された。 

 「計画」後段では「新型都市化資金創出体制の創

出」という専門の章を設けて、①財政移転給付制度

の改善、②地方税体系の改善、③規範的・透明性の

高い都市建設投融資制度の構築を謳っている。③に

ついては、具体的に法律・法規と地方政府債務の管

理制度を整備したうえで地方債券発行制度と評価制

度を樹立し、地方政府に債券発行の許可を与え、都

市建設の融資チャネルを広げ、また金融サービス・

商品の開発、多方式による株主権利（「股権投資」）

の推進、直接融資の割合の拡大が提起されている。また、政策金融による特別支援策の制定、規

制緩和による非公有制企業の特許経営への参入方法の制定及び民間資本による都市公共施設の投

資運営への参入奨励なども言及されている。つまり、新型都市化は、その発展システムの枠組み

構築（図 4）において規制緩和と改革開放と効率性向上を鮮明にしており、投融資制度の改革開

放についても、柔軟で大胆な政策提言を行っていると言える。その背景には、膨大な資金需要に

対して主要財源であった土地譲渡金収入が減少傾向であり、地方政府債務拡大への警戒意識が明

確化したことがある。「民間資本による都市公共施設の投資

運営への参入奨励」は、まさに民間資金の活用を重視する

いわゆる官民連携（PPP）による新型都市化への投資参入を

歓迎する政府方針を表明している。 

 中国の新型都市化の目標達成にどれだけの資金が必要か

は、これまで様々に報道されている。複数の政府機関やシ

ンクタンクより発表されている研究レポートや予測結果を

総合すると、都市部内在住の農村戸籍人口の約 2 億人と農

村部から新たに都市部に流入する見込みの 2 億人を合わせ

図3　中国の「二横三縦」の都市化戦略グリッド配置図

資料）表1に同じ。原典は国務院の2010年12月21日に公布した「全国主体機能区計画」によっている。注）図中の「内蒙
古都市群」は主に行政中心のフホホト、包頭、オルドス、楡林地区を指す。「江淮地区」は安徽長江ベルト地区を表す。
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図4　中国の新型都市化発展システムの枠組み

　　資料）中国工業情報化部直属賽迪研究院作成新型都市化制度設計提言資料より加筆・引用。
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【①都市部のバラック改造】⇒都市密集地域のバラック改造を加速させ、次第に

他のバラックや「城中村」の改造を統一的に都市バラック改造の範囲内に組入れ

、2020年までに都市バラックの改造を基本的に終了させる。

【②国有工場・鉱区のバラック改造】⇒都市部企画区域内の国有工場・鉱区を統

一的に都市バラック改造の範囲内に組入れ、属地原則に基づき、鉄道、鉄鋼、

非鉄金属などの業界バラックを各地のバラック改造計画に統合させ実施する。

【③国有林区のバラック改造】⇒国有林区及び国有林場にある危険家屋の改造

を加速させ、国有林区（場）外の他の林業末端組織の条件適合者を地元の都市

部住宅保障システム内に統合する。

【④国有開墾区の危険家屋改造】⇒国有開墾区にある危険家屋の改造を加速さ

せ、華僑農場の未帰還華僑の危険家屋の改造を開墾区危険家屋改造中央補助

支援範囲内に統合させる。

【①水道事業】⇒水道施設の建設を強化し、県城と重点鎮の水道普及率を85％に

引き上げる。

【②汚水処理】⇒地元条件に応じ集中的な汚水処理場や分散型の生態処理施設

を建設し、すべての県城と重点鎮に汚水処理能力を完備させ、県域汚水処理率

を鎮に汚水処理能力を完備させ、県城の汚水処理率を85％に、重点鎮の汚水処

理率を70％ぐらいに引き上げる。

【③ゴミ処理】⇒県城にはゴミの無害化処理能力を備えさせ、都市部が農村部を

牽引するような形でゴミの無害化処理を推進する。重点的にゴミの収集、移転施

設を建設し、重点鎮におけるゴミの収集、移転条件を完備させる。

【④道路交通】⇒都市部と農村部の交通一体化を発展させ、県城には基本的に

高速道路の連結を、重点鎮には積極的に公共交通機関を充実化させる。

【⑤ガス供給】⇒都市部における天然ガス（煤層気含む）の供給パイプ、液化ガス

供給ステーション、集中暖房施設の建設を速め、状況に応じて大中型のメタンガス、

バイオマスガス及び地熱の開発を推進する。県城では逐次にガス利用による石

炭の代替を進める。北方の県城と重点鎮の集中暖房の供給率を向上させる。

【⑥分散式エネルギー】⇒都市の建設と改造について優先的に分散型電源の採

用を行う。資源豊富な地域の新エネルギー・再生可能エネエネルギー消費の比率

を明確にアップさせ、条件の合う地域での再生エネルギーの消費を奨励する。

表2　都市及び周辺部でのインフラ整備改善計画事業
［Ⅰ]　バラック改造計画

［Ⅱ]　県城・重点鎮のインフラ整備改善事業

資料）表1に同じく、「国家新型都市化計画（2014－2020年）」より抜粋・作成。

注）「県城」は県政府所在地の町。「重点鎮」とは政府指定の重点的な町を指す。
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ると、目標設定された期間中に約 4 億人に対する都市での生活条件整備と雇用・社会保障の提供

が必要と考えられ、あわせて 40～50 兆元前後の投資が必要とされる 2。これだけの農村人口の都

市化を図るために、①都市インフラ拡充、②増加する都市住民への同様な条件での公共サービス

の提供、③制度変更に伴う費用の補てんなどが必要である。これに対し、「国家新型都市化計画」

で提起されている資金調達の方法では足りないとする見方が一般的 3で、PPP という新手法にも必

然的に目が向けられている状況である。 

 

3．中国の PPP 方式利用の戦略展開と新型都市化資金調達の可能性 

 一般的に、PPP の適用範囲は、政府が提供に責任を負い、

市場化オペレーションに適しているとされる公共サービ

ス、インフラ設備プロジェクト類や、ガス・電気供給・

水供給・熱供給・汚水/ゴミ処理等の市政設備、道路・鉄

道・空港・都市軌道交通等の交通設備、医療・観光・教

育/研修・健康/高齢者介護等の公共サービスプロジェク

ト、水利・資源環境及び生態保護など幅広い。欧米諸国

ではかなり一般化されたこの PPP という投資運営手法の

中国での歴史は、1990 年代初めに遡る。地方政府が採用

した BOT（Build-Operate-Transfer）という形式がこれに

当たり、典型的な事業例として深セン市や広西チワン族

自治区の発電所建設事業などが挙げられる。政策的には

2003 年の第 16 期三中全会で「インフラ、公共事業への民

営企業参入の許可」が決定され、中国の PPP 事業の展開

が次第に軌道に乗り、特に 2008 年の北京オリンピック

大会で使用された国家体育場（通称「鳥の巣」）、国家

体育館、国家会議中心等の建設事業も PPP 方式が採用

され、その認知度も高まった。しかし同年に起きた国

際金融危機への対策として中国政府は 4 兆元という大

規模な財政投資を実施し、PPP 方式の事業推進は相対

的に後退した。その後の生産設備過剰と地方債務拡大、

経済成長鈍化に伴い、中国は新たに民間投資の活用と

制度改革を重視する姿勢に転換し、2013 年半ばから

PPP 活用を重視するようになった。2014 年からは財政

部と国家発展改革委員会を中心に全力推進の体制を取

り始め、PPP センターの設立とともに、PPP の様々な公

共分野への活用を認める関連政策が次々に打ち出され

てきた（表 3）。 

                                                  
2 新型都市化建設の資金需要について財政部、社会科学院、民間研究機関など多くの研究報告があるが、 低 20 兆元、 大 50

兆元が必要と試算されている。また、2014 年 3月に財政部の王保安副部長（当時。現在は国家統計局長）の「2020 年までの新

型都市化建設に約 42 兆元が必要であり、これまでの財政投融資ではとても賄いきれず、PPP による新型都市化資金への補てん・

支援が重要な政策手段となる」という見解が発表されていた。 
3 大西康雄『習近平時代の中国経済』日本貿易振興機構（ジェトロ）、2015 年 7 月ほか。 

No. プロジェクト名称 省・市 類別 業種領域 No. プロジェクト名称 省・市 類別 業種領域

1
新エネルギー自動車公
共充電施設ネットワー
クPJ

天津市 新規 新エネ車 16
如東県中国医療院全体移
築PJ

江蘇省 既存 医療施設

2
張家口市橋西区集中供
熱PJ

河北省 既存 暖房供給 17
杭州市地下鉄5号線第一
期と6号線第一期工事

浙江省 既存 軌道交通

3
石家庄正定新区総合管
廊PJ

河北省 既存 地下管廊 18
杭州‐海寧都市軽軌道工
事

浙江省 既存 軌道交通

4
撫順市三宝屯汚水処理
場PJ

遼寧省 既存 汚水処理 19
池州市汚水処理及び市政
府排水施設購入サービス

安徽省 新規 汚水処理

5
吉林市第六給水場建設
工事（第一期）

吉林省 既存 給水施設 20 馬鞍山市東部汚水処理場 安徽省 既存 汚水処理

6
国電吉林火力発電所熱
源改造工事

吉林省 既存 暖房供給 21 安慶市都市汚水処理PJ 安徽省 既存 汚水処理

7
嘉定南翔汚水処理場第
一期工事

上海市 新規 汚水処理 22 合肥市軌道交通２号線 安徽省 既存 軌道交通

8
昆山市現代軌道電車
PJ

江蘇省 新規 軌道交通 23
東山海島県引水工事（第
二水源）

福建省 既存 給水施設

9
徐州市駱馬湖水源地及
び原水管ラインPJ

江蘇省 既存 給水施設 24
九江市柘林湖湖泊生態環
境保護PJ

江西省 新規 環境管理

10
南京市城東汚水処理場
及び和仙林汚水処理場

江蘇省 既存 汚水処理 25
膠州湾海底トンネル第一
期PJ

青島市 既存 交通整備

11
宿遷生態化工化科技産
業パーク汚水処理PJ

江蘇省 既存 汚水処理 26 青島体育センターPJ 青島市 既存 体育施設

12
如皋市都市汚水処理第
一、二期改良工事及び
第三期拡張工事

江蘇省 既存 汚水処理 27
湘潭経済技術開発区汚水
処理第一期工事

湖南省 新規 汚水処理

13
南京市ごみ処理施設
PJ

江蘇省 既存 ごみ処理 28
重慶市軌道交通３号線
（含、第一期工事、第二期
工事、南延長区間工事）

重慶市 既存 軌道交通

14
徐州市都市軌道交通１
号線第一期工事

江蘇省 既存 軌道交通 29
南明河水環境総合補修第
二期PJ

貴州省 新規 環境管理

15
蘇州市軌道交通第１号
線工事

江蘇省 既存 軌道交通 30
渭南市主城区都市セント
ラルヒーティングPJ

陝西省 新規 暖房供給

資料）中国財政部WEBサイトより作成。

表4　中国財政部公表のPPPモデル事業リスト　　（2014年11月30日）

No. 関連政策・計画の名称 公布機関 公布年月
1 地方政府債務の管理強化に関する意見 国務院 2014年9月

2 PPP方式の利用に関連する通知 国務院 2014年10月

3 PPP方式の利用拡大に関連する通知 財政部 2014年9月

4
政府と社会資本との協力方式の展開に適合する
事業申請に関連する通知

財政部 2014年10月

5
重点領域における投融資体制の刷新と民間投資
の奨励に関する意見

国務院 2014年11月

6 PPP方式の利用指南（ガイドライン） 財政部 2014年11月

7 PPP方式のモデル事業公表（第1期計30案件） 財政部 2014年11月

8 PPP方式の利用展開に関する指導意見 発改委 2014年12月

9 PPP方式の利用に関する推奨事業（1043件） 発改委 2015年1月

10
市政公共領域におけるPPP方式の事業展開の推
薦業務に関する通達

財政部等 2015年2月

11 PPP契約書管理事業の規範化に関する通知 財政部 2015年4月

12 インフラ施設及び公共事業特許経営管理弁法 財政部等 2015年4月

13
PPP利用に関する財政対応力の論証に関するガ
イドライン

財政部 2015年5月

14
水汚染防止推進におけるPPP利用に関する実施
意見

財政部 2015年5月

15
料金制高速道路分野におけるPPP方式の拡大に
関する実施意見

財政部 2015年5月

16
公共サービス分野におけるPPP利用に関する実
施意見

財政部 2015年5月

17
PPP方式による事業をよりよく推進することに関す
る通知

財政部 2015年7月

18 水汚染防止専門資金管理弁法 財政部等 2015年7月

19 PPP方式の13件モデル事業公表 発改委 2015年8月

20
PPP方式利用に関するモデル事業公表（第2期２０
６件）

財政部 2015年9月

表3　中国のPPP事業推進に関する施策動向

資料）中国政府関連機関WEBサイトほかより作成。注）債務対応策や地方政策を含ま
ず、またすべてを網羅するものではない。
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地域・政府 時期（年月日） 契約内容・件数 総投資額

168億元

表6　一部地域のPPP関連事業の契約状況

河北省石家荘市 2015年5月12日
同市正定新区管廊など
7件

重慶市 2015年7月27日
高速道路、軌道交通、
土地整備、汚水・ゴミ処
理、病院建設33件

1300億元

河南省 2015年8月6日 汝州市推奨事業38件 148.34億元

湖南省長沙県 2015年9月22日
同省所管地域の推進
事業5件

110億元

青海省海東市 2015年6月9日
楽都区汚水処理場（初
契約案件）

2.1億元

四川省 2015年3月16日 同省推進事業28件 404億元

甘粛省 2015年8月17日
交通、市政、水利、公
共サービス事業、40件

1394億元

安徽省安慶市 2015年5月7日
都市部環状道路の建
設事業

19.76億元

広東省 2015年8月20日 同省推挙公共事業10件 242億元

内蒙古自治区 2015年6月29日
交通運輸、水道供給、
汚水処理、保障性住
宅、ゴミ処理等

730億元

江蘇省 2015年7月13日 同省推進事業4件 47億元

資料）WEB掲載の各種報道より作成。

山東省青島市 2015年8月14日 青島地下鉄１号線 403億元

新疆自治区 2015年7月13日 自治区推進事業12件 20億元以上

 財政部が 2014 年 11 月に 30 のモデル案件（表 4）を公

表したのに続き、国家発展改革委員会は 2015 年初めに

1,043 件もの推挙案件を公表し、半年後の 7月には 13 件

の PPP モデル案件を公表した（表 5）。 

 この 13 件は基本的に成功したモデル事業として詳細

に紹介され、その多くは中国高速鉄道建設で初めての

PPP 事例である北京地下鉄 4号線事業 4のように、PPP 実

施に係る各部門の参入ポジションや役割のモデル図（図

5）も付記されている。 

 財政部と国家発展改革委員会がそれぞれ準備・公表し

た 1,043 件と 206 件の推奨またはパイロット案件（合計

1,249 件、一部重複）は、新型都市化に関係の深い公共施

設、公共サービスや交通インフラ、環境関連事業が大きな

割合を占めている（図 6）。これらの事業は、投資規模が

大きい上に短期間の資金回収は難しく、一部の事業は基本

的に収益性が見込みにくい。このことからも、政府（財政

補助・補償が必要）と民間の連携により事業性を評価し、

投資を実現させたい意図が推察される。 

 報道によれば、昨年 9月から現在までの 1年ほどの短い

間に、政府推奨案件の約 11％相当が成約に至ったとされ

ており、成果は相当大きいと言わねばならない。特に、

財政資金がより必要とされている中西部内陸地域（重慶、

甘粛、内蒙古など）における成約案件が多く報道されて

いる（表 6）ことから、新型都市化建設のためにも PPP

方式の活用という新たな道筋が切り開かれつつあり、そ

の利用の可能性や潜在性は高まっていると考えられる。 

 

4．PPP による都市化建設の意義と課題及び展望（結びに代え

て） 

 「新常態」に入った中国経済の持続発展や新型都市化建設

には、政府債務拡大という問題 5にうまく対処しながら新しい

手法により投資資金を調達し地方財源を確保することが今ま

で以上に求められている。中国政府が PPP 方式導入に積極的

であることは明らかであり、上述の通り短期間で政策効果も

挙げている状況である。PPP 方式は諸外国でもそれほど長い歴

史や経験はなく、中国での利用拡大には制度設計と実績創出

                                                  
4 北京地下鉄 4号線は、北京市地下鉄建設における主要プロジェクトとして PPP 方式（中国の民間資本と香港資本の合同参入）

が採用されており、 も成功している事例として中国政府の WEB サイトだけでなく、国際会議の資料にも取り上げられている

（http://www.adb.org/sites/default/files/publication/42860/public-private-partnerships-urbanization-prc.pdf）。 
5「中国地方政府債務の拡大実態と対策動向」『Mizuho China Monthly』2015 年 9 月号。 

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/economics/monthly/pdf/R512-0072-XF-0105.pdf 

No. 案　件　名　称

①
北京市地下鉄4号線
建設事業

②
大理市生活ゴミ処理・都
市農村一体化建設事業

③
固安工業園区新型都市
化関連事業

④
合肥市王小郢汚水処理
場資産権益譲渡案件

⑤ 江西峡江水利枢紐工事

⑥
酒泉市城区熱電聯産集
中供熱案件

⑦
陝西南溝門水利枢紐工
事

⑧ 深圳大運中心事業

⑨
蘇州市呉中静脈園ゴミ
燃焼発電案件

⑩
天津市北水業公司持株
一部譲渡案件

⑪
渭南市天然ガス利用事
業

⑫
張家界市楊家渓汚水処
理場案件

⑬
重慶涪陵・豊都高速道
路建設事業

民間参加者

北京市政府（交通委）

運営方式/投資額

表5　国家発展改革委公表の13件PPPモデル実施案件

深圳市龍崗区政府

蘇州市政府

政府主宰者

河北省固安県政府

合肥市政府

大理市都市管理部門

陝西省延安市政府

江西省政府（水利庁）

資料）中国国家発展改革委員会WEBサイト2015年7月27日付け掲載の紹介資料より作成。

陝西省渭水市建設
総公司

張家界市政府

PPP/99.2億元

PPP/4.4億元

天津市自来水集団

重慶市交通委

酒泉市政府

光大国際

PPP/153億元

BOT+BTO/5.3億元

PPP/103.8億元

TOT/3.2億元

BPT/18億元

重慶市環境関連企業

華夏幸福基業社

中国電力投資集団

国電電力酒泉発電有限
公司

陝西省百事通企業集団

ベルリンウォーター社

湖南首創投資有限公司

中交路橋集団国際建設
股份有限公司

BOT/6700万元

BOT+BPC/
41.79億元

PPP/19.21億元

ROT/41億元

9000万元

天津市北水業公司 20.42億元

陝西延長石油など

佳兆業集団

北京市京港地鉄有限
公司

特許契約

監督管理

　　　　　　　107億元投資 　46億元投資

　　　　　　　　　　　建　　設

　　　　　総投資153億元

　　　　図5　北京地下鉄4号線事業のPPP方式展開モデル図

京 投 港 鉄 首 創

2％ 49％ 49％

京投公司

市交通委

北京京港地鉄有限公司

（PPP会社）

A部分 B部分
A部分+B部分

全部資産
B部分項目施設

無償引き渡し

投

資

建

設

A部分

資産

賃貸

契約

投資

建設

運営管

理と投

資回収

運賃

収入

運営・引き渡し

建設期間：4年 運営期間：30年 運営期満了

資料）中国国家発展改革委員会WEBサイト掲載資料より作成。

注）「京投」、「港鉄」、「首創」はそれぞれ「北京市基礎設施投資有限公司」、

「香港鉄路有限公司」、「首都創業集団有限公司の略称。

図6　　中国政府二部門発表のPPP推挙・モデル事業の分野別比較

資料）中国国家発展改革委員会、財政部WEBサイトより作成。

［A］発展改革委公表の1043件推奨事業の分野構成

その他
5%

水利施設
6%

環境事業
16%

交通インフラ
16%

公共サービス
24%

公共施設
33%

[B]財政部公表206件PPPモデル事業の分野構成

環境事業
32%

公共施設
21%交通インフラ

18%

医療施設
9%

文化
5%

教育
6%

養老
5%

その他
4%



産業・地域政策 

9 MIZUHO CHINA MONTHLY 
 2015年11月号 

が も重要で、積極的な政策展開とパイロット事業推進

が重要な意義と役割を持つ。今年 8 月に財政部主導で金

融機関 10社の合同設立による 1,800 億元の PPP 専門基金

が発足し、制度設計のための呼び水効果が期待されている

6。また、財政部、国家発展改革委員会、中国保険監督管理

委員会など複数部門が、保険会社による PPP 投資を誘導す

るための政策調整を進めていることが報じられ（10 月 19

日付「中国証券報」）、政策支援が強化されている。 

 これらの政策展開には急すぎるきらいもあり、特に政府

部門間の協調や案件制定基準の統一などに課題も残されて

いる。図 7にみるように、PPP 案件は準備・審査や実施より

移行期における実績評価や資産譲渡の円滑な進行が重要であ

る。現在、中国の PPP 案件の多くは準備・審査の時期であり、

中国の実情と外国の良い経験を結合しながらPPP事業の推進を

いかに図っていくかが重要である。それには法整備の強化と運

営方法の柔軟化及び幅広い人材の育成がカギを握るであろう。 

 地域レベルでの PPP 基金の設立と事業推進に加え、「一帯一

路（シルクロード経済ベルト、21 世紀海上シルクロード）」戦

略の実施に伴う海外との地域協力の拡大により、海外企業の

中国 PPP 事業への参入が見込まれる。また、国際金融機関と

の連携による中国都市化関連事業の投資参入も推奨されてお

り（脚注 4 の ADB 資料ご参照）、PPP 事業のグローバル化が期

待される。実際の参入動向を見ると、環境関連分野で上場企

業による PPP 案件の参入合意や契約締結事例が多いようであ

る（表 7）。今後の参入実績と波及効果の拡大に伴い、環境保

全・都市整備の分野で優れた技術と実績を持つ日系企業にも、

事業投資や関連ビジネスへの参入機会の可能性が考えられる。

環境分野における PPP 事業の推進と国際企業提携の拡大は、

中国の新型都市化戦略の推進に有益であり、地球環境の保全

と温暖化防止への貢献も期待される。 

 中国では都市化率が1ポイントアップすれば約1,000万人が

都市部へ移住すると言われ、新型都市化計画による経済成長や

消費拡大の効果が強く期待されている。新型都市化に伴う資金

需要は大きなもので、それに絡む投資機会やビジネスチャンスも多いはずである。世界銀行と中国

政府系シンクタンクの共同研究によると、制度改革推進による都市化の進展も相当明るい見通しで

ある（表 8）。規制緩和に伴う民間資本の中国市場への投資、都市の環境整備・保全及び公共サービ

スにおける官民連携の事業展開にも今後大きな発展が期待されよう。         以 上 

                                                  
6 財政部金融局によると、各地の省級政府がリストアップした PPP 事業は 1,800 件余り、予定投資総額は 3兆 4,000 億元（約

63 兆 8,000 億円）に上り、実際に複数地方（河南省、山東、安徽、四川、湖南など）に PPP 専門基金が設立されていると報道

されている。なお、従来の地域開発事業と同様、各地政府は PPP 推進に非常に積極的で、中央政府による PPP 関連の文書公布約

50 に対して地方政府による文書はすでに 100 に達したとも言われている。 

No. 公表時期 企業名（略称） 事業分野
地域
都市

投資額
（億元）

① 2015.1.23 万邦達
都市環境整備事
業（汚水処理）

安徽省
蕪湖市

30

② 2015.3.16 万邦達
都市上下水道整
備

内蒙古
ウランツ
ｱブ

56

③ 2015.7.6 国禎環保 都市汚水処理
湖南省
懐遠市

1

④ 2015.7.7 博世科 都市上水供給
江蘇省
泗洪市

3.07

⑤ 2015.7.7 興源環境 水環境総合整備
安徽省
碭山市

10

⑥ 2015.7.22 碧水源 水再生利用
浙江省
諸既市

4.63

⑦ 2015.7.22 興蓉環境
汚水処理、河川
整備

四川省
成都市

17.39

⑧ 2015.8.10 首創股份 都市上水供給
広東省
茂名市

11.54

⑨ 2015.8.24 碧水源
水源地及び上水
工事

新疆
沙湾県

3

⑩ 2015.8.28 首創股份 都市上下水整備
四川省
宜賓市

2.21

⑪ 2015.8.31 聚光科技
スマートシティの
環境整備

安徽省
黄山市

5

⑫ 2015.9.17 興源環境 水環境整備
福建省
詔安市

25

表7　上場企業のPPP方式環境関連事業参入動向

資料）各種報道及び各社公表より作成。投資額はPPP関連事業の総投資額
を指す。データは一部のみですべてを含むものではない。

関連指標（単位基準）
2013年
現在の

実績状況

2030年
現状不変
のシナリオ

2030年
改革実施
のシナリオ

都市化率（％） 52 - 69
農業労働者の比率（％） 38 17.1 11.6
GDP（万億ドル、2013年為替レート） 8.5 - 34.5
GDPの前5年の年平均増加率（％） 8.3 4.9 5.2
全要素労働生産性=TFPの前5年の
年平均増加率（％）

2.2 2.1 2.5

GDPに占める消費分野の比率（％） 46.5 62 66.5
GDPに占める投資分野の比率（％） 48.8 35.5 31
GDPに占める第2次産業の比率（％） 48.8 37.2 33.7
GDPに占める第3次産業の比率（％） 38.7 - 53.6
都市農村住民所得格差（倍率） 3.8 3.3 2.6
GDP単位当たりのエネルギー消費量
（トン標準炭/10000人民元）

1.41 0.73 0.64

GDP単位当たりの二酸化炭素の排出
量(トン標準炭/10001人民元）

3.32 1.68 1.39

表8　世銀と中国政府研究機関の中国都市化発展のシナリオ

資料）世界銀行・中国国務院発展研究センター（2014年4月25日）「総報告　中国：推
進高効、包容、可持続的城鎮化」（英文名“Urban China：Toward Efficient, Inclusive,
and　Sustainable Urbanization”）より引用。

　

図7　中国の政府通達によるPPP案件の推進業務フロー
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資料）中国財政部「政府と社会資本の協力模式捜査指南」（2014.11.29）より引用。VFM（Value For
Money）の評価とは特定事業の選定等に当たって行われる評価のこと.。
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中国における環境ビジネス展開の 

留意点について 

 

 

1. はじめに 

中国の環境保護法が 25 年ぶりに改正され、2015 年 1 月に正式に施行されました。改正環境保

護法の主な特徴は、罰則規定の強化（第 59 条）、情報公開と市民参加（第 53 条、第 54 条）な

どが挙げられます。罰則については罰金上限を設けず、日単位で計算することになりました。

また、個人・法人が事業者の環境汚染の事実を見つけた場合は、関連監督部門に告発すること

を推奨しており、告発者の権益を保護するといった規定も盛り込まれています。 

中国の李克強首相は環境保護法施行後の記者会見で「厳格に執行する」と表明しており、当

局の環境への取り組みも本気モードの局面を迎えました。環境ビジネス市場はさらに拡大する

と見られ、まだ成熟していない分野であるからこそ日系環境関連企業進出のチャンスが到来し

ているといえます。 

本稿では、業界・業種を特定せず、あくまで日系の環境関連企業が中国において環境ビジネ

スを展開するにあたって、ご留意頂きたいポイントに絞ってご説明します。 

 

2．環境関連の法規制について 

 日系企業が中国で環境ビジネスを展開する上で、 初に確認すべき事項は現地の法規制です。

日本国内で普通に行われているビジネスでも、中国国内では法規制の理由から通常のビジネス

として成り立たない場合や、そもそも外資に開放されていない場合は、その時点で断念せざる

を得ません。しかし、環境関連の法規制は環境保護法以外にも、大別して大気汚染対策、水質

汚染対策、土壌汚染対策、廃棄物処理等に関する法律規定があり、これらの大分類に関係する

設備・製品に関する法規制はさらに細分化されています。このように複雑な法規制を理解する

には自社の力だけでは時間も労力もかかる上に、果たして確信が持てる調査結果になったか否

か企業としても不安が残ります。 

 したがって、環境ビジネスの 初の入口である法規制においては、専門の環境関連調査会社

を使い、環境関連 新情報、客観的なデータや数値、同業他社の事業展開情報などを収集し、

自社の環境ビジネスの事業計画に役に立てることをお勧めします。 

 ただ、留意が必要なのは、第三者である調査会社の情報を鵜呑みにしてはいけません。自社

の事業推進メンバー自らが、候補地として検討している地域の当局に直接出向き、現場の情報

を確認することは何より重要なことといえます。また、外資プロジェクト認可機関である商務

部門のみならず、工商行政管理局、環境当局などにもヒアリングし、より全面的な内容の把握

を意識する必要があります。 

 

3．現地当局との関係について 

環境ビジネスにおいては、当局との関わりが重要になる場合が多々あります。 

日系企業にとっても環境ビジネスをスムーズに進めるために、現地当局の役人との関係が重

要になる場合が多いのも事実です。しかし、例えば現在の担当役人との話がうまくまとまった

ところで当局内の人事異動時期にぶつかった場合、現在の役人が異動して別の役人が就任した

みずほ銀行 

中国営業推進部 

鄭 艶玉 

engyoku.a.tei@mizuho-bk.co.jp 
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途端に今まで話し合ったビジネスが振り出しに戻るリスクがあります。したがって、スピード

勝負のところが多少なりともあり、当局内の事情についても考慮した多角的な戦略を常に念頭

に置く必要があります。 

また、日本国内で一定の認知度がある企業であっても、初めて中国で環境ビジネスを展開す

る場合、現地では当該日系企業のブランドと実績が認められているわけではありません。その

場合は、当局が求める事業からまず始めてみて、当局だけでなく関係取引業者からも高い評価

を得て信頼関係を築いてから、他の環境ビジネスにもシフトしていくほうがスムーズに進めら

れると思います。 

 

4．進出地域の検討について 

環境ビジネスを展開する日系企業が 初に進出を検討する際、依然として日系企業が集積し

ている地域を選定することが多いようです。日系企業が取引先であればブランド力への信頼性

もあるため、例えば設備・製品 1 つをとってみても受け入れる確率が高いからという理由もあ

ります。ただ、日系企業が集積している立地であっても、当局が環境面の指導を徹底しない、

或いは低レベルの技術でも構わないというスタンスであれば、環境ビジネスの話を持っていく

ことすら難しいので、 初の時点での見極めが大事といえます。 

 

5．ビジネスパートナーについて 

環境分野は公益性の高いビジネスであり、中国における強力なパートナーの存在は環境ビジ

ネスを進める上で必要不可欠です。 

しかし、現地にパイプがない日系企業がほとんどですので、初めは日本の行政法人やコンサ

ルタントなどに相談し、商談会・展示会に参加するか、或いは紹介を通じて、パートナー候補

を探すのが一般的なルートです。一方、既に現地当局とパイプがある日系企業であれば、環境

ビジネスに参画しそうな現地企業を当局から紹介してもらうことも実際によくある話です。 

中国現地の環境ビジネスにおいては、官民連携による環境サービスの提供が必要となる場合

がよくあります。したがって、パートナーが民間企業であっても、行政との関わりを円滑に保

ってくれる企業がどうか、パートナーとして組む際に各種調査を用いて見極めることが重要に

なります。 

また、ビジネスパートナー側から考えた場合、日本の環境技術、環境サービスを取り入れる

だけでいいとは思っていないはずです。パートナー自身も、日本の環境技術、環境サービスを

習得して自社独自で展開できることを戦略として位置づけています。したがって、 初にパー

トナーとして組むときから、ノウハウ・技術等の知的財産権の確保が必要です。 

 

6．ビジネスモデルの構築について 

設備・製品について、日系企業の伝統的なビジネスモデルは、日本国内で製造し中国へ輸出

するパターンです。ただ、このようなビジネスモデルは、受注後の初期対応時や市場で一定の

販売量を確保できない場合などには適用できるが、受注後一定期間を経ると、メンテナンス要

員の欠如やアフターサービスの不徹底などの問題を抱え、設備・製品の営業活動に影響が出か

ねない事象がよくあります。この問題を解決するためには、トータルソリューション型のビジ

ネスモデルへの転換が必要です。即ち、上記のメンテナンス、アフターサービスのみならず、
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日本国内で蓄積してきた環境ビジネスを中国仕様にカスタマイズし、現地取引先企業或いは当

局の要望よりもさらに高いレベルの提案型ビジネスモデルの構築が必須といえます。 

一方、環境ビジネス関連の商材については、多くの日系企業は現地企業と合弁会社を設立し、

汎用品の製造・販売業務を行うビジネスモデルを採用してきました。しかし、今は現地企業も

汎用品の製造において一定レベルの技術を取り入れており、外資企業の強みは以前より発揮で

きなくなっています。したがって、次のステップとして、環境関連コア商材の現地での製造・

販売業務を行うビジネスモデルへの転換も重要な要素となります。このビジネスモデルを採用

する場合、技術流出をどう避けるかが問題です。この問題はほとんどが人的要因によって起こ

る事象であるため、完璧に防ぐ方法がありません。そのため、技術流出が起きた場合を想定し

た対処法を、技術導入時に固めておく必要があります。 

 

7．環境関連の設備・製品について 

現地企業としても、先進的技術をいずれは導入したいという願望は持っています。しかし、

当局が強制的に導入を勧めるような技術でなければ、法律規定に違反しない限り、自主的にコス

トをかけて高い技術を導入する必要はないと考えるのが一般的です。利益を 優先で考えるがゆえ

に、低いレベルのままの設備・製品で対応しているのが実情です。 

 現地当局から高性能・高価格の設備・製品を使うよう指導があってから売り込むという発想

では、いつまで経っても現地市場に食い込むことができません。したがって、技術面及びコス

ト面について見直してみることも有効です。 

技術面から見た場合、現在のスペックが現地のニーズと合っているかどうか検討することも

時には必要です。現地規制をクリアし、現地ニーズに見合った技術レベルで、かつコスト削減

に繋がるのであれば、日本と同等の技術レベルを取り入れるべきかどうか検討の余地がありま

す。コスト面から見た場合、コアな部分のみ日本から輸出し、パーツは中国で調達して中国国

内の業者に組立を依頼することによって、コストの削減を図ることができます。 

技術やコストとは関係なく、設備・製品についてあらかじめ規格・仕様が決まっているもの

もありますので、現地当局、現地企業と連携して、規格・仕様の変更を試みる作業に時間をか

ける準備も必要です。 

また、設備・製品の現地導入のルートは、環境コンサルティング会社や環境保護部、環境保護総

局の紹介のもとに導入するケースが多いので、販売戦略の際にはこのような関係者へのヒアリングも

必要不可欠といえます。 

 

8．おわりに 

中国での環境ビジネスは、短期間に利益を得るのではなく、長期を見据えた戦略が必要です。

中国の急激な都市化によって、環境ビジネスの伝統的分野である大気汚染防止、水処理、土壌

修復、廃棄物処理は一層投資が活発化すると予想されます。早期の参入を進めて長期的なスパ

ンで取り組む覚悟が必要です。さらに、日系企業のみならず、欧米企業、韓国企業なども得意

分野で事業展開を急速に進めています。日系企業は優れた技術を強みとしつつ、現地マーケテ

ィング及び現地当局や現地企業との連携を通じて、スピードを活かした事業展開を進めること

が重要です。 

                                      以 上 
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中国のオンライン消費者像 
2015 年 1 万人アンケート調査の結果から（1） 

 
 

 

弊社 KPMG では中国の消費者、特に上中流層の動向を把握するために、定点観測的に大規模な

アンケート調査を実施しています。今回から数回にわたり 2015 年消費者調査の結果をご報告し

ます。 

 

中国ラグジュアリー商品市場の成長鈍化 

8％近くあった中国の GDP 成長率は、2015 年第 1四半期、第 2四半期には 7.0％、第 3四半期

は 6.9％に低下し、経済減速の傾向が顕著になってきました。GDP 成長率は消費者心理に直接影

響を及ぼすわけではありませんが、成長率の低下は特に高額・高級品消費にじわじわと効いて

くるでしょう。 

もうひとつの状況の変化として、中国の反腐敗キャンペーンにより官僚や公務員の浪費に対

する統制管理が強化され、許容範囲が狭まっているように思われます。これも一部の高級品消

費を押し下げる結果となっています。 

また、多くの中国人消費者は高級品を海

外で購入しており、その方法としてネット

通販サイト、個人的な買い物旅行、買い物

代行サービス（海外の中国人仲介業者が中

国にいる購入者に代わって商品を購入する

サービス）を利用しています。為替動向も

どこで高級品を購入するかの判断に大きな

影響を及ぼします。中国人消費者は為替の

変動に素早く反応し、高く転売するチャン

スを見逃しません。 

このような状況に照らすと、一部のアナリストが中国国内の高級品購入額は 2014 年に初めて

減少に転じたと結論づけましたが、あながち意外とは言えません。中国の高級品消費は 1％減少

し、1,150 億元（約 190 億米ドル）となったという推計1もあります。 

 

E コマースによる高級品消費は拡大中 

一方、E コマースは全く状況が異なります。中国の E コマース市場の規模は 2013 年時点で、

すでに米国を上回っています。2014 年には、高級品を含む E コマース市場は約 4 億 2,600 万米

ドル2に達しており、複数の調査機関やアナリストが 2018 年あるいは 2019 年までには 1 兆米ド

ルまで拡大すると予想しています。 

                                                  
1 China’s luxury market shrinks in 2014 as luxury brands adapt to shifting consumer preference’（高級ブランドが

消費者の嗜好の変化に合わせた結果、中国の高級品市場は 2014 年に縮小）, Bain & Company, 20 January 2015, 

http://www.bain.com/about/press/press-releases/chinas-luxury-market-shrinks-in-2014-press-release.aspx 
2‘Retail Sales Worldwide Will Top $22 Trillion This Year’（今年の世界小売売上高は 22 兆米ドルを突破）, eMarketer, 

23 December 2014,  

http://www.emarketer.com/Article/Retail-Sales-Worldwide-Will-Top-22-Trillion-This-Year/1011765 

KPMG Advisory （China）編 

厚谷 禎一 監訳 

www.kpmg.com.cn 

www.kpmg.or.jp/jp/china 

2014 年 12 月から 2015 年 8、9 月までの 
対他国通貨に対する人民元の購買力の変化 

出典：Oanda

人民元

ユーロ

英ポンド

日本円

ルーブル
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オンラインでの高級品消費につい

ても、これと同様のことが言えます。

中国の高級品市場全体に占める E コ

マースの割合はまだ比較的小さいも

のの、高級品市場全体の成長速度を

はるかに超えるスピードで成長して

います。KPMG では、現在の高級品市

場全体の5～10％がEコマースによる

ものと推定しています。オンライン

高級品販売事業の経営トップにイン

タビューしましたが、彼らも 5～10％

という割合が妥当と考えています。 

今回の KPMG の独自の調査結果も、

これらの推定とかなり正確に合致し

ています。中国で高級品購入に E コ

マースを利用する 1 万人以上を対象

に調査した結果、平均購入額は前回

調査時に比べて約 28％上昇しました。

また、中国の高級品購入者は高級品

購入の約 3 分の 1 以上を E コマース

で購入し、1 回の購入には平均で約

2,300 元消費しています。 

 

「中国の高級品購入者は単なるショッピング体験以上のものを求めている！彼らはもはや高級

品を所有するだけでは飽き足らず、グルメ、上質なワイン、プライベート飛行、オーダーメイ

ドのサファリ旅行、豪華なツアー旅行、スパ体験、美術品オークション、更にはますます広が

る投資サービスといったぜいたくを求めている」 

－エギディオ・ザレラ  KPMG 中国クライアント＆イノベーション担当パートナー 

 

 

成長の原動力－価格や好条件の先にあるもの 

2014 年の調査と比較すると、消費者が E コマースで購入する主な要因は概ね変わらず、低価

格と割引が引き続き 大の理由となっています。しかし、その他の要因には微妙な変化が見ら

れ、低価格と割引だけがオンラインショッピングの理由ではなくなりつつあることを示してい

ます。 

次の順位表が示すように、いくつかの要因の相対的重要度が増しており、消費者が価格以外

の複数の要素を考慮して購買判断を下していることが見て取れます。 

 

 

 

中国における E コマース販売額と成長率 

成
長
率
（
％
） 

Ｅ
コ
マ
ー
ス
販
売
額
（
10
億
ド
ル
） 

中国におけるEコマース全体の売上高と成長率

2014 年調査 2015 年調査 
*回答結果、E コマース利用による高級品購入直近 3 回の平均購入額 
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「中国の消費者は世界の経済成長の重要なけん引役だ。中国はこの 10 年の間に中流階級が台頭

し、世界 大の市場に変貌した。同時に、中国の消費者はより洗練され、次第に彼らの特定の

ニーズに合った高品質の製品を求めるようになった。 近の中国の政策の流れを見ると、当局

は市場のオンライン性をより高度に発展させるため、情報技術をフル活用しようとしている。

そして、消費者と小売業者とメーカーを結びつけて市場を活性化し、成長を力強く推進するこ

とを狙っている」－ボーン・バーバー  KPMG グローバル・チャイナ・プラクティス責任者 

 

生産地 

中国の消費者が高級品を E コマースで購入する際の決め手として、生産地（特に北米とヨー

ロッパ）が大きな重みを持つようになっています。中国の高級品購入者は外国製品を欲するよ

うになってきており、Eコマースは外国製品を購入する主な方法の 1つとなっています。 

 

オリジナリティ 

「独自性」の重要度の高まりは、より微妙な変化を示唆しています。独自性とは、実店舗で

は手に入らないものが見つかるということです。中国の高級品購入者は、ある程度ユニークで

他人とは違うことを好みます。Eコマースでは世界中のブランドや商品をほぼ無制限に選ぶこと

ができます。 

 

定価購入（割引なし）での E コマース利用の増加 

右のグラフを見る

と、高級品を Eコマー

スで購入する要因の

中で、価格が唯一絶対

的に重要ではなくな

ってきているという

傾向が見えてきます。 

回答者の 3 分の 1

近くは、割引なしの定

価商品を E コマースで購入した経験があることがわかりました。これは高級品購入で E コマー

割引なしの定価商品を E コマースで
購入した経験がありますか？ 

割引なしの定価商品の年齢別購入経験率

24 歳以下 25～29 30～39 40～49 50 歳以上

中国における E コマース全体の売上成長率と価値観

2015 年の順位 

2014 年の順位 

 割引、 

低価格 
ｱﾒﾘｶ/ﾖｰ

ﾛｯﾊﾟ製 比較が容易

店 舗 で 見 つ

けにくいユニ

ークな商品

 実 店 舗 よ り

短時間で買

い物できる

商品レンジ

やバラエテ

ィが豊富 

 割引、 

低価格 比較が容易

店 舗 で 見 つ

けにくいユニ

ークな商品 

 商品レンジ

やバラエテ

ィが豊富 

実 店 舗 よ り

短時間で買

い物できる 

ｱﾒﾘｶ/ﾖｰ

ﾛｯﾊﾟ製
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スを利用する理由が割引と低価格だけではないことを示す重要な結果です。商品の独自性や生

産地などの要素が人々の買い物に大きな影響力を持ち始め、その結果、敢えて定価商品を E コ

マースで購入するケースが出てきています。この傾向は、我々がインタビューを行ったラグジ

ュアリーEコマース企業の経営トップの現場感覚とも合致しています。 

 

 

Mei.com 

チボー・ヴィレ 共同創立者兼 CEO 

チボー・ヴィレ氏は Mei.com（魅力恵、前 Glamour Sales China）の共同創立者兼 CEO です。

Mei.com は高級品、ファッション、ライフスタイル商品を会員向けに販売するオンライン小売業

大手で、中国での会員数は 600 万人以上、国内 660 以上の都市に商品を配送しています。 

Mei.com の直接取り扱いブランドは 2,000 を超えます。 近、中国創業 5 周年を迎えました。 

 

高級品に対する嗜好の変化－ファッションデザイナーの台頭 

ヴィレ氏が中国で感じる重要なトレンドは、Eコマースでの高級品購入者が自分の外見やライ

フスタイルを高めるようなデザイナーズブランドや商品を求めるようになってきたことです。 

 

ヴィレ氏－彼らのテイストが「見せる」から「違いがわかる」に変化するようになってきた。

ファッションに敏感な若い世代（20～30 代）の間では、国内や海外のデザイナーズブランド志

向が強まっており、新しい旬のコレクションに興味を持つようになっている。 

 

また、価格の重要性は低下しているものの、消費者の多くは実際に旅行に行ったりネットで

調べたりして世界の価格を熟知しているため、価値が重要であることは変わりないと指摘して

います。 

 

ヴィレ氏－ファッション以外でも、インテリアや子供用品などライフスタイルに合わせた購

入が大幅に伸びている。これらの市場は急成長しており、依然として信頼性とステータスが重

視されている。また、ビューティー用品も力強く成長しており、ヨーロッパ、米国、韓国のオ

ーガニック化粧品やドクターズコスメが大変な人気だ。当サイトを利用する消費者は徐々にク

リエイティブでニッチな商品を求めるようになっている。Mei.com では、ギャラリー・ラファイ

エットのデザイナーズブランドと提携して 200 人以上の新人デザイナーを紹介している。 

 

中国の E コマースショッピング利用者はブランドの公式ウェブサイトよりもプラットフォーム

での購入を好む 

前述したように、高級品購入に E コマースを利用する中国人の約半数は 50％以上を E コマー

スで購入しており、その大半がプラットフォームサイトでの購入です。 

 

ヴィレ氏－中国の消費者は E コマースプラットフォームでの購入を好み、中国の B2C ビジネ

スの 50％以上を Tmall（天猫）が占めている。プラットフォームが好まれる理由は、豊富な選

択肢、商品説明や商品情報、支払い方法、同業者比較、相互評価システム、定期的なキャンペ
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ーン活動などが優れているためだ。ブランドの公式ウェブサイトは正確で信頼性の高い情報を

提供しており、商品が偽物である心配もないが、一般的にコンバージョン率（成約率）は著し

く低迷している。このため、当社はこれまでにない高級品専門の E コマースマーケットを 2016

年にオープンする計画だ。 

 

顧客サービス－新たな競争の場 

世界中の多くの E コマース業者にとって、顧客サービスは他社との差別化に必要な重要な要

素となっています。中国でもその重要性が増しているとはいえ、まだ初期段階にあります。食

品やヘルスケア商品など安全性が も重視される商品は、海外での E コマース購入が大きく伸

びています。しかし、中国の消費者は次第に、配達に要する時間、返品のしやすさ、確実な返

金サービス、微信（WeChat）の活用など、顧客サービスに注目するようになっています。 

 

ヴィレ氏－海外の買い物代行を使った転売目的の購入は、今でもさかんに行われている。ま

た、海外のウェブサイトが中国人消費者に直接つながる販売チャネルを構築しようと、中国を

ターゲットにするようになってきている。そのため、中国国内のプラットフォームは顧客サー

ビスの水準を高め、海外の競合業者との差別化を強化してきた。Mei.com では中国全土の大半の

顧客に注文受付から 24～36 時間以内に商品を配達しており、顧客からの返品も 24 時間以内に

処理している。当社ではサービスの水準を高め、顧客サービス部門を顧客ケア部門にグレード

アップし、新たに VIP 顧客向けの基準を設けた。チーム一丸となって優れた顧客体験の提供に

取り組んでおり、特に年間購入額が 10 万米ドルを超える VIP 顧客に満足してもらえるように努

力している。 

 

中国の E コマースはすでに M コマースになっている 

携帯電話の普及も Eコマースにきわめて大きな影響を及ぼしています。 

 

ヴィレ氏－スマートフォンが急速に普及した結果、Eコマースはモバイルコマース（Mコマー

ス）に変化した。Mei.com の場合、2015 年 6 月にはモバイル機器からの売上が売上全体の 70％

以上を占めている。2016 年末までには我々のビジネス自体が 100％モバイル対応になると予想

している。 

 

M コマースには、ユーザー体験、デザイン、支払い、ソーシャルメディアアプリケーションと

のコネクティビティなど変化の激しい利用環境への対応が求められます。さらに、Mコマースに

は全く新しいマーケティング手法が必要であることも重要な点です。 

 

ヴィレ氏－従来のパソコンベースのデジタルマーケティングでは、サイトへのアクセス数と

売買成約がすべてだが、モバイルマーケティングではユーザーとの深い関係性（エンゲージメ

ント）が重要だ。そのため、消費者が関連性の高いコンテンツを探すときには、高度なパーソ

ナル化とソーシャルメディアなどによる深いエンゲージメントが必要となり、実際にそれが可

能だ。モバイルマーケティングは全く新しい思考回路と強力なテクノロジーの一体化が必要な

新しい領域である。 
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レーンクロフォード 

アンドリュー・キース社長 

1850 年に創業したレーンクロフォードは香港および中華圏を代表する高級デパートで、婦人

服、紳士服、アクセサリー、高級宝飾品、化粧品、ホーム＆ライフスタイルの各部門で地域

多のデザイナーズブランドを揃えています。香港で 5 つの大規模店舗を展開するほか、上海、

成都、北京に旗艦店を持ち、1,000 以上の高級ブランドを取り揃えています。 

アンドリュー・キース氏は 2000 年にレーンクロフォードに入社した後、中国でのレーンクロ

フォード・ブランドの拡大と Eコマースストアの開設を指揮し、Eコマースと実店舗の両方を利

用する顧客のために 2つを連携させた商取引プラットフォームを構築しました。 

キース氏はレーンクロフォードの成功について次のように語ります。 

 

キース氏－中国は当社の歴史に欠かせない部分であり、将来の重要なカギでもある。当社は

1862 年に 初の店舗を上海に開設した。中国は私たちがよく知る市場であり、顧客は当社ブラ

ンドの強みを高く評価している。それは、この地での 165 年の実績に根ざしたものであり、だ

からこそ中華圏には 6 世代にわたってレーンクロフォード・ブランドに親しむ顧客達が存在す

る。当社はそれだけの時間をかけて顧客の信頼を得てきた。レーンクロフォード・ブランドの

強みと価値を顧客にどのように届けるかが重要であり、顧客のエンゲージメントとロイヤルテ

ィを高めることを目指している。 

 

中国の小売は本当にオムニチャネルである 

今回の調査では、成功しているブランドは E コマースと実店舗の両方で存在感の強化を目指

しているというトレンドが明らかになりましたが、レーンクロフォードはこの好例であること

が分かりました。レーンクロフォードは 2011 年に E コマースを開始し、E コマースプラットフ

ォームの「lanecrawford.com」を立ち上げました。 

 

キース氏－Eコマースプラットフォームの開始は、まさにコネクテッド・コマースの推進であ

った。Eコマースプラットフォームを開始してすぐに、顧客が日常的にマルチチャネルを使って

いることが分かった。そのため、顧客が望めばいつでもどこでも商品・サービスやレーンクロ

フォード体験をシームレスに入手できるようにしたいと考えた。従って、Eコマースは、単に E

コマースビジネスを始めたのではなく、レーンクロフォードをオムニチャネルに変えたのだ。

全てのチャネルを連携させて顧客にアプローチするオムニチャネルは、この市場にとって完璧

なモデルだと感じた。 

中国の消費者は急速に変化しており、グローバル、モバイル、旅行、ハイテクのリーダー的

存在とも言える。彼らは優れた商品を手に入れたいし、世界の良いサービスとはどのようなも

のかを理解している。ニューヨーク、ロンドン、パリといった世界の大都市で体験するのと同

じレベルのサービスを母国でも体験したいと考えている。私たちはこの点を意識して、彼らが

満足するような舞台を念入りに作り上げている。この市場について言えば、当社はオムニチャ

ネルを使った唯一の高級品リテイラーだ。これまでのところ、実店舗の方は 2 桁成長を示して

いるが、Eコマースストアは 3桁の成長を示している。 
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顧客を知る 

レーンクロフォードのオムニチャネルが成功した大きな理由の 1 つは、同社が顧客分析を活

用していることにあるでしょう。レーンクロフォードの 高小売責任者のセバスチャン・ピカ

ード氏は次のように述べています。 

 

ピカード氏－私たちは私たちの顧客からよく学んでおり、彼らに対するいくつかの洞察も有

している。急成長しているセグメントは、Eコマースと実店舗の両方で購入する顧客だ。シング

ルチャネルの顧客が急速にオムニチャネルに変化しており、オムニチャネル・セグメントは顧

客全体の 7 倍のスピードで成長している。オムニチャネルの顧客はシングルチャネルの顧客と

比べて、購入頻度が 5 倍、購入額も 5 倍に達する。また、オムニチャネルの顧客はオンライン

でリサーチしてから実店舗や E コマースで購入しており、一般的にリサーチしてから 2 週間以

内に購入している。 

 

高級品の成長が生む中国人デザイナー 

キース氏が中国市場で感じた変化のひとつに、若い世代の消費者の中で中国人デザイナーへ

の関心が高まっていることが挙げられます。 

 

キース氏－現在、当社が注目している複数の中国ブランドを対象に、育成プログラムを実施

している。彼らと協力して、レーンクロフォードのファッションやその他のカテゴリーに商品

を追加している。これらのブランドは比較的短期間で、当社の商品構成のかなりの部分を占め

るようになった。これらのデザイナーは中国人クリエイター達で、中国の生産力と伝統的な職

人技の両方を使いこなしている。彼らの多くは海外で教育を受け、ブランドの感性に合った新

しい国際的なデザインを生み出している。このプログラムは、自国の新世代デザイナーを支援

するという誇りや美的価値観などの要素が重なって、非常にうまくいっている。実際、中国の

消費者は、サイズ、仕上がりの完成度、シルエットなどのデザインを重視する。レーンクロフ

ォードは、これらのブランドをグローバルなプラットフォームで提供している。3年前にこのブ

ランド育成プログラムを立ち上げて以来、商品の提案、実現、品質など、表からは見えない部

分で彼らを育て支援してきた。開始当初は、当社のグローバル・ラインナップに加えても見劣

りしない 3つのブランドでスタートしたが、この秋冬シーズンは 20ブランドに拡大する予定だ。 

 

国際的な Eコマース 

レーンクロフォードは E コマースストアの世界展開を見据えていますが、現在の E コマース

ビジネスは中華圏が大半の約 70％を占めています。国際的な E コマースという面では、すでに

63 カ国に商品を発送しています。レーンクロフォードの海外顧客の間では中国でのレーンクロ

フォードの財産がいまだに健在だとキース社長は述べています。 

 

キース氏－当社の中国以外のインターナショナルオンラインビジネスでも、40％は中国語で

やり取りされている。これらの顧客には、時間をかけて構築してきた当社に対する強い安心感

と信頼感が染み込んでいることがわかる。 
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顧客体験に影響を及ぼすテクノロジー 

レーンクロフォードはテクノロジーを活用して顧客エンゲージメントを高めています。 

 

キース氏－私たちは顧客をよく理解するためにデータを解析して、デジタルコミュニケーシ

ョンや高度にパーソナル化したサービスなどの、シームレスな体験を顧客に提供している。特

にトップクラスの顧客に対しては、パーソナルなスタイリングやショッピングを楽しめる専用

スペースを店舗内に設けるなど、細やかな心遣いのあるショッピング体験を提供している。こ

のサービスは大変好評で、上海の旗艦店では売上の 50％以上がパーソナルスタイリングの予約

で占められているほどだ。パーソナルスタイリングを利用する顧客は平均購入額の 4 倍近い金

額を消費する。 

 

顧客とのつながりの深化のために 新技術を採用するレーンクロフォードでは、テクノロジ

ーとは不可能を可能にするだけでなく、顧客の動向自体を主導するものだと考えています。同

社はオンラインとオフラインの両方で常に顧客とコミュニケーションする方法を考えており、

特にビーコン（顧客が近づくとスマートフォン等に情報を配信するシステム）、RFID（IC チッ

プが組み込まれたタグ等から商品情報を無線で読みとる自動認識システム）、モノのインター

ネット（IoT）に関心を持っています。 

 

キース氏－中国は欧州大陸に匹敵するほど広くて多様で、必要なインフラや運営費用の増加

を考えると、各都市に店舗を置くことは地理的に難しく現実的には不可能だ。しかし、Eコマー

スビジネスならば、どの都市や省にも接続可能で新規顧客を獲得できる。今、当社が顧客に提

供するのはまさに体験であって、事実、オムニチャネルはこれを実現する唯一の方法なのだ。 

 

 

以上、本稿では中国ラグジュアリー商品 Eコマースの成長と要因に関して、Eコマース企業の

経営トップのインタビューを含め、議論してきました。次回はより容易になっていく中国 E コ

マースの現状とその広がりに関して報告します。 
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中国越境 E コマースに関する 
リーガルな考察 
  
 

1．中国の越境 E コマース市場の成長 

中国では経済成長に伴って、中間所得層の人口が急速に増えています。中間所得層の増加は

より多様で高品質な消費需要の増大に繋がり、その結果、中国の国産商品だけでは高度化した

消費需要を満たせなくなる傾向が強まっています。国内供給で満たされない消費需要は海外に

向けられ、今や中国では海外商品に対する需要が爆発的に拡大しているといえます。 

中国では今でも多数の消費財の輸入に対して少なからぬ関税がかかります。このため海外商

品は、国際貿易のルートを通って中国の消費市場に投入される場合、関税をはじめとした中間

コストによって価格が高まり、結果的に 終市場で消費者にとって魅力をなくしてしまうケー

スが多々あります。 

一方で、インターネットが発達した現在、インターネットを介して海外商品が中国に流入す

るルートが多様化しています。中国では、特に E コマース環境の発達に急速に膨張する海外商

品への需要が加わり、年間取引額が何兆人民元にも上る巨大なクロスボーダー消費市場が作り

出されています。 

本稿では、インターネットを介して中国と海外に跨る商品取引「越境 Eコマース」について、

リーガルな観点から考察してみたいと考えます。 

 

2．海外商品の国際貿易による中国輸入の関連規制 

中国は国内消費市場の急拡大で、今や消費財の輸入大国となっています。国際貿易によって、

中国の消費市場向けに輸入される海外商品には、関税のほか、品目によって輸入販売のための

許認可や届出、商品入国時の検疫、商品検査といった面で規制が設けられ、これらをクリアす

るのは決してたやすくありません。こうした規制の多くは、海外商品を中国国内の規格や品質

基準に適合させるためのものであり、消費者の健康や安全に関わる商品ほど規制が厳しい傾向

にあります。以下では、いくつか主な例を挙げてご紹介します。 

 

①食品 

 輸入食品は食品安全の中国国家基準に符合しなければならない 

 海外輸出事業者又は代理者、国内輸入事業者は国家出入国検査検疫部門に届出が必要 

 初めて輸入する保健食品は、食品医薬品監督管理部門を通じて登録又は届出が必要 

 予め包装された食品の中国語のラベルと説明書は法律に符合する必要がある 

②化粧品 

初めて輸入する化粧品の場合、輸入業者は必ず、当該化粧品の説明書、品質基準、検査方法等

に関係する資料及びサンプル、並びに輸出国（地区）の生産を認可する証明書類を提出し、国

務院衛生行政部門が発行する「輸入化粧品衛生許可証」の取得が必要 

③医薬品 

食品医薬品監督管理部門の審査を経て「輸入医薬品登録証」の取得が必要 

④家電製品 

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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大部分の輸入家電製品（例えば、家庭用冷蔵庫、食品冷凍庫類、扇風機類、家庭用洗濯機/脱

水機等）は、輸入前に中国強制性認証（CCC 認証）の取得が必要 

 

上記のように輸入に許認可や届出が必要な海外商品については、その多くは輸入時にまた商

品検査を受け、その検査を通過しなければなりません。商品検査は、中国の検疫・商品検査部

門による輸入品への強制的検収制度ともいわれ、輸入商品が必要な許認可や認証を取得したか

どうかだけではなく、その主要な指標が中国の国家基準を満たしているかどうかもチェックさ

れます。例えば、食品、化粧品といった消費者の健康に直接関わる商品の場合、成分や表示等

が国家基準の要求をクリアしていなければ輸入できないということもあります。また、家電製

品等 CCC 認証が必要な海外商品の多くは、商品検査時に CCC 認証状況がチェックされます。 

 

3．近年の中国における越境 E コマースの成長及びその問題点 

（1）近年の中国における越境 E コマース 

1）海外 Eコマースサイトで直接購入 

今では中国の消費者が海外の E コマースサイトに簡単にアクセスでき、画像表示で商品が選

択でき、クレジットカードや中国銀聯カードで支払いが可能なため、中国にいながら海外商品

を買うことは難しいことではありません。さらに便利なことに、海外の多くの E コマースサイ

トで中国語及び中国への物流をサポートする業者を導入しているケースもあります。こうした

中国向けの環境整備もあり、中国消費者が海外 E コマースサイトで海外商品を購入する動きは

拡大し続けています。 

海外 E コマースサイトでの買い物の場合、商品取引後の物流は一般的に国際的郵便かクーリ

エを利用して、海外から中国消費者の手元に届けられます。 

 

2）中国の越境 Eコマースサイトの成長 

中国では数年前からすでに E コマースが発達していましたが、近年、海外商品への需要急拡

大を背景に越境 E コマースを取り扱うサイトも急速に増え、市場としても急成長を遂げていま

す。現在、そのサイト数は数千に上るともいわれ、越境 E コマースは主流な立場になりつつあ

ります。そのうち一部のインターネット大手会社は、自ら直営で取り扱う商品のほか、第三者

の出店も可能な総合プラットフォームを運営しています。しかし、その他の多くのサイトは、

例えば健康食品や乳幼児用品等特定の分野、又は日本や豪州といった地域に特化した商品だけ

を自営で取り扱うサイトです。 

これらの越境 E コマースサイトは、中国事業者が海外で開設することもありますが、国内消

費者の支払いを便利にするために、多くは中国国内に開設されています。中国事業者による越

境 E コマースの本格展開の特徴として、これらの中国事業者は中国向けビジネスのために、自

ら海外で商品調達や物流手段の確保を行っているという点が挙げられます。ただ、商品を中国

国内の消費者に届ける方法は海外 E コマースサイトとそれほど変わらず、海外からの郵便かク

ーリエで中国国内の消費者に直送するというものです。 

 

（2）郵送品やクーリエの中国入国規制 

上記のように、中国における越境 E コマースには、海外の E コマースサイトと中国の越境 E
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コマースサイトとを利用するケースがありますが、物流は基本的に郵便又はクーリエで中国国

内に送る方法をとっています。この場合、通常、商品はすでに中国消費者が購入した個人用商

品であるため、中国の税関や検疫検査部門の監督管理下で貿易として輸入される貨物とは異な

り、個人用のために入国する個人用物品として監督管理を受けます。 

入国の郵便・クーリエが個人用物品として認められるのは、あくまでも受取人が個人用又は

親戚や友人等への贈答用という用途に限定されます。郵便・クーリエで送られる商品が、その

量又は性質からして明らかに個人用の範囲を超えている場合、個人用物品としての通関が認め

られず、一般貿易の貨物として通関手続きを命じられる可能性もあります。 

個人用物品入国時の検疫・商品検査に関しては、動植物関連等検疫が必要なもの以外に、基

本的に検疫・商品検査を行う必要はありません。ただ、関税面では一度に入国する個人用物品

について数量の制限が設けられています。 

2010 年の税関による関連規定の改訂以降、郵便・クーリエの場合その商品に対する課税金額

が 50 人民元以下なら免税されます。この限度を超えると、税関は個人用物品に対する税率に基

づき課税することになります。現在、個人用物品に関する税関税率は、品目によって 10％、20％、

30％、50％の四段階に分かれています。 

また、郵便・クーリエにおいて個人用物品として認められる量についても、2010 年の税関関

連規定によって明確化されています。それによれば、郵便・クーリエの中身が分割不可能な商

品一点のみであり且つ個人用と確認できる場合を除き、一度に送られる商品の総価格が 1,000

人民元（香港、マカオ、台湾の場合 800 人民元）を超える場合は、貨物に対する関税が適用さ

れることになっています。 

 

（3）これまでの越境 Eコマースの問題点 

近年、海外商品の郵便やクーリエの数があまりにも急速に増え、税関や検疫部門の監督管理

が追いつかない状況にあります。このような状況の中、上限数量を超えたり、関税を逃れよう

とする事態が多発しています。そして、貿易ルートでは検疫や商品検査を通ることのできない

商品が、ごく普通に中国に送られてくるケースも多々存在します。 

政府当局は、越境 E コマースによって入国する商品の種類、量を正しく把握することが困難

な状況を非常に問題視しており、新たな成長分野である越境 Eコマースの発展を促進しつつも、

その健全さを保つために監督管理が可能な制度構築を急いできました。 

 

4．中国の越境 E コマースに関する政策転換 

（1）越境 Eコマースの政策推進及び監督管理方式の転換 

2012 年以降政府当局は、税関総署主導による越境 E コマース対応のシステム構築や、上海、

重慶、広州、寧波、鄭州、広州等 6 都市による越境 E コマース向け施策の試験展開等、越境 E

コマースに関する政策展開を推進してきました。 

2014 年 7 月 23 日、税関総署は、「クロスボーダー貿易電子商取引出入国貨物、物品に関する

監督管理事項に関する公告」（税関総署公告 2014 年第 56 号、以下「56 号公告」という）を公

布し、同年 8 月 1 日に施行しました。56 号公告は、中国の越境 E コマースを展開するプラット

フォームと税関システムの連携を促し、それらのプラットフォーム及びそれに出展している越

境 E コマース事業者に対する監督管理の簡易化を図ったものです。その上、新たに保税区を活
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用した越境 E コマースの方法を認めました。このため、56 号公告は多くの人々によって中国に

おける越境 E コマースの真の幕開けと捉えられました。2015 年に入ってから、国家品質監督検

査検疫総局（検疫・商品検査を担当）も、税関の施策に対応する越境 E コマース関連の施策、

意見を公布、施行しました。 

56 号公告等の施策により、現在、政府当局の監督管理下で越境 E コマースを展開する場合、

主に①プラットフォーム事業者による税関システムとの連携、データのオンタイム共有、月別

申告、②越境 E コマースで販売される海外商品の税関への届出（検疫・商品検査部門にも届出

が必要な場合がある）、試験展開地域によって、越境 E コマースを展開する事業者の税関への

届出、といった対応が必要です。56 号公告は同時に、監督管理を受けるプラットフォームで買

い物をする消費者についても監督管理の対象としています。 

また、監督管理下にある越境 E コマースを通じて消費者が商品を購入する場合、商品は依然

として個人用物品として通関できると税関によって認められた点は、越境 E コマースにとって

非常に重要といえます。 

 

（2）現施策下の越境 Eコマース 

56 号公告及び関連する一連の施策を経た現在、監督管理を受ける中国向けの越境 E コマース

の形態としては、主に海外から商品を直接消費者に送付する「直送方式」、及び保税区を活用

した「保税方式」があります。 

 

直送方式： 

海外越境 E コマース事業者が、越境 E コマースプラットフォームを通じて商品を中国消費者

に販売し、商品を海外から直接中国消費者に郵便かクーリエで送ります。この場合、物流の情

報データを税関に送信する点以外に、以前からある越境 E コマースの形態と実質上はそれほど

大きく変わりません。 

直送方式に関しては、政府当局の監督管理を受けるプラットフォームにおける越境 E コマー

スと理解されることもありますが、より広くいえば、まだ管理下に入っていない以前からの越

境 Eコマースプラットフォームやサイトの取引・物流形態も直送方式と捉えることができます。 

 

保税方式： 

海外越境 Eコマース事業者が、一定量の海外商品をまとめて越境 Eコマース試験展開地域（前

出の 6 都市）の保税区に輸送し一旦保管します。その後越境 E コマースプラットフォームを通

じて中国消費者に販売し、保税区内から当該商品を郵便かクーリエで送ります。この場合商品

は、保税区から消費者に送付する過程で個人用物品として通関することになります。 

保税方式は海外から中国へ商品をまとめて輸送できるため輸送コスト軽減のメリットがあり、

越境 E コマースプラットフォーム事業者にとって政府当局の監督管理体制下に入るインセンテ

ィブと考えることもできます。実際このメリットのためか、56 号公告施行から 1 年以上経った

今、中国国内の主要な越境 E コマースプラットフォーム（実際サーバーを海外に設置している

場合を含む）が税関システムと連携し、政府当局による管理監督を受けるようになっています。 

 

越境 E コマース事業者にとって、税関とシステムを連携し政府の監督管理を受ける場合、保
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税方式を利用できる以外にも利点があるように思われます。現在、国内大手の E コマースプラ

ットフォームでは、個人用物品の入国が税関規定に合致するよう、画面上で一度に買い物する

量の注意表示をしたり、関税が発生する場合は税額を表示して請求するようになっています。

これによって、越境 Eコマースを展開する上でのコンプライアンス向上につながるだけでなく、

購入した商品が税関検査に引っかかり消費者自ら税関に関税を支払わないと商品を受け取れな

いといった事態が回避でき、消費者の利便性改善にもつながります。また、取り扱い海外商品

の届出によって透明性が高まり、越境 E コマースプラットフォームの信用性や適法性もアップ

するでしょう。 

 

（3）越境 Eコマースに対する監督管理の課題 

なお、越境 E コマースの施策は未だ試験段階にあり、まだ多くの課題を抱えているともいえ

ます。以下では、課題を 2つほどご紹介します。 

 

1）越境 Eコマースで取り扱えない商品 

 現在、政府の監督管理を受ける越境 E コマースの場合、税関の規定や検疫・商品検査の規定

により、商品の届出が認められないものもあります。税関や検疫・商品検査部門は、公には輸

入禁止品目はネガティブリスト管理の形式といっていますが、我々の実務上の経験からして、

貿易による輸入で許認可が必要な品目について越境 E コマースでの商品届出ができないケース

もあるようです。言い換えれば、監督管理を受ける越境 E コマースプラットフォームでは、こ

れらの商品を取り扱うことができない可能性もあるということです。それらの品目の詳細は現

段階では必ずしも明確ではない上、試験展開を行う 6 地域の政府当局によって対応の差異もあ

ります。この点については今後、明確化が望まれるところです。 

 

2）越境 Eコマース商品に対する品質監督 

越境 E コマースの場合、消費者が海外から直接購入することもあり、その商品は中国の国家

基準を厳格に満たすことを求められません。 

もっとも実際のところ、保税方式の対象商品については試験地域の政府当局がそれぞれ独自

の方法で商品検査を行っているようです。しかし、こうした商品検査はどのような基準で行わ

れるのか、その結果がどのような影響を及ぼすのか現段階では不明確です。 

また、仮に越境 E コマースで中国に流入した商品に品質問題が生じた場合、どのような基準

でリコールの必要性を判断するかといった問題等、現段階では対応方法に不明確な点が残って

いるといえます。 

こうした課題は政府当局が明確化していく必要がある一方で、消費者の健康や安全に関わる

商品を取り扱う海外 Eコマース事業者も事前に備える必要があると思われます。 

 

5．まとめ 

越境 E コマースの基本は、消費者がインターネットを介して直接商品を海外（又は保税区）

から購入するという取引のスキームです。それに伴って、海外商品が海外（又は保税区）から

中国国内に流入される物の流れにおいて、以下の大きな特徴を有するといえます。 

 海外商品は個人用物品として入国するため国際貿易にかかる関税が適用されず、その代わ
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り個人用物品に対する関税制度が適用され、一般的には関税負担が低減される。 

 海外商品は中国における販売で必要な許認可を取得する必要がなく、また通常貿易で必要

となる検疫・商品検査を受ける必要がない（ただし、保税方式は検疫・商品検査がある。

また、直送方式でも動植物関連等のものについて検疫が必要）。 

従来の国際貿易の場合、海外商品を中国に輸入する際、多数の規制をクリアする必要があり、

関税を含め多くのコストが発生することがあります。そのため、価格面の競争力が落ちるだけ

でなく、中国国家基準の要求にフィットさせるために商品の規格や仕様、又は成分を変更した

結果、商品自体のオリジナルの魅力が薄れてしまうことも少なくありません。 

国際貿易に比べ越境 E コマースを利用した中国への商品販売は、関税や輸入規制をクリアす

るための対応の多くが不要となることから中間コストがより少なく、また中国に進出すること

なく商品を中国消費者に展開できる点は、日本企業を含めた海外企業にとって大きなメリット

であると考えられます。 

ただ、越境 E コマースを展開するに当たっては、新たなビジネス形態として関連する問題に

留意する必要もあります。前記した越境 E コマース自体の課題以外に、例えば既に中国に貿易

や現地生産等の事業を展開している場合、これら既存ルートとの関係をビジネス面及び法務面

から整理する必要が生じるでしょう。そして、海外商品を直接小売の形で中国の消費者に届け

ることから生じる品質問題の処理や消費者への対応といった問題を考慮する必要があります。 

以上のような越境 E コマースを展開する上で生じうる新たな問題について事前調査を希望す

る場合、必要に応じて知識・経験のある専門家に相談することも有効です。 

 

6．終わりに 

本稿では、中国の越境 E コマースの状況をめぐって、主にリーガルな観点から考察を加えま

した。 

2015 年 6 月、一部の消費財について関税の引き下げが行われました。これは中国の政策上、

越境 E ビジネスの一人勝ちがずっと続くのではなく、貿易ルートとのバランスを考えた施策展

開が今後行われるという兆しかもしれません。そのため、今後の施策展開次第で、貿易と越境 E

コマースの関係がどう変化して行くかについても、引き続き注目したいところです。 
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BEPS と特別納税調整実施弁法（草案） 

 
 

 

1.  BEPS と中国政府 

 

 OECD（経済協力開発機構）は、2015年 10月 5日に下記のような15項目の BEPS行動計画（Action 

plan）の 終報告書を発表し、10 月 8 日に開催された G20 財務大臣・中央銀行総裁会議で支持

（endorse）されました。これらの 終報告書は、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語で

発表されています。 

 

Action  1 電子経済の税務課題への対処 

Action  2 ハイブリッド・ミスマッチ取決め効果の無効化 

Action  3 外国子会社合算税制の強化 

Action  4 利子の損金不算入等を通じた税源浸食の制限 

Action  5 透明性と実質性を考慮した有害税制への効果的取組み 

Action  6 不適切な状況における租税条約の濫用防止 

Action  7 PE 認定の人為的回避の防止 

Action 8-10  移転価格の成果と価値創造の連携 

Action 11 BEPS の測定とモニタリング 

Action 12 強制的開示規則（アグレッシブ・タックス・プランニング） 

Action 13 移転価格文書化と国別報告書 

Action 14 相互協議の効果的実施 

Action 15 二国間租税条約を変更する多国間協定の開発 

 
 BEPS（税源侵食と利益移転、Base Erosion and Profit Shifting）とは、経済のグローバル

化に伴い、国際的な多国籍企業グループが各国税制の弱点や不統一性を利用して、国際的な節

税対策によって税負担を著しく軽減している税務問題に対処するため、OECD 租税委員会が 2012

年 6 月に BEPS プロジェクトを立ち上げ、2013 年 7 月に G20 財務大臣・中央銀行総裁会議で公表

され、G20 諸国から全面的な支持をうけたプロジェクトです。 

 

 この「OECD/G20 BEPS プロジェクト」には、OECD 加盟国のうちの 34 か国、G20 の非加盟国 8

か国（中国、インド、ロシア、アルゼンチン、ブラジル、インドネシア、サウジアラビア、南

アフリカ）、その他の発展途上国 19 か国の合計 61 か国が参加しました。 

 

 中国、インド、ブラジル、南アフリカ等の OECD 非加盟国は、OECD 加盟国と同等に意見を述べ

意思決定に参加しており、BEPS の 終報告書と今後の OECD の監視活動等について OECD 加盟国

と同等の権利を有し、遵守する義務を負っています。 

 

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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 中国の国家税務総局は、2015 年 10 月 10 日に 終報告書の中国語翻訳版の発表会を開催し、

中国政府の BEPS 導入についての簡単な紹介を行いました。また、これに先立って 9 月 17 日に

企業所得税法の「特別納税調整実施弁法」の意見徴収稿（草案）も発表しています。この草案

の意見募集期限は 10 月 16 日に終了し、2015 年中には正式な実施規則として公表される見込み

です。 

 

 発表会関係のインターネット情報によれば、上述した OECD の BEPS 行動計画のうち国家税務

総局が、近い将来に中国国内税法に直接導入する見込みのある項目には、次のものがあります。

下記以外の項目については、BEPS のスケジュールに沿って進展が図られると思います。 

 

Action  3 外国子会社合算税制の強化 

Action  4 利子の損金不算入等を通じた税源浸食の制限 

Action  7 PE 認定の人為的回避の防止 

Action 8-10  移転価格の成果と価値創造の連携 

Action 12 強制的開示規則（アグレッシブ・タックス・プランニング） 

Action 13 移転価格文書化と国別報告書 

 

 上記のうち、Action 3（外国子会社合算税制）、Action 4（利子の損金不算入等）、Action 8-10

（移転価格の成果と価値創造の連携） 、Action 13（移転価格文書化と国別報告書）について

は、その一部が特別納税調整実施弁法の草案にすでに織り込まれていますので、次月号以降で

その具体的な内容を紹介します。 

 

① Action 7 （PE 認定の人為的回避の防止） 

 

Action 7 は、OECD モデル租税条約第 5 条の恒久的施設（PE、Permanent Establishment）の

解釈について、多国籍企業の租税回避を防止するため、現行の OECD モデル租税条約第 5条の第

3項（建設 PE）、第 4項（恒久的施設の適用除外）、第 5項（従属代理人）、第 6項（独立代理人）

の各条文を修正するための勧告書です。これらの報告書に従って、今後 OECD モデル租税条約が

改訂される予定です。 

 

 例えば、第 3項（建設 PE）については、外国企業の建設工事現場は 12 か月を超えて存在する

場合に恒久的施設（PE）を構成するものとして、その PE の所在国で課税が行われます。したが

って、建設工事現場の存続期間を 12 か月以内に分割して PE 課税を逃れる事例があります。 

 

 第 4 項（恒久的施設の適用除外）については PE に該当しない補助的または準備的活動の定義

が曖昧なため、電子経済の事例では、物品の購入と販売の定義の弱点を利用して租税回避が行

われています。また、多国籍企業の事例では事業全体をグループ内で各社に分割して、それぞ

れを補助的または準備的活動として PE を構成しないものとして租税回避が行われています。 
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 第 5 項（従属代理人）と第 6 項（独立代理人）については、例えば、独立代理人である問屋

との協定を利用して租税回避する事例等があります。 

 Action7 では、これらの租税回避に対処するため OECD モデル租税条約第 5 条の修正を勧告し

ています。さらに、上述した第 3 項に関連して租税回避が主要目的である場合に租税条約の適

用を認めない「主要目的テスト」（Principal Purposes Test）を導入するよう勧告しています。

この主要目的テストの導入は Action6 （租税条約の濫用防止）で勧告しているものです。 

 

 国家税務総局の担当官は、上述した勧告事項の一部は、2010 年 7 月 26 日に発布された「『中

華人民共和国政府とシンガポール共和国政府の所得の二重課税の回避と脱税の防止に関する協

定』および議定書条文解釈の印刷発行に関する通知」（国税発［2010］75 号）ですでに導入され

ているので、Action7 の勧告によって将来 OECD 租税委員会がモデル租税条約を改訂するのに合

わせて、国税発［2010］75 号の修正を行うと発言しています。これは Action7 の勧告事項のフ

ォローアップとして、PE に帰属する所得についての追加ガイダンスの作成が 2016 年末までに予

定されているからです。 

 

② Action 12 （アグレッシブ・タックス・プランニングの強制的開示規則） 

 

 Action 12 については、多国籍企業グループが節税のために積極的または濫用的に策定したタ

ックス・プランニングを政府に報告させる国内法上の義務規定を各国に勧告するものですので、

国家税務総局はこの勧告を中国の租税徴収管理法の改正につなげる予定です。 
 
2. 中国の移転価格実務 
 

① 国連マニュアル第 10 章（中国実務） 

 

BEPS 行動計画の内容は非常に多岐な分野にわたっていますが、国家税務総局が当面において

も重視しているのは、中国の移転価格税制に BEPS の成果をどのように取り込むかということ

です。 

 

 国家税務総局は、2013 年 10 月に国連が発表した「発展途上国のための移転価格実務マニュア

ル」（国連マニュアル）第 10 章で、ブラジル、インド、南アフリカとともに、発展途上国の立

場に立った中国の移転価格実務を紹介しています。この文書は国家税務総局の移転価格担当官

の身分で書かれていますが、国家税務総局が移転価格についての見解を初めて文書で公開した

資料となっています。 

 

 この国連マニュアル第 10 章（中国実務）では、次のような課題が検討されていました（詳細

については 2014 年 10 月号から 2015 年 2 月号をご参照ください）。1 

 

                                                  
1 MIZUHO CHINA MONTHLY バックナンバー 

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/economics/monthly/index.html 
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1）移転価格取引における比較可能性（比較可能な対象取引が存在しない等） 

2）地域固有の優位性（ロケーション・セービングとマーケットプレミアム） 

3）無形資産（マーケティング無形資産、ロイヤルティ） 

4）実務的な課題（来料加工と進料加工、単一機能と複数機能、研究開発） 

5）製造受託（利益分割法、バリューチェーン、フォーミュラー・アプローチ） 

 

 上記の課題の一部については、今回の Action 8-10「移転価格の成果と価値創造の連携」の中

では、次のような項目で取り扱っています。 

 

1）ロケーション・セービングとその他の現地市場の特徴（上記 1と 2の課題） 

2）取引単位利益分割法（上記 5の課題） 

3）無形資産（上記 3の課題） 

 

 Action 8-10 は、現行の国際的な移転価格ルールでは、多国籍企業が利益を生み出す経済活動

（価値創造）と移転価格の成果（移転価格ルールの適用結果）が連携することなく移転価格ル

ールが誤って適用されていることから、企業の価値創造に対応した移転価格の独立企業原則を

確立することを目的としています。 

 

 なお、上記 2）の取引単位利益分割法については今後のフォローアップが予定されており、統

一されたグローバル・バリューチェーンにおける価値創造を移転価格の成果と連携する移転価

格方法として、2017 年上期までに詳細なガイダンスが作成される予定です。 

 

 特別納税調整実施弁法の草案では、新たに第 6章「無形資産」を設定し、Action 8-10 の中の

「無形資産」におおむね準じた内容を規定しました。この中で、コスト・セービング（上記の

ロケーション・セービングと同じ）、マーケットプレミアム等の地域固有の優位性は「地域的特

殊要素」として規定されています。 

 

 この「地域的特殊要素」は、原価分担契約（コストシェアリング契約） における考慮事項、

移転価格の事前確認申請における優先順位を決定する要因としても規定されています。 

 

 また、草案第 6 章「無形資産」では、無形資産の移転価格決定方法（算定方法）として、独

立価格比準法と利益分割法のほかに、価値貢献分配法と資産評価方法が新たに規定されました。 

 

 これは Action 8-10 の「無形資産」で、新たに DCF 評価（Discounted Cash flow valuation ）

等の見積キャッシュフローまたは見積所得の現在価値を測定する評価技法が無形資産の評価方

法として採用されたことに対応するものです。ただし、この草案で規定する意義の価値貢献法

と資産評価方法については、草案の正式発布後の実務的な解釈通知によってその具体的内容を

慎重に検討する必要があります。 
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 草案は、納税者がこれまで提出していた移転価格の同期資料に替えて、Action 13（移転価格

文書化と国別報告書）に準拠して、マスターファイル、ローカルファイル、特別事項ファイル

（中国固有の要求規定）、国別報告書の提出または準備（作成と保存）を要求していますが、こ

のうちのローカルファイルの中でバリューチェーン（国連マニュアルで指摘した課題）の分析

資料を作成することを特に要求しています。 

 

 このバリューチェーンについては、来料加工の利益率を評価する時にバリューチェーンの関

連資料を提供すること、移転価格の事前確認申請時における優先記載事項とすること、外国子

会社合算税制（タックスヘイブン税制）における合算所得を計算する時にグループのバリュー

チェーン分析を行うこと等が新たに規定されています。 

 

② 国内法の整備と草案 

 

国家税務総局が 2015 年 10 月 10 日に発表した声明文では、次のように述べています。 

 

国家税務総局は、BEPS の成果を中国国内に規定化（中文では転化）することを高度に重視し

ており、この両年で、「一般租税回避対策管理弁法」、「非居住企業の間接譲渡財産管理弁法」等

の 4つの租税回避対策管理を強化するための規則と規範的文献を発布し、2015 年 5 月 15 日に締

結したチリとの租税条約に「租税条約の特典濫用防止」の条項を入れた。 

 

 上述の 4つの租税回避対策管理規定とは、次の規定です。 

 

1）「一般租税回避対策管理弁法（試行）」 

2014 年 12 月 2 日 国家税務総局令第 32 号 

2）「非居住企業が財産を間接譲渡する場合の企業所得税の若干の問題に関する公告」2015 年 2

月 3日 国家税務総局公告 2015 年第 7号  

3）「企業の国外関連者に支払う費用に係る企業所得税問題に関する公告」 

2015 年 3 月 18 日 国家税務総局公告 2015 年第 16 号 

4）「原価分担契約（コストシェアリング契約）の管理を規範化することに関する公告」2015 年

6 月 16 日 国家税務総局公告 2015 年第 45 号 

 

 特別納税調整実施弁法の草案では、上記 2）に関連して、移転価格の取引類型に持分譲渡が新

たに追加されました。上述したローカルファイルでは、バリューチェーン分析とともに関連者

との持分譲渡取引の概況、譲渡対象、資産評価報告書を記載することが要求されています。 

 

 また、上記 3）に関連して、新たに第 7 章「関連役務」を設定し、Action 8-10（移転価格の

成果と価値創造の連携）の中の「低付加価値グループ内役務」におおむね準じた内容を規定し

ました。ただし、一部の具体的な内容については Action 8-10 の内容と必ずしも一致していま

せん。 
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 上記 4）は、コストシェアリング契約の事前審査批准制度から事後管理制度への行政手続の簡

素化に伴う変更であり、草案第 9章「原価分担契約」で事後管理制度が規定されています。 

 

 

 

 

 

近藤 義雄 
 
近藤公認会計士事務所 
所長 公認会計士 

早稲田大学大学院商学研究科の修士課程を卒業後、監査法人に勤務して公認会計士として登録、

上場会社等の監査業務に 23 年ほど従事した。1986 年から 2年ほど北京の国際会計事務所に日本

人初の駐在員として勤務し、日系企業に幅広いコンサルティング業務を提供。帰国後に「中国

投資の実務」（東洋経済新報社 1990 年）を出版し、現在まで中国の投資、会計、税務分野の専

門書を 25 冊ほど出版。2001 年に近藤公認会計士事務所を開設して中国専門のコンサルティング

業務を提供している。 
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労働契約法に定める経済補償金について 

 

 

 中国の『労働契約法』は労働者と使用者との関係を調整する法律であり、労働紛争を解決す

る根拠となります。労働契約法の基本原則の一つは、弱者の位置にある労働者の権益を積極的

に保護するという点です。この観点から、労使間の労働契約が解除される際に労働者に対して

支払う経済補償金の問題に関する規定が明確に定められています。今回は、労働契約法におけ

る経済補償金に関する規定の解釈とその運用について紹介してまいります。 

 

一．経済補償金を支払うべき状況 

まず、どんな場合に経済補償金を支払う義務が生じるかを列記します。主に以下の場合には、

法律により、使用者は労働者に対して経済補償金を支払わなければなりません。 

 

1．労働者が会社都合で離職する場合 

一般的に、労働者のほうから労働契約を解除する場合は経済補償金の支給を受けることがで

きませんが、使用者が違法な行為をした場合には、労働者は一方的に労働契約を解除すること

ができます（労働契約法第 38 条）。このような場合は、たとえ労働者が労働契約の解除を主張

したとしても、使用者は労働者に経済補償金を支払わなければなりません。 
なお、使用者の違法な状況とは、以下のような状況を指します。 
（1）労働契約の約定どおりに労働条件を提供しない場合  

（2）期限どおりに労働報酬を満額支給しない場合  

（3）労働者のために社会保険料を納付しない場合  

（4）使用者の規則制度が法律、法規の規定に違反し、労働者の権益に損害を与えた場合 
（5）会社都合で労働契約が無効となった場合  

（6）使用者が暴力、威嚇又は違法に人身の自由を制限する手段により労働者に労働を強制し

た場合 
（7）使用者が規則に違反し、労働者の人身の安全を脅かす危険作業を指示、強要した場合 

 

2．使用者が契約解除を求める場合 

  労働契約法第 36 条には、使用者及び労働者は協議による合意のうえで労働契約を解除するこ

とができると定めています。さらに第 46 条には、使用者が第 36 条の規定により労働者に労働

契約の解除を提起し、かつ労働者と労働契約の解除について協議により合意した場合は経済補

償金を支払うべきとあります。したがって、協議による合意のうえで労働契約を解除する際は、

当事者のどちらから解約を提起したかという点が、労働者が使用者に経済補償金の支払いを請

求できるか否かの分かれ目となります。 

 

3．使用者に過失がない解約（非過失性解約）の場合 

  非過失性解約とは、労働契約法第 40 条に定められている下記の三つの状況をいいます。 

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

とができず、使用者が別途用意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と証明され、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生じ、その結果労働契約の履

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 

 
これら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 カ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ま

す。 

 

4．使用者がリストラをする場合 

  労働契約法第 41 条の規定により、下記の状況のいずれかに該当し、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又

は全従業員に対して状況を説明し、労働組合又は従業員の意見を聴取後、人員削減案を労働行

政部門に報告したうえで人員削減を行うことができます。 
（1）企業破産法の規定によって再編を行う場合 

（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あり、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 

（4）その他、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 

 

5．使用者が労働契約を更新しない場合 

  労働契約法第 46 条規定により、以下のような状況において労働契約の更新に同意しないこと

により労働契約が終了する場合、使用者は労働者に対して経済補償金を支払わなければなりま

せん。 

（1）当事者双方が共に契約更新について同意しない場合 

（2）使用者が労働契約を更新することに同意せず、労働者がそれに同意する場合 

（3）使用者が労働契約で約定した条件を引き下げることを条件に更新に同意するものの、労

働者がそれに同意しない場合 

 

6．使用者の破産などの原因による解約の場合 

  労働契約法第 46 条の規定により、使用者が破産を宣告されたり営業許可証を取り消された場

合は、労働契約は終了し、使用者は労働者に対して経済補償金を支払わなければなりません。 

 

7．使用者が労働契約の締結を拒絶した労働者を解雇する場合 

  『労働契約法実施条例』第 5条により、使用者から書面による通知を受けたにもかかわらず、

労働者が雇用開始日から 1 カ月以内に書面による労働契約の締結を拒んだ場合、使用者は書面
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により労働関係の終了を労働者に通知しなければなりません。この場合は労働者に経済補償金

を支払う必要はありません。 

 

同条例第 6 条により、雇用開始日から 1 カ月以上 1 年未満、労働者と書面による労働契約を

締結していない場合には、労働契約法第 82 条の規定により労働者に毎月 2倍の賃金を支払わな

ければならず、また労働者と書面による労働契約を締結しなければなりません。この場合にお

いて労働者が書面による労働契約の締結を拒んだときは、使用者は書面により労働関係の終了

を労働者に通知しなければならず、また労働契約法第 47 条に基づき経済補償金を支払わなけれ

ばなりません。ただし、労働者が書面の労働契約の締結を拒み、かつ継続履行を拒む場合は、

上海高級人民法院の『労働契約法適用に関する若干問題に関する意見』に基づき、「労働者側

で労働契約を終了した」とみなされ経済補償金を支払う必要はありません。 

  

8．一定の業務の完了を以って労働契約を終了する場合 

労働契約法実施条例第 22 条により、一定の業務の完了をもって終了する労働契約が職務の完

遂により終了する場合、使用者は労働契約法第 47 条の規定に基づき労働者に経済補償金を支払

わなければなりません。この場合、当事者双方が契約の更新を同意するかどうかに関係なく、

経済補償金を支払わなければなりません。 

 

二．経済補償金の最低支給基準  

中国の労働法令には、経済補償金の 低支給基準として、法定経済補償金が定められていま

す。それは労働契約法の第 47 条であり、経済補償金は、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 カ月分を基準として労働者に支払われます。ただし、6 カ月以上 1

年に満たない場合は 1年として計算し、6カ月に満たない場合は半月分の経済補償金を支払うこ

とになります。 

 

三．経済補償金の支給上限 

一方、各労働法令において、すべての場合の経済補償金の上限が定められているわけではあ

りません。上記の経済補償金の 低基準を超えていれば、労使間の協議で決めることができま

す。また使用者は、協議を合意達成するために、労働者からのすべての支払請求を認める必要

はありません。そのため、使用者は労働者と交渉する前に、経済補償金の支給上限を設定する

必要があるといえます。 

 

たとえば、ある会社の従業員が 2010 年 1 月 2日から仕事を開始し、2015 年 12 月 30 日に期限

満了により終了するとします。しかし事業縮小に伴い、2015 年 1 月 2 日に協議一致で労働契約

を解除した場合、経済補償金はどのようになるでしょうか？ 

 

もし、当該従業員の労働契約を 2015 年 12 月 30 日の期限満了により終了するとし、当該従業

員には 5カ月分の経済補償金に併せて 12 カ月分の月給を支払うと協議したとします。すなわち

この従業員にとって、2015 年 1 月 2 日から 2015 年 12 月 30 日まで勤務しなくても、2015 年 12

月 30 日の労働契約終了時点までのすべての報酬及び経済補償金を、2015 年 1 月 2日の時点で受
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け取れるということになります。このような場合、特に仕事が大好きな従業員ではない限り、

協議の合意に応じることが考えられます。逆を返すと、会社にとっては、期日繰上げで賃金、

経済補償金を支払うことにより、当該従業員との労働契約を解除することができるということ

になります。 

 
 もちろん、上記の説明の意味は、この上限で労働者に経済補償金を支払ってくださいという

ことではありません。使用者は他の要件も加味しながら、経済補償金の 低基準と上限の範囲

内で、ケースバイケースで経済補償金額を検討する必要があるということになります。少なく

とも金銭上の損失からみれば、上限を越えて経済補償金を支給するよりも、従業員の労働契約

終了まで我慢したほうがよいとも考えられます。 
 
四．経済補償金の計算 

法律に基づく経済補償金の計算方法は「計算年数×離職前 12カ月分の平均賃金」となります。

それでは、この計算方法の中の「年数」や「平均賃金」については、どのように考えればよい

のでしょうか？ 

 

1．年数の計算について   

改正後の労働契約法による年数の計算方法は、勤務年数満 1 年ごとに 1 カ月とし、勤務年数

が 6 カ月以上 1 年未満の場合は 1 年として計算し、勤務年数が 6 カ月に満たない場合は半月分

を支払うとしています。しかし、改正前の労働契約法（2008 年 1 月 1 日以前）の年数の計算方

法では、たとえ 1 日しか勤務していない場合であっても 1 カ月分として計算する必要がありま

す。 
 
労働者保護の観点から、勤務年数については 2007 年以前と 2008 年以降を分けて計算する必

要があるとの主張もあります。この主張に基づくと、ごく極端な例をあげると、2007 年 12 月

31 日に入社して 2008 年 1 月 1日に離職し 2日しか勤務していない従業員に対しても、1.5 カ月

分とする必要があります。しかし、併せて計算すると 0.5 カ月分となります。実際のところ、

併せて計算するのが現在の通説であり、北京、上海地域の裁判所の審理傾向も同様です。 
 

2．離職前 12 カ月の平均賃金について 

 労働契約法第 47 条によると、労働者の離職前 12 カ月の平均賃金が当該地区の前年度労働者

の月平均賃金の 3 倍を超える場合、労働者に対して支払う経済補償金の基準は、当該地区の前

年度労働者の月平均賃金の 3倍の金額をもって支払うこととなります。しかし 2007 年以前の規

定には上限規定がないので、たとえ労働者の離職前 12 カ月の平均賃金が当該地区の前年度労働

者の月平均賃金の 3倍を超える場合であっても、当該労働者の離職前 12 カ月の平均賃金を基準

に経済補償金を計算することとなります。 
 
 労働者保護の観点からみると、労働者の離職前 12 カ月の平均賃金が当該地区の前年度労働者

の月平均賃金の 3倍を超える場合、2007 年以前の経済補償金は労働者の離職前 12 カ月の平均賃

金を基準にして計算し、2008 年以降の経済補償金は当該地区の前年度労働者の月平均賃金の 3
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倍を基準にして計算することになります。この場合の経済補償金は、当然 2007 年以前と 2008

年以降を分けてそれぞれ計算する必要があります。しかし、たとえば北京地域仲裁機関、北京

地域裁判所の仲裁審判の実務においては、当該地域の前年度労働者の月平均賃金の 3 倍で経済

補償金を計算しています。 

 

3．支払う年数の上限について 

労働者の賃金レベルによって、二種類の上限があります。 

（1）労働者の賃金額が当該地区の前年度労働者の月平均賃金の 3倍を超えない場合、その額

で計算し、実際の労働年数に基づき、相応の月分の賃金を経済補償金として払うべき。

つまり上限はなく、たとえば 15 年間働いていた場合、15 カ月分の経済補償金を支払う。 

（2）労働者の賃金額が当該地区の前年度労働者の月平均賃金の 3倍を超える場合、当該地区

の前年度労働者の月平均賃金の 3倍を基準にして計算する。そして 12 年間まで、つまり

12 カ月分の賃金を上限として経済補償金を支払う。 

 

 

 

 

 
 
 

  
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 
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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/ 



 
 

 

            

 

 

【ご注意】 
１． 法律上、会計上の助言：本誌記載の情報は、法律上、会計上、税務上の助言を含むものではありません。法律上、会計上、税務

上の助言を必要とされる場合は、それぞれの専門家にご相談ください。 
２． 秘密保持：本誌記載の情報の貴社への開示は貴社の守秘義務を前提とするものです。当該情報については貴社内部の利用に限定

され、その内容の第三者への開示は禁止されています。 
３． 著作権：本誌記載の情報の著作権は原則として弊行に帰属します。いかなる目的であれ本資料の一部または全部について無断で、

いかなる方法においても複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行うことを禁止します。 
４． 免責： 

本誌記載の情報は、弊行が信頼できると考える各方面から取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証す

るものではありません。弊行は当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらずいっさい責任を負い

ません。 
５．本誌は金融資産の売買に関する助言、勧誘、推奨を行うものではありません。 

◎ 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


