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--  EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy  --  

中国経済 中国資本市場の対外開放 

中国資本市場の対外開放が着実に進展している。2002 年に QFII 制度が設けられると共に、2011 年からは

RQFII 制度が追加され全世界に拡大した。また、2014 年には滬港通開通により上海と香港の株式市場の相

互接続が開始され、今後深セン等への拡大も予想される。本稿では、中国資本市場の対外開放の経緯を

制度面から振り返ると共に、昨今の中国株式相場の乱高下を踏まえた今後につき考えてみたい。 

産業・地域政策 中国ビッグデータ産業の発展現状と戦略展望 

ビッグデータの利用と産業育成が世界的な関心事となっているなか、中国も遅れることなく産業界・研究界

が主導して一定の産業基礎を築きあげてきた。昨年後半から「中国製造 2025」の関連策としてビッグデータ

の利用推進と発展強化に関する中央通達が公布され、多角的な利用と産業発展促進のビジョンが示され

た。本稿は中国ビッグデータの現状とその有利な条件を概観したうえ、政府の発展戦略の主旨内容を取り

上げ、ビッグデータを構造転換の新たな動力と強国発展の新手段とする可能性と課題を展望する。 

中国アドバイザリーの現場から 医療ツーリズムの注意点 

2015 年に訪日外国人観光客数は過去 2 番目の高水準となり、日本のインバウンド市場への期待がうかが

える。最近は、爆買いに代わって「国際医療ツーリズム」という新たな訪日旅行事業が中国人の注目を集め

ている。課題はまだ多いが、安倍首相の訪日観光客数 3,000 万人にという目標を達成するための新たな戦

略として、日本国内でも多方面から注目されている事業となっている。 

中国戦略 中国のオンライン消費者像（5） 

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。前号に引き続き

2015 年消費者調査の結果を報告する。中国の E コマースにおける消費者行動において、ますます重要にな

るモバイル機器とソーシャルメディアの使用実態を分析。併せて「クラランス」と「デッカーズ」の経営トップの

インタビューを紹介する。 

法務 広告宣伝をめぐる法的実務の動向 

2015 年「広告法」の改正施行により、違法広告の要件が明確化されその責任も強化された。中国での広告

宣伝における法的リスクは、「広告法」のほか「消費者権益保護法」「不正競争防止法」なども考慮しなけれ

ばならない。本稿では、違法広告と判断された事例を紹介するとともに、絶対化表現や比較表現の使用な

ど特に注意すべきポイントをまとめる。 

税務会計 中国売上会計基準の改訂草案（その 2） 

今月号は、中国の売上会計基準で最も一般的に見受けられる通常販売について、現行の中国会計基準と

2015 年 12 月に財政部が発表した改訂収入準則草案の考え方を具体的な販売方法に沿って比較する。通

常販売では収入を認識する時期について結論は大きく変わらないが、そのアプローチの仕方は全く異なる

ものとなっている。 

人事労務 中国における休暇制度について 

中国における休暇制度を紹介する。中国の休暇制度は、人口政策などを背景に日本と異なるものもあり、

その把握は社内制度設計や運用の上で重要である。本稿では、法定休日のほか、年次有給休暇や慶弔・

病気・出産などの休暇制度について、その概要や注意点などを広く紹介している。 
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中国資本市場の対外開放 

～現状と課題～ 
 

 

 

 中国資本市場の対外開放が着実に進展している。2002 年の QFII（Qualified Foreign 

Institutional Investor, 適格外国機関投資家）制度開始により、中国本土の資本市場への海

外投資家の参入が認められて以降、三類機構、RQFII（Renminbi QFII、人民元適格外国機関投

資家）制度、そして滬港通（Shanghai-Hong Kong Stock Connect）といった、様々な投資制度

が設けられてきた経緯がある。一方、昨年来中国の株式市場は乱高下を繰り返しており、中国

当局が株式市場の運営に苦慮する中、今後中国資本市場の対外開放への影響が予想される。 

 本稿では、中国資本市場への投資制度に関し、制度の概要や経緯を振り返ると共に、今後の

政策の方向性につき考えてみたい。 

 なお、本稿中、意見に係る部分は筆者の個人的見解であり、筆者の所属する組織の見解を示

すものでないことをお断りさせて頂く。 

 

1.中国資本市場への投資制度概観1 

 中国資本市場の対外開放の直接の契機としては、2001 年 11 月の世界貿易機構（WTO）加盟が

挙げられる。中国は WTO の前身である関税および貿易に関する一般協定（GATT）の原加盟国で

あったが 1950 年に脱退している。WTO への加盟は、中国の国際社会への復帰を象徴する出来事

であった。 

 QFII 制度は、中国の WTO 加盟における対外開放公約の一環として設けられた制度であり、商

業銀行、証券会社、資産運用会社（ファンド）、保険会社など、中国国外の投資家に、中国証券

監督管理委員会（CSRC）および国家外貨管理局（SAFE）の認可を受けた範囲で、中国資本市場

への投資を認めるものである。中国当局は WTO 加盟を契機に対外開放を進めて行くべき立場で

はあったが、アジア通貨危機の反省等を背景に、過度な投機資金の流出入を排除するため、投

資制度を整備し慎重に資本市場の開放を進めることとなった。 

 QFII 制度の特徴としては、①中国本土における投資の窓口となるカストディアン（投資家に

代わって有価証券の保管・管理を行う金融機関）やブローカーを定め、中国当局が間接的に海

外投資家の管理を行うことや、②最低投資額やロックアップ期間、回金の制限およびアロケー

ションの制約といった機動的な投資を制約する規制を設けていること、が挙げられる。 

 続いて、2010 年 8 月には三類機構による中国銀行間債券市場への投資が認められた。三類機

構とは、①国外の中央銀行あるいは通貨当局、②香港、マカオの人民元決済銀行、③クロスボ

ーダー貿易人民元決済の国外参加機構、を指し、これらに該当する海外の金融機関等に対し、

中国人民銀行（PBOC）が資格と投資枠を認可するものである。オフショア人民預金の滞留拡大

に応じ、その受け皿として設定されたもので、人民元国際化に応じた限定的な枠組みである2。 

                                                   
1 中国資本市場への投資制度の詳細については、拙稿「QFII制度の現状と課題」（Mizuho Capital Market Insight Vol.13-1, 

2013.5.31）および「中国資本市場の対外開放と滬港通」（Mizuho Capital Market Insight Vol.15-3,2015.7.14）をご参照頂

きたい。 

「中国資本市場の対外開放と滬港通」 http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/rmb/pdf/R524-0003-XF-0102.pdf 
2 なお、PBOCは昨年 7月、三類機構とは別に、海外の中央銀行や国際金融機関、政府系投資ファンドに対し銀行間債券市場で

の投資を認める新たな枠組みを設けることを発表している。 

みずほ証券 

グローバルコーディネーション部 

村松 健 

ken.muramatsu@mizuho-sc.com 

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/rmb/pdf/R524-0003-XF-0102.pdf
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【図表：投資制度の概要比較】 

 QFII（2002） 三類機構（2010） RQFII（2011） 滬港通（2014） 

目的 

 

 

 

   

通貨 （原則）米ドル 人民元 人民元 人民元 

市場 
①取引所市場 

②銀行間債券市場 
銀行間債券市場 

①取引所市場 

②銀行間債券市場 
取引所市場 

認可当局 
①CSRC, SAFE 

②CSRC, SAFE, PBOC 
PBOC 

①CSRC, SAFE 

②CSRC, SAFE, PBOC 
不要 

認可対象 個社 個社 国＋個社 - 

認可状況 
279 社 

811 億米ドル 

111 社 

（金額非開示） 

156 社 

4,443 億元 
- 

主な規制 

投資限度額 

（上限/下限） 

回金規制 

アロケーション制約 

業態の限定 

（事実上の 

回金規制） 

投資限度額 

回金規制 
- 

（出所）国家外貨管理局、上海清算所 HP より筆者作成 

 

 RQFIIは 2011年 12月に導入された制度であり、基本的には QFII制度を踏襲した枠組みであ

ると共に、三類機構同様、オフショア人民元預金の受け皿との性質を有している。QFII は投資

通貨が原則米ドル建てであるが、RQFII は人民元であり、RQFII は QFII の人民元版とご理解頂

きたい。一方、QFII制度との相違点としては、CSRCと SAFEの認可の前段階として、PBOCが各

国別に投資枠を付与する 3 段階の認可態勢が挙げられよう。なお、QFII 制度に見られたアロケ

ーションの制約は RQFII には存在しない。また RQFII については、各国ごとに投資枠の付与が

行われているが、近年、人民元クリアリングバンクと並び、欧州を発端に全世界での付与が進

展している。韓国などでも積極的な活用が進んでおり、東京市場への付与が待たれる3。 

 最後に滬港通につき説明したい。滬港通は、上海証券取引所と香港証券取引所を連結するこ

とで、A株4や H株5などの一部上場株式等の相互取引を可能とするものである。 

 QFII などの既存の投資制度は、CSRC や SAFE の認可が前提となったが、滬港通への参加につ

いてはそのような個別認可は不要となっており、中国当局の方針転換として評価されよう6。 

 なお、滬港通については、世界各地の証券取引所との相互取引拡大の可能性もささやかれて

いる。具体的には、深センとの接続（深港通）は昨年より検討が進んでおり、また、世界各国

で人民元クリアリングバンクの設置や RQFII の付与が進展する中、今後、ロンドン（滬倫通）

などへの拡大も注目される。 

                                                   
3 麻生太郎財務大臣は、昨年 10月にリマで行われた G20において中国の楼財政部長に対し、RQFIIの付与や人民元クリアリン

グバンクの設置を要請している。 
4 中国で取引が認められている株式としては、国内投資家向けの A株と海外投資家向けの B株が存在する。B株の売買は、1994

年より開始されていたが、外国資本による上場会社買収が進むことを懸念した中国当局の抑制的な対応を受け、その取引量は

限定的であり、市場の規模としても、B株は A株をはるかに下回る状況となっていた。B株市場の重要性は徐々に失われ、一

時再開した時期はあるが、2000年 10月以降、原則 B株市場への上場は行われていない。 
5 香港で上場した中国企業の株式。 
6 なお、QFII制度等においては、過去中国本土への投資に伴うキャピタルゲインの取り扱いが不明確であり、問題とされてい

た。滬港通開通に伴い、中国当局は非居住者の中国資本市場投資に係るキャピタルゲイン投資の取り扱いが非課税である旨を

明確化した、ただし、現時点では非恒久措置となっている。 

人民元国際化への対応 

資本市場の対外開放 
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2.中国当局の目的に応じた投資制度の変遷 

 これまでは中国本土市場への投資制度の概要をご説明したが、最後に、中国当局の目的と投

資制度の変遷について考えてみたい。 

 中国においては、WTO加盟など国際社会への復帰の中で、資本市場の対外開放を迫られてきた

経緯がある。この時点では、中国当局は QFII制度こそ設けたものの、制度自体が抑制的な枠組

みとなっており、外圧に強いられた対外開放との色彩が強いように思われる。 

 一方、その後人民元国際化が中国の国策として進展する中、蓄積が進むオフショア人民元の

運用手段を確保するため、三類機構や RQFII といった投資制度が追加的に設けられた。特に昨

年は、5 年に一度の国際通貨基金（IMF）の特別引出権（SDR）の見直しの年であり、人民元の

SDR入りに関し、その「貿易の量」と「取引の自由度」が問われることとなった。資本市場の対

外開放は、「取引の自由度」を示す有力な要素であり、人民元の SDR入りを目指した取り組みの

中で、滬港通のような認可を排除した枠組みも導入されたようだ。各種投資制度は、人民元国

際化の中で、より積極的な意味合いを持つようになってきている7。 

 今後注目されるのは、株式市場の構造改革との関係であろう。中国の株式市場は個人投資家

中心であり、企業業績に即した健全な株価形成が困難との構造問題を抱えている。昨年来、こ

のような構造問題を背景に、中国の株式市場は乱高下を繰り返す状況にあり、特に年初のサー

キットブレーカー制度導入・停止に伴う混乱は、記憶に新しい。 

 実は 2012 年前後、中国株式市場の構造的課題の解消策として QFII への期待が高まった経緯

がある。国内機関投資家が未成熟である中、洗練された海外機関投資家が中国株式市場へ参画

することが構造問題の解決に好影響を与えることが期待され、CSRC の郭樹清主席（当時）の指

導の下、2012年前後、QFII枠の総額が段階的に 1,500億米ドルまで拡大、認可件数も急増した。

QFII制度におけるアロケーションの制約（投資額の一定割合を株式投資としなければならない）

は、海外投資家による中国株式投資拡大振興策としての意義が認められる。 

 昨今の動向を踏まえると、2012 年同様、中国当局が株式市場の構造問題解決のため、海外投

資家の中国株式市場への参入を促進すべく、投資制度の拡充もしくは規制緩和を検討する蓋然

性は高いように思われる。足元懸念される資本流出への対応との側面もあろう。具体的には、

SAFEは 2月 4日付で QFII制度につきプレスリリースを行っており、承認手続きの簡略化や割当

上限の撤廃などの大胆な規制緩和が行われるようだ。一方、海外投資家による中国株式市場参

入拡大のためには、投資制度を中心とした様々な制度および市場インフラの改革が必要となろ

う。たとえば、現在分断している中国本土の株式市場と債券市場の統合や、ファンド以外も対

象とした回金規制等の更なる緩和、国際版やパンダ債といった非居住者によるファイナンスの

拡大、証券決済制度の整備などが挙げられる。また、アロケーションの制約は株式投資促進よ

りも、むしろ参入障壁として意識されており、撤廃が望まれる。株式市場の混乱を契機に、ユ

ーザー利便性を意識した市場構造改革が進展することに期待したい。 

以 上 

                                                   
7 人民元 SDR入りを意識した中国資本市場の対外開放への取り組みについては、パンダ債の発行も重要であろう。パンダ債発

行については、本 Mizuho China Monthly2015年 11月号掲載の拙稿（パンダ債の新展開）をご参照頂きたい。

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/economics/monthly/pdf/R512-0074-XF-0105.pdf 

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/economics/monthly/pdf/R512-0074-XF-0105.pdf
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中国ビッグデータ産業の発展現状と戦略展望 
～経済転換の新動力と強国発展の新手法への期待～ 

 

 

1．はじめに（ビッグデータの定義と特徴） 

 ビッグデータとは、利用者が急拡大しているソーシャル

メディア内のテキストデータ、携帯電話・スマートフォン

に組み込まれた GPSから発生する位置情報、時々刻々と生

成されるセンサーデータなど、膨大で構造が複雑なため従

来の技術では管理や処理が困難なデータ群と定義される 1。 

 ビッグデータの特徴は一般に「4つの V」で捉えられる。

データ量（volume）が膨大で且つ不断に拡大し、ギガバイ

ト（GB）からゼタバイト（ZB）といった極大単位で計測し

なければならない。また、入出力データの速度（velocity）

が迅速で、データの種類とデータソースがバラエティ

（variety）に富んでおり、情報としての価値（value）が

高いことが認知されている。更に、こうした高ボリューム、

高速度、高バラエティ、高価値のデータ情報が情報資産と

なるよう高度な解析処理や最適化するための正確性

（veracity）が求められるとして「5 つの V」とする議論

も見られる。 

 ビッグデータの形成は図 1に見る ICTの急速な発展、ス

トレージ情報機器の高度化と低コスト化によるところが

大きい。国際的データ会社 IDCの研究報告書によると、2020年までに、世界のビッグデータの規

模は 40倍に増加し（図 2）、データウェアハウスを管理するサーバーの数も 10倍に増えるという。 

 今日ビッグデータは全ての業界とビジネス分野に浸透しており、徐々に重要な生産要素になり

つつある。これを産業として発展させることは各国の政府や学術界、産業界の大きな関心事であ

り、移動通信インフラの整備拡大と利用者急増（表 1）を続ける中国もビッグデータの発展に注

目と注力を強めている。 

 

2．中国におけるビッグデータの利用と産業発展動向 

 世界一の人口規模を持つ中国では、近年の経済発展と通

信インフラの整備拡大（表 1）により、急速に情報流通量

が拡大している。インターネット人口とモバイル人口、ブ

ロードバンド利用者数も急増。2015年末時点で、中国のイ

ンターネット人口は総人口の半分を超え約 6.9億人となり、

インターネット普及率は初めて 50％を超えた（50.3％）。

携帯電話の普及率も 95.5％と高く、うちモバイルインターネ

ットの利用率は 90％近くになっている（図 3）。 

                                                   
1総務省「24年版情報通信白書」（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc121410.html）。 

2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

携帯電話の通話時間
(億分)

12,507 43,261 50,473 55,445 58,230 59,013

携帯電話ショ-トメッ
セージ　(億通)

3,046 8,277 8,790 8,973 8,921 7,674

インターネットユーザ
数(万人)

11,100 45,730 51,310 56,400 61,758 64,875

携帯電話ユーザ数
(万人)

39,341 85,900 98,625 111,216 122,911 128,609

3G携帯電話ユーザ数
(万人)

ー 4,705 12,842 23,280 40,161 48,526

携帯電話交換台容量
(万回線)

48,242 150,285 171,636 184,024 196,557 205,025

光ファイバーケーブル
総延長(万km)

72 82 84 87 89 93

インターネットブロード
バンド接続端子 (万台)

4,875 18,781 23,239 32,108 35,945 40,546

インタネット国際接続
回線速度 (Mbps)

- 1,098,957 1,389,529 1,899,792 3,406,824 4,118,663

表1　中国の移動通信のインフラ整備と利用者数の推移

資料）国家統計局『中国統計年鑑』各年版及び「国家数据」より作成。

年　次
項　目

図１　ICT発展によるデータ伝送速度の飛躍的向上　

資料）総務省情報通信国際戦略局「ＩＣＴによる成長戦略 ～ＩｏT／ビッグデータ時代の政策動向～」（平成27年10月8日）より引用。

携帯電話の通信速度家庭向け固定通信の通信速度

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　国際的なデジタルデータ量の増加予測

　資料）図1に同じ。

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc121410.html
mailto:yongyu.shao@mizuho-bk.co.jp
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 図 4のように、中国の電気通信業務収入に占める音声通信の

比率が 2010年の 57.1％から 31.7％に減ったのに対して、非音

声通信の比率は 42.9％から 68.3％に拡大し、またモバイルイン

ターネットの収入比は 6.1％から 27.6％に上昇した。データ流

通量が急拡大し、ビッグデータ産業の市場資源や産業環境がで

きつつあることがうかがえる。 

 諸外国でもビッグデータの利用や産業発展はまだこれからと

いう状況の中、中国は、近年の政策強化と IT産業発展により、

先進的な面もある。2014年の中国ビッグデータの 3大分野の構

成比（図 5の円グラフ）をみると、ソフトウェアが最大の 42％

を占め、ハードウェアが 34％、サービスが 24％である。中国ビ

ッグデータの産業規模は、2011 年の 37.4 億元から 2015 年の

98.9億元へ約 2.6倍増加し、2016年は約 130億元の規模になる

と予測されている（図 6）。また、需要の角度からビッグデータ

利用部門構成比を見ると、金融、通信、小売、政府が上位 4部

門（それぞれ 16％、15.6％、13.9％、12.7％）を占め、続いて

医療（9％）、観光（4.1％）となっている。残りはその他として

28.7％を占め、またかなり分散的になっている。 

 中国工業・情報化部所属の中国信息通信研究院の特別調査 2

からは、2014年時点の中国企業のビッグデータ利用状況が分か

る。調査を受けた企業のうち、95％以上がビッグデータの利用

が企業にとって大変重要であるとし、61.7％が企業の経営効率

の向上に明確な効果があると回答している。また、57.8％が企

業の最善な意思決定に効果があるとし、45.6％が企業のリスク

管理にプラスになっていると答えている。図 7は利用効果の複

数回答を示すもので、経営コストの削減や新たな業務収益の

創生、顧客満足度の向上に効果があったという回答も多く見

られた。また図 8 の利用したビッグデータ供給源を見ると、

企業内の業務プラットフォームデータが最も多く、顧客先の

関連データと企業内の管理プラットフォームデータが 2番目、

続いてインターネット上の公開データ、ソーシャルプラット

フォームデータ、外部から購入したデータとなり、政府の無

料開示データは利用が少ないことが分かる。 

 なお、企業の政府側に対する要望事項としては、半数以上

の回答が「ビッグデータ分野の R＆Dプロジェクトの支援」、「更

に多くの政府公開情報資源の開示」、「データ取引サービスの促進」を求めている。また「個人情

報保護の強化」や「政府調達によるビッグデータの購入拡大」を希望する回答も多く、全般的に

政府情報の開示と利用促進支援を求める声が多いことが分かる。 

                                                   
2 同調査は中国信息通信研究院（CAICT）が 2014年に全国各地域の企業関係者を対象に実施した大がかりな調査で、「中国大数

据発展調査報告（2015）」という文書で調査結果が公開された。 

図6　中国のビッグデータ産業の市場規模
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資料）中国電子情報産業研究
所、工業情報化部賽迪智庫「ビッ
グデータ発展白書（2015）」より作
成。2016年は予測値。

図5　中国のビッグデータ市場の運営構造（2014年）

資料）中国電子情報産業研究所、工業情報化部賽迪智庫「ビッグデータ発展白書
（2015）」と中国信息通信研究院「中国ビッグデータ発展調査報告（2015年）」より作成。円
グラフは2014年の中国ビッグデータ産業の分野別構成比を示している。

インターネット会社
（百度、阿里巴巴、

騰訊）

従来のIT企業
（華為、浪潮、用
友、聯想、曙光）

ビッグデータ会社
（億賛普、拓爾思、
九次方、永洪科技）

図3　中国インターネットと移動電話の普及率推移
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資料）国家統計局『中国統計年鑑』
各年版、中国工業情報化部「2015
年通信運営業統計公報」より作成。

 

図4　中国の非音声通話と移動インターネット収入比の拡大
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資料）中国工業情報化部
「2015年通信運営業統計
公報」より作成。
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3．中国のビッグデータ推進利用戦略の展開動向 

 主要な先進国がビッグデータの産業化推進を重要視

する世界的潮流 3 をふまえ、中国政府も早い時点から

ビッグデータ産業化に関心を寄せていた。最初はビッ

グデータの基盤整備や素地づくりに直結する IT 産業

の発展、わけてもインターネットのインフラ整備と利

用促進に力を入れていた。その中でも、モノのインタ

ーネット（IoT）やクラウドコンピューティング、EC

ビジネスの発展促進に注力し、特に国有企業をはじ

め地域政府と地域民間企業の呼応を促進すべく積極

的にこれらの産業分野の工業園区の建設や創業活動

を推進した。その成果として有力企業が複数出現し、

インターネットによる通信分野、ECを主とする小売

分野、健康医療及び金融分野におけるビッグデータ

の活用拡大などの産業化発展が見られるようになり

4、今後の産業化推進策展開の基礎ができたと言える。

またどちらかというと、中国ビッグデータ産業の形成や政策指向は政府側よりもインターネット

業界やコンピュータ学会などの学術界が先導したようである。 

 中国でビッグデータに関する具体的な施策が打ち出されたのは 2014 年に入ってからのことで

ある。まず 2014年 5月に主管専門部門の工業・情報化部電信研究院から「ビッグデータ白書（2014

年）」が発表され、ビッグデータの全体像に関する紹介とビッグデータ発展現状報告が展開された。

同年 6月にはもう 1つの主要専門機関の中国電子技術標準化研究院から「ビッグデータ標準化白

書」が公表され、中国のビッグデータ関連の技術面での発展動向と今後の展望が伝えられた。 

 ビッグデータについて中央政府の通達が打ち出されたのは昨年後半からである。まず国務院が

2015年 7月、「ビッグデータによる市場主体向けのサービスと監督管理の強化に関する若干意見」

を公布し、ビッグデータの活用を通じて政府サービスと管理監督能力の向上を目指す一連の措置

が明確化され、ビッグデータ技術の広範利用が強調された 5。2カ月後の同年 9月、国務院は「ビ

ッグデータの発展促進に関する行動綱要」（以下「綱要」）を発表し、ビッグデータの発展を本格

的に促進する中央政府の姿勢を強調した。表 2 に「綱要」の概要をまとめたが、今後 5～10年の

期間中に 5つの目標の達成と 10大重点推進事業が掲げられているほか、これを実現するための政

策措置 7点が指示されている。 

                                                   
3先進国は2012年以降、ビッグデータ活用促進のために様々な政策を打ち出して積極的に取り組んできた。例えば、米国は 2012年に「ビ

ッグデータ研究発展イニシアティブ」を実施、ビッグデータ関連の基礎技術の研究開発や公共サービス機関での応用に注力しており、英
国は2013年1月に航空や医療など 8種類のハイテク分野に 6億ポンドを投資した。日本は 2012年に「Active Japan ICT戦略」にアクテ
ィブデータ戦略を盛り込み、ビッグデータ活用を少子高齢化社会と経済成長減速の打開策としても期待している。韓国やオーストラリア

は2013年にビッグデータの推進戦略を打ち出し、インドやシンガポールはもっと早い時期からデータ基盤の整備に取り組んできた。 
4中国でのビッグデータ活用動向と産業化についてまだ初期的段階にあるとの見方が多いが、日本科学技術振興機構の WEBサイ
ト(http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1507/r1507_cheng1.html)の中国専門家の共同論文では、一部の産業分野での利用はかなり進展し

ているという。尚、同資料では中国ビッグデータ利用促進の具体的取り組みも詳細に紹介している。 
5同通達ではビッグデータの活用を通じて異なる地域・業界・企業による公共サービスの需要度把握や、政府サービスの的確性・
有効性の向上、経済情勢の観測とリスク予測の改善、民間への関連情報開示による市場予測の的確化誘導、政府指導の業績評価

を行うなどの政策指向が提起された。また、政府監督管理の手段としてもビッグデータを活用する旨の施策（企業の生産経営、
販売と物流データの公開奨励、ビッグデータ監督管理モデルの構築と利用、市場主体の経営規律と特徴の把握、違法行為の防止
強化、電子商取引に関する情報収集・分析の強化、実名制度と取引信用評価制度の整備、政務のデジタル化、政府情報資源管理

システムの構築、中央及び地方政府のビッグデータ活用能力の向上など）も言及された。 

図7　中国企業のビッグデータ利用目的
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経営効率性の向上

知能的意思決定の実現

リスク管理の最適化

経営コストの削減

新たな業務収益の創生

顧客満足度の向上
被調査企業有効回答社数（社）

資料）中国工業化情報部所属中国
信息通信研究院「中国大数据発展
調査報告（2015年）」より作成。複数
回答。（N=809社）

図8　中国のビッグデータの供給源（データソース）
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資料）中国工業化情報部所属中国信息
通信研究院「中国大数据発展調査報告
（2015年）」より作成。複数回答。（N=809
社）

http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1507/r1507_cheng1.html
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 また、報道によれば昨年「ビッグデータ産業発

展 13次 5カ年計画（2016～2020）」の制定が着手

され、今年の早い時期にも公表される見通しであ

る。この 5カ年計画も基本的に「綱要」の方針を

踏まえたものになると思われる。報道によれば、

主管部門の工業情報化部は、5 カ年計画に加え、

ビッグデータ産業発展推進計画なども制定して

いくと言われている。当面はこの「綱要」が中国

のビッグデータ産業の発展促進を規定する最も

重要な政府文書と見なされることは間違いない。

「綱要」策定目的はビッグデータの活用と産業化

実現に尽きるが、冒頭でビッグデータ発展の意義を①経済構造転換の新動力、②国の競争優位再

構築の新機会、③政府管理能力向上の新経路と捉えていることから、中国はこの最新業態の重要

性に対する認識が高く、国の競争優位と政府管理向上の新たな手段とする狙いがうかがえる。 

 図 9にみるビッグデータの産業形態（データ、

サービス、製品）からすれば、どの段階でも信頼

性向上と情報開示の促進、情報解析の速度と精度

の向上及び安全性保持・プライバシーの保護が強

く求められる。同「綱要」には、これらに対応す

る内容が大きく盛り込まれ非常に意義深い政府

文書となっている。これを本格的に実施できれば、

中国のビッグデータの利用普及や産業化実現も

可能であり、社会管理の効率や情報透明度の向上

及び経済社会だけでなく、政治・文化等の幅広い

領域の変革促進も期待される。 

 

4．中国におけるビッグデータ発展推進の可能性と課題及び将来展望（結び） 

 冒頭で触れたように、中国にはビッグデータの利用促進や産業発展のための産業基盤と一定の

発展基礎に加え、業界、学会等の強い希望と IT方面の豊かな人材の蓄積などの面で優位性がある。

さらに、政府の戦略強化（ビッグデータの活用は「中国製造 2025」の重要関連政策でもある）と

支援策の展開により、その可能性が更に高まると見られている。 

 2015年 12月 10日に開催された中国ビッグデータ技術大会（BDTC）で発表された「中国ビッグ

データ技術産業発展報告」では、2013～2015年の 3カ年のトレンド（表 3）を踏まえて 2016年の

トレンド予測にも言及している。その内容は、

①可視化推進による大衆化、②多領域科学の融

合とデータサイエンスの隆盛、③ビッグデータ

の安全性とプライバシー侵害の懸念の発生、④

データ解析処理方法の多様化、⑤社会管理能力

向上と民生分野への情報活用促進効果の現出、

⑥国務院の「行動綱領」による産業形態の進展

表2　中国のビッグデータ発展促進行動綱要の骨子

資料）国務院「ビッグデータ発展促進行動綱要」（2015.8．31）より抜粋。

【5つの目標】5～10年内に、①適確管理と多方面協力の新しい社会管理
の模式の樹立、②安定・安全・高率な経済運営の体制の樹立、③人間本
位的で全国民に恩恵をもたらす民生サービスの新体制の樹立、④大衆創
業・万民創新の革新駆動の新局面の開拓、⑤ハイエンド・知能的・新興
的・活性的な産業発展の新状態育成の実現を目指す。
【3大内容】①政府データの開放を加速し、資源の集約統合を推進し、社会
管理能力を向上させる。②産業の創新発展を推進し、新業態を育成し、経
済の構造転換を促進させる。③安全保障体制を完備させ、セキュリティサ
ポートを強化し、管理水準を高める。
【10大推進事業】①ネットワークとビッグデータの安全保障事業、②ビッグ
データ産業の支援能力向上事業。③ビッグデータ肝心技術・製品の研究
開発と製品化事業。④万民創新ビッグデータ事業。⑤現代農業ビッグデー
タ事業。⑥工業及び新興産業ビッグデータ事業。⑦公共サービスビッグ
データ事業。⑧政府管理ビッグデータ事業。⑨国家ビッグデータ資源統括
発展事業。⑩政府データ資源の共有開放事業。
【7つの対策措置】①組織運営実施体制の改善。②法律制度整備の加
速。③市場成長メカニズムの健全化。④標準規範の体系づくり。⑤財政と
金融支援の強化。⑥専門人材の育成強化。⑦国際交流協力の促進。

表3　急激な変化を続けているビッグデータのトレンド

　資料）中国計算機学会通訊第11巻第1期（2015年1月）「2015年大数据発展趨勢予測」より作成。

　　　【2014年】
①概念から価値創造へ
②アーキテクチャー多様化
③安全性とプライバシー
④データの解析と可視化
　 の出現
⑤ビッグデータが戦略的
 　産業に
⑥データの商品化とデー
　　タ共有の連盟化
⑦販促と予測が流行
⑧学習深化とAIがサポートに
⑨データサイエンスが隆盛
⑩産業環境が次第に完備

　　　【2013年】
①データの資源化
②プライバシー
③クラウドとの融合深化
④ビッグデータによるAI
⑤ビッグデータ解析の革
 　新的手法
⑥ビッグデータの安全性
⑦データサイエンスの発生
⑧データ共有連盟
⑨ビッグデータの新型職業
⑩ビッグデータのさらなる増
殖

　　　　　【2015年】
①AIとビッグデータ解析隆盛
②データ科学と労働科学融
合
③各業界浸透、多領域応用
④IoT・クラウド融合、総合価
値創造
⑤一体化プラットフォームと
ハード・ソフトウェア充実
⑥安全性とプライバシー保護
⑦新計算方式の樹立実現
⑧可視化解析と可視化展示
⑨ビッグデータ人材育成
⑩情報源開示が主流選択に

　　資料）中国工業情報化部「大数据白書（2014年）」より引用・作成。

図9 ビッグデータ産業形態のイメージ図
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促進期待、⑦解析技術の深化による AI（人工知能）のビッグデータへの応用促進、⑧データ権利

の帰属とデータ主権への関心喚起、⑨インターネット、金融、健康医療分野での継続活用に加え、

スマートシティ、企業のビッグデータ活用と工業分野のビッグデータ利用が新たな成長分野へ発

展、⑩情報開示やデータ測定・評価及び関連の競技大会による技術と人材の開発と創出効果の向

上、となっており、日進月歩の変化を遂げるビッグデータの発展動向をチャンスと挑戦の両面か

ら捉え直している。 

 これまで中国ビッグデータの主な推進者はインターネット会社や政府機関及びベンチャー投資

企業であったが、今後は「行動綱領」による産業形態の多様化・充実化が期待される。特に政府

情報の開示拡大による民間分野での利用加速が見込まれ、すでにビッグデータ産業の発展推進試

験地域に選ばれた北京市、上海市、貴州省、広州市、陝西省などで成果が大きいと見られている。 

 可能性が大きい一方、課題や試練も存在する。2014年に国連開発計画（UNDP）から中国向けに

出された専門レポート（Working Paper）6 での指摘や勧告にあるように、中国の社会発展のため

のビッグデータの利用推進には多くの可能性があると

共に、データ準備、解析方法、管理体制における多く

の試練（図 10）も待ち受けている。ただ、これらの多

くは中国だけの課題ではなく、ビッグデータ産業の発

展を図る世界共通の課題や試練である。中国には、行

政管理の効率性向上や環境改善、都市化建設及び貧困

問題対応など、ビッグデータ利用促進の必要性と可能

性が大きい分野が多く、今後の発展余地は大きい。中

国ビッグデータ市場は、2015 年は前年比約 4 割増の

115.9億元に拡大すると見られ、2016～18年にかけ

ても同じく年平均約 40％の高成長が予想されてい

る。さらに、「行動綱要」の明示した、2018年末ま

でに国の公共データ資源を合理的な範囲で一般公

開するためのプラットフォーム構築が実現すれば、

大きく弾みがつくことが予想される。また、ビッグ

データ産業は情報の透明性と市場開放が必要不可

欠であり、「行動綱領」の政策措置に明記された「国

際交流協力の促進」による中外政府・企業間のアラ

イアンス事業の拡大も見込まれる。 

 近年の中国 GDPに占める情報産業応用分野比率の顕

著な拡大（図 11）と、ビッグデータと密接に関連する

IoT産業の急成長（図 12）からも、ビッグデータ産業の

発展による市場需要効果（センサーやデータ蓄積・解析

機器及び半導体製品など）が期待され、課題や試練はあ

れど、ビッグデータが中国経済転換の新動力と強国発展

の新手段となる可能性も高まるであろう。   以上

                                                   
6http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP%20Working%20Paper_Big%20Data%20for%20Development%20in%20China_Nov%202014.pdf 

図12　中国の物連網（IoT）産業の市場規模
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連網及伝感器産業発展白書
（2015）」より作成。2014～15年
は予測値。

資料）UNDP”China Working Paper :Big Data for Development in China”,November2014より引用・作成。

図10　中国のビッグデータ利用推進における主な挑戦
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図11　中国情報産業の分野別規模とGDP比の推移

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2002年 2005年 2008年 2011年 2014年

分
野
別
産
業
規
模

（
億
元

）

0%

5%

10%

15%

20%

25%

分
野
別
G
D
P
比

情報産業の生産分野（A） 情報産業の応用分野（B）

AのGDP比 BのGDP比

資料）中国工業化情報部所属中
国信息通信研究院「2015中国信
息経済研究報告」より作成。

http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP%20Working%20Paper_Big%20Data%20for%20Development%20in%20China_Nov%202014.pdf.
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医療ツーリズムの注意点 

 

 

1. はじめに 

 2016年春節が明け、今年も訪日観光客数は好調な出だしとなりました。2016年 1月の訪日観

光客数は 185万 1千人で前年同月比 52％増となり、過去 2番目の高水準となっています。また

日本政府観光局の発表によれば、2015年訪日外国人客の総数は 1,973万 7千人に達し、2014年

比 47.1％増、1 年間で 600 万人余り上回るという驚くべき数字になりました。このように、訪

日観光客数の急増に伴って日本と世界の繋がりは急速に広がり、日本国内でも 2015年の流行語

大賞には「爆買い」が選ばれるなどインバウンド市場への期待値の高さがうかがえます。こう

いった要因は①円

安効果、②ビザの大

幅緩和、③消費税免

税制度の拡充、④ク

ルーズ船の寄港増

加、⑤LCC を中心と

した航空路線の拡

大等様々であり、日

本政府もインバウ

ンド強化のための

対策に積極的に取

り組んでいます。 

 

2．新たな訪日旅行事業 

 国別訪日外国人観光客数では、2015年に中国がトップに躍り出ました。2016年 1月の単月で

は推計値として 47万 5千人と日本政府観光局は発表しています。今年の春節時も爆買いをする

中国人の姿を街中で見かけましたが、今、爆買いから新たな訪日旅行事業が中国人の注目を集

めています。それが「国際医療ツーリズム」です。国際医療ツーリズムとは、先進国の人々や

新興国の富裕層が自国にはない医療技術や低コストの医療を求めて外国に渡航し、治療、診察

を受けるものです。2012年の医療渡航者数国別割合では中国が 48.1％を占めており（経済産業

省調べ）、主には人間ドック、乳がんの検診・治療が多く、人気プログラムは「PET 検診」だと

いいます。また頭部 MRI、腫瘍マーカー、血液検査、脳検査等を含むプランも全身の各部をしっ

かりと診てくれる充実した内容だと評判になり、中国人富裕層の間で反響を呼んでいます。 

 特に人気の「PET検診」とは、がんを検査する方法の 1つです。PETとは「陽電子放射断層撮

影法」という意味であり、検査薬を点滴で人体に投与することで全身の細胞のうちがん細胞だ

けに目印を付け、専用の装置で撮影してがん細胞だけを見つけることができる検査方法のこと

です。従来のレントゲンや CT、MRI などの検査方法よりも微小な早期がん細胞を発見できる検

査と言われており、現在日本国内で急速に普及しています。一方、中国国内では深刻な高齢化

が進む中、中国では PET機器が高価なため数少なく、需要が増え続けている状況です。 

みずほ銀行（中国）有限公司 

中国アドバイザリー部 
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3．国際医療ツーリズムのメリット 

 国際医療ツーリズムの渡航者

を受け入れる国はアジア各国で

増えており、世界で 600万人にも

及ぶ一方で、日本国内に受け入れ

る国際医療ツーリズムはまだま

だ少ないのが現状です。しかし、

今後大きな経済効果をもたらす

ことが予想されています。 

 例えば、日本国内で人間ドック

を受診するために中国人客が必

要とする費用は、首都圏内の病院

で 1泊～2泊で 40万円～45万円

が相場となっており、PET検診を追加で含めると医療機関の収入は 1回分あたり数十万円増加す

ると算出している医療機関もあります。平均的なツアー費用は 3 泊 4 日で総額百数十万円で、

今後 2020 年までに医療渡航者は 43 万人程になることも見込まれており、その市場規模は約

5,500億円に上ると試算されています。そのため、経済産業省や観光庁等の政府機関でも医療ツ

ーリズムに対し積極的な取り組みを進めています。 

 また、中国人が日本への医療ツーリズムに対し、膨大な金額を投資する理由には以下のよう

な点が挙げられます。1点目は、日本の医療技術が中国より優れていることです。中国人は開腹

する外科手術を好まないため、放射線治療や化学療法を選択する人が多くいます。2点目は欧米

よりも距離的に近くて医療費が安い点。3点目は、同じ東洋人として身体の特性を把握している

日本人医師への安心感となっています。そして 4 点目は、各医療機関でのサービス力の高さで

す。一度日本国内の医療機関でスムーズな検査を体験した中国人は、日本の医療サービス力の

高さを評価し、中国帰国後は口コミ等でリピーターを増やしているようです。 

 

4．課題 

 一方で課題も多く、トラブルは後を断ちません。とりわけ中国からの医療渡航者受け入れに

関しては次のような事例が問題となっています。①医療渡航者向けのビザ取得が困難、②医療

専門用語を要するハイレベルな通訳が必要、③民間保険加入率の低さによる個人負担金の増加

等が懸念されています。特に、医療ツーリズムには医療の専門知識が必要となる点から、日本

と中国の医療機関の間でトラブルが起こることが多く、具体的には人間ドックの事前検診制度、

検診後のカルテの中国語訳、また治療が必要となった場合の現地病院でのアフターフォローや

トラブルが生じた際の対応等に対して改善を求める声が多く挙がっているようです。なお、そ

の他のケースについては以下をご参照下さい。 
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 問題点 

医療機関 

医療従事者や医療事務に関わる専門的な言語の対応 

英語や中国語などの院内表示の充実 

海外医療機関との情報連携（事前問診や検査後のカルテ共有化など） 

治療費の海外からの送金や決算への対応 

関連産業 
医療通訳者の育成 

海外患者向け医療保険の不足 

規制など 

医療圏ごとの病床規制の再検討 

医療ビザの新設 

情報発信（プロモーション活動、日本の医療技術の高さや優位性の可視化など） 

日本国内の勤務医不足との整合性 

 

 

5．中国の医療保険について 

 医療費の支払いについてのトラブルは、中国の医療保険制度の問題があると考えられます。

中国国内の医療保険制度は日本ほど充実しているとは言えず、基本保険制度への加入率は 100％

に近づいたものの、制度的な問題や決済方法の複雑さなど質の面での課題がまだ残っています。

しかし、実情としては日本と同様に急速な高齢化が進んでおり、高い高額医療費や介護費など

へのニーズは高いにも関わらず、基本的な保険は未だ整備できていない状況です。この隙を狙

って急速に成長しているのが民間保険です。中国では現在、多くの民間健康保険があり、都市

人口の多くが保険の加入を考えているといわれています。今後もこれら民間保険の加入者は増

えると予測されています。 

 

6．課題に対する取組み 

 上述のような課題に対し、日本国内でも民間企業と政府の双方から積極的に施策に取り組ん

でいます。2015 年 9 月からは日系の民間保険会社が新たに「訪日旅行保険」というサービスを

導入しました。この「訪日旅行保険」とは、外国人旅行者がスマートフォン等から加入できる

インターネット加入専用の保険商品で、多数の医療機関でのキャッシュレス治療の提供や、医

療知識のある専用コールセンターを配備し、外国人旅行者が安心して治療を受けられるシステ

ムとなっています。付帯サービスとしては医療機関手配サービス、ならびに医療通訳サービス

があり、加入時の言語も英語・中国語・韓国語に対応する予定で、日本近隣からの旅行者に手

厚いサービスを提供できるようになっています。 

 また、日本政府の取組みとしては 2010年に新成長戦略を閣議決定し、医療と観光の連携促進

については、以下の 3点を将来の構想として取り組むこととしています。また 2011年には「医

療滞在ビザ」を創設。2015年 9月には大手日系旅行代理店 2社が「医療渡航支援企業」に認証

され、課題の克服に取り組んでいます。 

 

 

 

出所：経済産業省等 HPよりアドバイザリー部作成 
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  取組み内容 今後の課題 

健診と観光 

・健康診断（人間ドック）、PET 検診等の

高度な技術と医療機器の利用。  

・日本 自の スピタリティ、観光ノウハ

ウによる高付加価値化への強化。 

・旅そのものの充実のほか、定期的な診断

によるリピーター化、新たな観光需要の喚

起、地域活性化を目指す。  

検診ツアーの販売拡大、地域

の医療機関への誘客、治療

が必要となった場合の対応 

等  

 

治療と観光 

・日本の先端医療分野における世界トップ

クラスの医療水準を拡充。 

・家 等の同行者の滞在プランの 1つとし

て、  地の国内観光をオプション化。 

・海外からの患者の呼び込みにより医療の

振興と国際競争力の更なる向上を目指す

とともに、 同行者も含めた旅の安全・安

心と充実を図る。  

医療事故等のリスク負担、渡

航・滞在時の緊急時対応、治

療費の支払い方法、帰国後の

アフターケア 等  

 

美容・健康増

進と観光 

・長 大国日本が誇る温泉療養、美容エス

テ、健康食等の癒し・美容・健康文化を促

進。  

・医療観光の裾野拡大、長期滞在化、地域

全体としての交流人口拡大を目指す。  

日本の癒し・美容・健康文化

の海外情報発信、認知度向上 

等  

 

 

 

7．まとめ 

 安倍首相は訪日外国人数について 2020年までに 2,000万人、2030年までに 3,000万人を目標

にしています。2020 年東京オリンピック以降も 3,000 万人の集客達成を果たすには、これまで

同様の爆買いを中心とした有名観光所への集客のみでは難しいと思われます。そのためには、

医療ツーリズムを上手に活用した各地方への集客が今後重要になってきます。具体的には、地

方公共団体と各地方の医療機関とが連携し、東京や京都への観光を含めて 1 人あたりの費用を

50〜70万円としたツアーも実施されており、地方への集客にチャンスを見出しています。 

 日本には素晴らしい景色、食事、文化が各地にあります。その魅力を世界に発信すると同時

に、「国際医療」をきっかけとしたビジネスチャンスの創出が期待できます。 

 

 以 上 

 

 

 

 

 

 

出所：経済産業省等 HPよりアドバイザリー部作成 
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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（5） 
 
 

 

 

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。前回に続いて 2015年消費者調査とそれに並行して行った業

界インタビューの結果をご報告します。 

 

スマートフォン－店員にとって代わる存在 

今回の調査の結果から、実店舗で高級品を購入するときに

も、スマートフォンを使用するケースが増えていることがわ

かりました。スマートフォンは時に売上の助けになりますが、

妨げになることもあります。スマートフォンを手にした昨今

の高級品購入者には、一人一人にプライベートなセールスア

ドバイザーがついているようなものです。 

KPMGの調査では、回答者の 62％が高級品店で目の前の商

品をリサーチする際にモバイル機器を使用しています。検索

する情報は価格比較（72％）や商品レビュー（53％）などで

すが、商品の仕様やオプション（色、サイズ、デザインなど）

も検索しています。明らかに、実店舗で購入するときでも、

多くの消費者が店員に頼らず自分自身でリサーチすること

を選択しているのです。 

右のグラフからわかるように、スマート

フォンでリサーチした結果、57％の消費者

が実店舗での商品購入を決める一方で、そ

れを上回る 87％の消費者が店舗を出てオ

ンラインで購入する判断を下しています。

実店舗での売上喪失が必ずしもブランド自

体の売上喪失を意味するわけではありませ

ん。しかし、この調査結果は、デジタル時

代のオンライン消費者がスマートフォンを

店員の代わりに利用しているという事実を

ブランドの実店舗が受け入れ、これらの消

費者に対するバリュープロポジション（＝

商品価値のあり方）を評価しなおすべき時が来ていることを示しています。 

 

ソーシャルメディアとオンラインの消費行動 

中国のブランドが欧米のブランドと大きく異なるのは、ソーシャルメディア（SNS）の重要性

KPMG Advisory （China）編 

厚谷 禎一 監訳 

www.kpmg.com.cn 

www.kpmg.or.jp/jp/china 

実店舗でスマートフォンを使って 

リサーチしたことがありますか？ 

Source: Survey analysis, 

 China's Connected Consumers, 2015 

スマートフォンユーザーの実店舗での行動 

Source: Survey analysis, China's Connected Consumers, 2015 

スマートフォンを使った結果 
実店舗での購入を決定した 

ことがある 

 
スマートフォンを使った結果 

店舗を出てオンラインでの 
購入を決定したことがある 
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を理解していることです。オグルヴィのトーマス・クランプトン氏は「ブランドの構築の方法

に関してはまだまだ課題があるが、中国のブランドはソーシャルメディアの大切さをよく理解

している」と述べています。 

Eコマースにおける高級品消費者は、まさに「インターネット常時接続消費者」と言えるでし

ょう。これは、インターネットにつながると同時に、SNSプラットフォームを利用することで消

費者同士もつながっているということです。今回の調査で、オンライン購入のきっかけ段階、

商品リサーチ段階、購入後のレビュー投稿段階のいずれをとっても、消費行動全体を通じて、E

コマースの高級品消費者の

そばには SNSチャネルが必ず

あるということがわかりま

した。調査結果によれば、全

体として回答者が最も頻繁

に利用する SNSプラットフォ

ームは、中国の大手マイクロ

ブログ・ウェブサイト「微博

（Weibo）」です。次いで、中

国で一番人気の高いモバイ

ルメッセージアプリ「微信

（WeChat）」が第 2 位となっ

ています。 

 

一般消費者が自ら商品を宣伝してくれるブランド・アドボケイト（“推奨人”） 

この 10年間に起きたスマートフォンと SNSの目覚ましい普及は、情報へのアクセスと共有の

あり方を根本的に変化させました。インターネット上には従来の意味でのブランド・アンバサ

ダー（“代理人”）や有名人のお墨付きが溢れていますが、SNSプラットフォームには一般のオン

ライン消費者が自力でセレブになるチャンスがあります。例えば、オンライン購入のきっかけ

の中で、「有名人がその商品を使用していることを知った」と「SNS への書きこみで知った」は

同じぐらいの説得力を持つことがわかっています（消費者は 12％の購入についてこれらのきっ

かけを挙げています）。「ファッションブロガーのサイトや SNS で知った」をきっかけとして挙

げる頻度はそれ以上です（28％）。 

オンラインチャネルでは、どの SNS プラットフォームを使って自分の商品体験をシェアする

かだけでなく、どのサイト、どのブログ、どのレビューにアクセスするかも、最終的には消費

者次第です。そして、オンライン高級品消費行動の最終段階として、41％の消費者は、商品や

オンライン購入についての自分の考え、意見、その他のフィードバックを SNS 上に投稿してい

ます。 

また、中国の消費者の SNS 利用において、全体としては微博が最もよく利用され、微信が 2

位にとどまる一方で、フィードバックをシェアする手段としては微信が一番よく使われている

というのは興味深い点です。 

Eコマース高級品消費者が購入までの各段階で 

よく使用するオンラインチャネルの割合（％） 

Source: Survey analysis, China's Connected Consumers, 2015 

微博 微信 ブログ 

人人網 

きっかけ段階 リサーチ段階 購入方法の決定段階 
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オグルヴィのトーマス・クランプトン氏は、世界的にこの傾向が見られると言います。すな

わち、より私的なソーシャルネットワークの出現です。「微信は、親しい友だちだけに投稿を知

らせるプライベートなソーシャルネットワークであり、他のネットワークのように投稿メッセ

ージが広く公開されることはない。これは米国や世界中でも、『パス（Path）』や『スナップチ

ャット』といったアプリに同様の傾向が現れている」とクランプトン氏は話しています。  

企業が顧客の意向をしっかりとつかむためには、SNSチャネルとの一体化は不可避です。ここ

で言う一体化とは、単にこれらのチャネルでプレゼンス（＝存在感）を築くことだけではあり

ません。ブランドは、SNSに投稿される情報に遅れをとることなく消費者のフィードバックに反

応し、情報をシェアし、消費者が情報に基づいた購入決定を下せるように後押しするなど、長

期にわたってこれらのオンラインコミュニティと密接に関連・対応していくことが求められま

す。 

 

 

クラランス 

ジュリアン・シアバッサ アジア太平洋地域デジタル・E コマース部門長 

ジュリアン・シアバッサ氏は、化粧品会社クラランスのアジア太平洋地域デジタル・Eコマー

ス部門長です。 

 

クラランスと中国の Eコマース 

クラランスの一番大きな販路はデパートで、そのうち中国のデパートは約 120 店です。さら

に、クラランスはセフォラなどの香水専門店でも商品を販売しており、その店舗数も 120 近く

にのぼります。また、それらの専門店は更に中国全土のスパやマッサージ店のネットワークで

商品を販売しています。 

クラランスは、2012年半ばに初めて中国で Eコマースサイト「clarins.com.cn」を立ち上げ、

2013年半ばには天猫（Tmall）にもクラランスショップを開設し、Eコマースが非常に高い成長

率を達成していることを実感しています。 

シアバッサ氏－売上全体に占める割合はまだ小さいが、Eコマースの売上がとてつもない勢い

オンラインショッピングの後、 
その体験を友人とシェアしますか？ 

Source: Survey analysis, China's Connected Consumers, 2015 

フィードバックのシェアによく使われる 
オンラインチャネル 

人人網 微信 微博 ブログ 
インスタ 
グラム 

フェイス 
ブック 

ツイッター 
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で伸びていることは間違いない。中国の総売上高の 5～6％程度ではあるが、成長率は最大、年

50％に達する可能性がある。向こう 3～5年で成長率は 15～20％程度となるだろう。 

 

この状況からクラランスは、単なる「販売と売上」のためのプラットフォームとしてではな

く、「サービスと利便性」のためのプラットフォームとして Eコマースを捉えています。 

シアバッサ氏－当社の E コマースは、ただの販売のためのプラットフォームから進化し、今

では顧客に利便性を提供するためのきわめて重要な手段になっている。消費者は、実店舗であ

ろうとオンラインショップであろうと、常にお買い得品を求めている。初期の E コマース・プ

ロバイダーは販売だけに集中していたので、消費者は E コマースで買えば安いというイメージ

を抱くようになったが、それが変化しつつある。 

 

クラランスは、商品購入に至る全ての場面で消費者に利便性を提供するために、デジタル資

産の融合と統合に努めています。 

シアバッサ氏－当社のマーケティングキャンペーンは、オンラインからオフラインへ、オフ

ラインからオンラインへの両方の流れをサポートしている。例えば、オンライン・キャンペー

ンではクラランスの実店舗に消費者を誘導する。消費者が実店舗で商品を試したり、店内のス

キンケアカウンセリングに出向くように仕向ける。一方、実店舗では QR コードやタブレット、

店頭端末を利用し、消費者が買い物をしながらブランドとのつながりを持つことができるよう

にしている。 

 

興味深いことに、クラランスは、オフラインである実店舗での体験を向上させる手段として、

再びデジタルチャネルに力を入れるようになっているのです。  

シアバッサ氏は、クラランスはまだ「Eコマースの黎明期」にあると言っていますが、このブ

ランドはすでにオムニチャネル統合の最先端に立っています。 

 

E コマース・プラットフォームか自社サイトか 

シアバッサ氏－グローバルブランドにとって、グローバルで作り上げた E コマースの資産や

技術を中国にそのまま持ち込むのは非常に困難だ。中国向けにローカライズが必要なだけでな

く、技術的な障壁も多い。この難題が存在する限り、それらを解決できる現在のような中国の E

コマース・プラットフォームが必ず必要になるだろう。 

 

しかし、クラランスは、自社の E コマースサイトを開設することにしました。自分でコンテ

ンツを自由に構成し、消費者との関係を深める必要があると考えたからです。それは天猫のよ

うな中国のプラットフォームではできないことでした。クラランスは、Eコマースというチャネ

ルをただ「追加する」のではなく、Eコマースと実店舗を本当の意味で統合することを目指した

のです。 

 

シアバッサ氏－天猫への出店と Clarins.com.cn開設の大きな違いは、主として天猫は、特定

のクラランス製品一式を使用したい「製品にこだわる」顧客向けサイトであると考えている。

一方、clarins.com.cn のサイトは、当社の製品・サービス全般を購入する「ブランドにこだわ
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る」顧客向けのサイトになっている。また、Clarins.com.cn のサイトにはポイントサービス制

度を設け、インセンティブも天猫より若干有利に設定している。 

中国では、今後も中国のプラットフォーム中心の E コマースモデルが続くだろう。しかし、

特定の分野に特化するなどの新しいプラットフォームも登場してくるのではないかと思う。 

 

中国人旅行客 

中国の人々は、実世界でもオンラインでも世界中を訪問するようになりました。クラランス

は、そこに課題と機会の両方を見ています。 

シアバッサ氏－最大の課題は価格の透明性だ。消費者は 1 つの製品の価格を多数の市場で簡

単に比較できる。さらに、昨今の為替レートの変動はこの問題をますます難しくしている。業

界では最善の解決策を探っている状態ではあるが、この問題はまだ解決していない。また、グ

ローバルレベルの意思決定が必要であることも、この問題の解決が難しい理由の 1つだ。 

グローバル企業が中国の海外旅行客をビジネスチャンスとして捉えているという点について、

すでに実践されている面白い宣伝方法を例に挙げよう。当社は、休日に旅行に出かける中国人

旅行客と旅行先でもつながるために微信を利用している。位置情報サービスを使えば、海外に

いる中国人消費者の位置を特定し、彼らにメッセージを送ることができる。これを使って、例

えば中国人が利用しやすい最寄りのクラランス店舗を教えるなど、中国人向けにローカライズ

した提案やアドバイスを送信する。 

 

スマートフォン 

クラランスは中国で真っ先に完全モバイル化を実現したスキンケアブランドです。モバイル

機器も他のデジタルチャネルと同様に、単なる販売の手段ではなく、消費者にサービスを提供

し実店舗に呼び込むためのもう 1つの手段だと考えているのです。 

シアバッサ氏－携帯電話は無視できない。人々はスマートフォンを抱えて眠るほどになった。

だから、我々はこのプラットフォームで、できる限りベストなポジションにつく必要がある。 

 

 

デッカーズ 

ビンセント・ラウ デッカーズ・ブランズ アジア太平洋 地域 E コマース・ディ

レクター 

デッカーズ・ブランズ（デッカーズ）は、カジュアルなライフスタイルとスポーティなアク

ティビティ向けのフットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、マーケティング、流通

に関するグローバルリーダー企業で、ビンセント・ラウ氏は、デッカーズのアジア太平洋地域 E

コマース・ディレクターです。複数のブランドで構成される同社は、UGG®、Teva®、Sanuk®、Hoka 

One One®等のブランドを所有、経営しています。 

 

デッカーズと中国の Eコマース 

ビンセント・ラウ氏は、2年前にスタートしたばかりの中国 Eコマース事業の責任者としてデ

ッカーズに入社しました。ラウ氏が最初に注力したのは、中国専門サイト「uggaustralia.cn」

の立上げと天猫ショップ開店でした。 
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ラウ氏－2015年度第 3四半期は、全世界の売上の 18.7％が Eコマースによるものだった。ち

なみに 2014年度第 3四半期は 15.9％だった。中国はグローバルの平均値に若干届かないが追い

つきつつある。 

デッカーズは、中国市場のために特別な努力をしている。当社はほとんどの国で第三者サイ

トを通じて商品を販売することはないが、中国は違う。中国では、消費者が集まる天猫で、と

にかくプレゼンスを構築しなければならなかった。天猫ではキャンペーンやプロモーションを

より重視して運営しているが、デッカーズの自社ブランド・サイトは全体的なブランド体験を

提供することに重きを置き全ての商品ラインを網羅している。どちらのサイトも好調だが、自

社サイトのほうが、訪問時間が長い、リピーターが多い、コンバージョンレート（成約率）が

高いといった特徴がある。 

 

デッカーズの UGG®ブランドは、天猫の 12月 12日「ダブル 12（双十二）」（“御 り様の日”

11月 11日に続く中国オンラインショッピングの重要イベント）で、レディース・フットウェア

部門ナンバーワンになりました。 

デジタルと E コマースは、わずか 2 年のうちに、デッカーズの中国ビジネスの重要な部分を

占めるようになりました。ですが、ビジネスチャンスはまだまだ目の前に広がっています。 

 

転換点に立つ小売業 

デッカーズは、小売業界には間もなく「オムニチャネル」革命が起きると考えています。 

ラウ氏－1年以上前から、ビジネス全体が少しずつ変化しつつあることに気付き始めた。昨今

の消費者はデジタルツールを使いこなし、小売企業に高度な要求をするようになってきている。

競争力を維持するためには、こうした進化するニーズに確実に応える必要がある。 

デッカーズは消費者とともに進化しようとしている。当社は業務と組織のあり方を変えた。

かつては実店舗と E コマース、卸売にチームを分けていたが、現在は 1 つのオムニチャネルチ

ームに統合している。 

 

2015年 3月デッカーズの社長に就任したデイブ・パワーズ氏は、同社の 5つのブランドを統

括し、その戦略として、消費者がどのチャネルを選ぶかに関係なくシームレスな体験を提供す

ることを掲げています。その結果、オンラインでもオフラインでも同じ体験を顧客に提供でき

る態勢が強化されました。 

 

オーツーオー（O2O） 

ラウ氏－UGG®ブランドで、オフラインとオンラインを双方向で結ぶ例をいくつか紹介しよう。

当社は顧客に利便性を提供することに全ての照準を合わせている。例えば、現在は、顧客が当

社のウェブサイトで好きなデザインやサイズの在庫を確認できる一体型のアプローチをとって

いる。顧客は来店前に欲しい靴が買えるかどうかを確認できるようになり、店舗に在庫がない

場合はオンラインで注文して店舗で受け取ることができる。 

また当社は、RFID技術（ICチップが組み込まれたタグから商品情報を無線で読みとる自動認

識システム）を使って店舗の在庫レベルをチェックしている。近い将来、商品の詳細情報を販

売員に提供できるデジタルデバイスを導入する予定だ。  
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さらに UGG®ブランドでは、店内プロモーションで QRコードを使用し、オフラインとオンライ

ンの世界をますます深く結びつけています。消費者が実店舗に来店し QRコードをスキャンすれ

ば、インセンティブを受け取れるなどのプロモーションを行っています。 

 

ブランド・プラットフォーム 

同社は 2015年 3月に、アジア太平洋地域初となるマルチブランド Eコマース・プラットフォ

ーム「Style X Deckers」の立上げを発表しました。Style X Deckersは、UGG®、Teva®、Sanuk®、

Hoka One One®を含む同社ブランドのフルラインナップから 100種以上の商品を提供しています。 

ラウ氏－Style X Deckersは、当社の全ポートフォリオを生かして、さらにダイナミックなシ

ョッピング体験を顧客に提供するものだ。最終的に、これは様々な商品の購入を促すクロスセ

ールスのチャンスでもある。このサイトはシンガポール、オーストラリア、香港で開設したが、

間もなく他の市場も加える予定だ。 

 

店舗の未来は 

ラウ氏－イノベーションが当社のビジネスを牽引し、テクノロジーが当社を未来へと導く。

デジタルは、何かを実現するための単なるイネーブラーではなく、当社ブランドにとっては物

事を根底から覆すような新しい可能性を持つゲームチェンジャーだ。実店舗とオンラインの体

験を結びつけ、オムニチャネルの機能を構築することにより、顧客へのサービスを改善するこ

とができる。そして、それはきっと実現されるだろう。 

  

デッカーズは 2015年度第 3四半期 Eコマース売上高は前年同期比で 25.2％増となりました。

オムニチャネル戦略は確かに効果を上げているようです。 
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広告宣伝をめぐる法的実務の動向 
  

 

1．背景 

近年、中国消費市場の拡大につれ、益々多くの日系消費品企業が中国に進出するようになり、

益々多くの日系商品の広告宣伝を中国で目にすることができるようになってきています。市場

環境や法制度が日本と大きく異なる中国市場での広告宣伝活動において、日系企業関係者の多

くは企業イメージを守るコンプライアンス意識が高く、中国における広告宣伝の法制度や法的

実務、ないし法的リスクに対する関心度も高いです。実際、小職らも、日常業務において、広

告宣伝をめぐる法的リスクやトラブルについて日系企業から相談を受けるケースが少なくあり

ません。特に、2015 年改正｢広告法｣の施行を受け、広告宣伝に関連する法的実務への関心がよ

り一層高まった印象を受けます。 

中国では、広告の規範及び関連する責任をめぐって、｢広告法｣及び数十件の関連法令により

体系的に規制が行われています。このほか、「不正競争防止法」と「消費者権益保護法」では、

それぞれ広告宣伝による事業者間の不正競争の防止と消費者権利保護の観点から、主に虚偽の

広告宣伝について規制を行っています。｢広告法｣、「不正競争防止法」、「消費者権益保護法」

のそれぞれに行政責任と民事責任が定められています。さらに、｢刑法｣にも｢虚偽広告罪｣が定

められ、一定の要件を満たした虚偽広告に関する違法行為について、刑事責任が追及されるこ

ともあります。 

本稿では、そうした広告宣伝をめぐる法制度について、日系企業にとって関心が高いと思わ

れる点に焦点を当て、事例を交えて、実務上の動向及び注意点について改めて整理することに

したいと考えます。 

 

2．広告法における違法広告の規制 

（1）｢広告法｣の法執行傾向 

前述のように、中国の「広告法」は、1994年の施行から 20年以上を経て 2015年に初めて改

正され、改正法が公布・施行されました。改正後の「広告法」では、違法広告行為の要件が具

体化、明確化され、違法責任も強化されました。 

近年、「広告法」の法執行は、当局が大きな関心を持つ法執行分野の 1 つとなっています。

その背景には、中国では過去 10数年の間、問題のある広告宣伝があふれ、社会問題化したこと

が挙げられます。広告分野に対する法執行の主管機関である工商機関も、そうした状況を問題

視しています。近年、国家工商行政管理総局（以下、｢工商総局｣といいます）を始め、各地の

工商機関が典型的な違法広告の事例を定期的に又は不定期に公開するようになるなど、広告分

野の法執行に対する積極的な姿勢を見せています。 

以下本章では、「広告法」における主な違法広告のケースについて簡単に紹介します。 

 

（2）違法広告の典型的ケース 

1）違法広告でよく見られるケース 

近年、違法広告に関連する情報の公開が進んでいます。例えば、上海市工商行政管理局は、

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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行政処罰情報開示の ームページにおいて違法広告の処罰事件を開示しています。また、前述

のように、工商総局やその他一部の地域の工商機関は、典型的な違法広告の事例を公開してい

ます。公開された処罰事例、及び小職らの経験を踏まえ、違法広告の主なケースを以下のよう

にまとめました。 

 

① ｢最高級｣といった絶対化した用語を使用した場合 

② 商品の性能、機能、産地、品質、成分、価格、生産者、有効期限に関する情報についての

広告内容が不正確で、明確ではない場合 

③ データ、統計資料、調査結果、引用、引用語などの引証内容が不正確で、出所が明確では

ない場合 

④ 他の事業者をおとしめる比較表現を使用した場合 

⑤ 医療サービス、医療機器、薬品、保健食品、食品、化粧品などの商品の広告がそれぞれの

分野の規制に違反した場合 

⑥ 虚偽広告に該当する場合 

 

2）絶対化表現と比較表現の使用 

 広告宣伝において、自社商品がこれ以上ない良さであることをアピールするために、つい｢最

上級｣、｢最高級｣、｢初めての｣といった用語を使いたくなりますが、こういった用語は絶対化用

語として、｢広告法｣などの関連法令に違反するとみなされる可能性があります。｢広告法｣第 9

条では、広告における｢国家級｣、｢最高級｣、｢最良｣等の用語の使用が禁止されているからです。

｢広告法｣の下位の関連法令においても、似たような絶対的な表現の使用を明確に禁止する規定

があります。 

また、｢市場における既存商品より進んだ｣、｢他社商品より優れた｣といった比較表現は、他

社の商品又はサービスをおとしめるものとして、｢広告法｣第 13条に違反するとみなされる可能

性があります。絶対化表現や他事業者をおとしめる比較表現の使用は、改正前｢広告法｣によっ

てすでに禁止されていましたが、近年、広告に対する法執行の強化に伴い改めて注目度が高ま

りました。 

法令規定上、絶対化表現や他事業者をおとしめる比較表現に関する明確な定義がなく、また

範囲も定められていません。法執行実務においても、工商機関の判断は、地域又は担当者によ

って異なる可能性があり、必ずしも画一的な基準があるわけではありません。例えば、絶対化

表現であればすべて使用禁止なのか、それとも一部の絶対化表現を除けば真実性の証明が可能

であれば使用が認められるのか、又は比較表現を一切使用してはならないのか、自社商品との

比較なら使用してもよいのかといった、実務上関心を持たざるを得ない点については、広告宣

伝を行う地域の工商機関に事前確認が必要になるかもしれません。全国的な広告宣伝で、各地

域の工商機関への確認が非現実的な場合は、やはり慎重で控えめな表現による代替なども検討

したほうがよさそうです。 

 

3）広告内容が不正確で、明確ではない場合 

近年、中国の消費者は、より高品質の商品を求めて、商品の産地、グレード、成分に関心を

持つ傾向が強くなってきています。事業者がそこに注目し、商品が名産地のもの、最高グレー
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ド、或いは高品質の原料を使用しているかのように見せかけることも日常的に見受けられます。

例えば、起源がフランスに由来する商品について、単に｢フランス発｣と表示してあたかもフラ

ンス製のように見せることや、原料の一部しか高品質材料を使用していないのに、この商品に

ついて｢高品質材料を使用｣と表示して原料のすべてに高品質材料を使用したように思わせるな

どの例が見受けられます。 

｢広告法｣第 8 条では、広告において、商品性能、機能、産地、用途、品質、成分、価格、生

産者、有効期限、承諾等、又はサービスの内容、提供者、形式、品質、価格、承諾等について

表示がある場合、正確で、明確に、かつ明白に行わなければならないとされています。 

 こうした規定に基づき、上記のような紛らわしい表示は不正確な表示として｢広告法｣違反と

みなされることは十分考えられます。実際、公開された違法広告の事例を見る限り、法執行実

務上、上記のような行為に対する取締りが見受けられます。 

 

4）虚偽広告 

虚偽広告は、違法広告の中でも情状の重い違法行為で、かつ違法広告が社会問題化する象徴

ともいえます。改正前「広告法」でも虚偽広告への罰則が設けられていましたが、改正「広告

法」では罰則を強化するとともに虚偽広告の定義を設けました。 

改正後の｢広告法｣第 28条によれば、広告が虚偽の、又は人の誤解を招く内容により、消費者

を欺き、誤った方向に導く場合、虚偽広告を構成するとされています。さらに、同 28 条では、

広告に下記各号に掲げる事由のいずれかがある場合、虚偽広告に該当するとして、直ちに虚偽

広告を構成する具体的なケースが定められています。 

① 商品又はサービスが存在しない場合 

② 商品の性能、機能、産地、用途、品質、企画、成分、価格、生産者、有効期限、販売状況、

過去の受賞等の情報、又はサービスの内容、提供者、形式、品質、価格、販売状況、過去

の受賞等の情報、及び商品又はサービスに関連する承諾などの情報が実際の状況と異なり、

購入に実質的な影響を及ぼす場合 

③ 虚構、偽造又は検証不能の科学研究成果、統計資料、調査結果、引用、引用語などの情報

を使用し証拠として用いる場合 

④ 商品又はサービスの使用効果をでっち上げた場合 

 

同 28 条をみると、虚偽広告の場合、｢虚偽｣、｢誤解させる｣、ないし｢購入に実質的な影響を

及ぼす｣といった要件がポイントとなることが考えられます。 

小職らの経験上、客観的な事実から明らかに｢虚偽｣の情報であるもののほか、曖昧で抽象的

な表現であるものの商品の品質を根拠なく真実よりもよりよく表現しているもの、或いは消費

者の関心を有する要素を必要以上に誇張して消費者に誤解を与えるような広告表現も、虚偽広

告とみなされる可能性があります。 

 

5）違法広告の場合の行政責任 

改正｢広告法｣は、違法広告に関する行政責任を全般的に重くしています。以下では、広告主

の場合を例に簡潔にまとめます。 
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① 絶対化表現と比較表現の使用 

 絶対化表現の場合 

｢広告法｣第 57 条により、広告の公開停止、20〜100 万人民元の過料、情状が重い場合

は営業許可証の取消し 

 他社商品又はサービスをおとしめる比較表現の場合 

｢広告法｣第 59条により、広告の公開停止、10万人民元以下の過料 

② 広告内容が不正確で、明確ではない場合 

｢広告法｣第 59条により、広告の公開停止、10万人民元以下の過料 

③ 虚偽広告 

｢広告法｣第 55条により、広告の公開停止、影響の消去、広告費用の 3倍以上 5倍以下の過

料、広告費用が計算できない又は明らかに低い場合は 20〜100万人民元の過料 

 

（3）処罰事例 

違法広告によって工商機関から処罰を受ける事例はほとんど中国国内資本の企業のケースで

すが、上海市工商局が調査・処罰を行い、注目を集めた外資系企業の事例を紹介します。 

米国の洗剤、化粧品などの日用品メーカー大手 P 社傘下の広州 P 社は、歯磨き粉ブランド C

シリーズ製品に関する ワイトニング効果をうたい、「C シリーズ1の ワイトニング歯磨き粉

を使用すれば、1日で歯が真っ白に。」と宣伝する同商品のテレビ広告で、台湾の著名な女性タ

レントを起用し、「輝く白い歯」を見せてにっこりと笑うポーズを見せました。この広告は世

間で広く知られていた広告ですが、上海市工商局から｢虚偽広告｣として行政処罰を受けました。

その理由は、同広告において、歯の ワイトニング効果を強調する映像でみられた白い歯は画

像処理ソフトによって加工処理されたもので、同商品の実際の使用効果によるものではなかっ

たためということでした。 

上海市工商局は、同広告を流していたテレビ局が上海にあるテレビ局であることから、「工

商行政管理機関の行政処罰手続きに関する規定」に従い違法行為に関する属地原則に則り、広

告主である広州 P社に対し、広告費用の 5倍以下の範囲内の 603万人民元（約 1億 1,700 万円）

の過料を科しました。この処罰事例は、2014 年度上海市典型的な違法広告の事例として公開さ

れ、その過料額は中国での虚偽広告に対する過料額としてこれまでで最高額となりました。  

同処罰事例に関連して、上海市工商局広告処の繆鈞処長は、メディアによる取材に対し、「広

告に画像処理ソフトを使用して加工処理を行うことは理解できるが、限度を超えた使用は広告

法の規定に違反する。宣伝対象となる製品は真実性を維持する原則を守る必要がある」と指摘

し、「例えば、自動車の広告で青空や白い雲を加工するのは問題ないが、日用化学品の広告で

宣伝対象物の実際の効果を公然と偽造した場合、法令違反として、法令に基づく処分を受けな

ければならない」と述べました。 

 

3．その他広告違法の法的リスクについて 

（1）消費者権益保護法 

1）｢消費者権益保護法｣における行政責任 

｢消費者権益保護法｣は 2014年 3月 15日に改正され、その第 20条では、事業者が消費者に提
                                                   
1 仮名を使用しています。 
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供する商品又はサービスの品質、性能、用途、有効期限等の情報は、真実で全面的でなければ

ならず、虚偽又は人を誤った方向に導く宣伝をしてはならないと定め、虚偽広告を含め虚偽の

宣伝を明確に禁止しています。違反した場合の行政責任については、同法第 56条の規定に基づ

き、工商機関などの法執行機関より、是正命令、警告、違法所得の没収、違法所得 1 倍以上 10

倍以下の過料（違法所得がない場合 50万人民元以下の過料）、ないし営業停止による改善命令、

営業許可証の取消しなどと、情状に応じた処罰を受ける可能性があります。 

また 2015 年 3 月 15 日より、工商総局は「消費者権益侵害行為処罰弁法」を施行しました。

同弁法は工商機関による「消費者権益保護法」の法執行の直接の根拠となります。そのなかで

は、虚偽宣伝のケースをより明確にし、虚偽宣伝に該当する場合「消費者権益保護法」第 56条

に従って処罰するとしています。実際、同弁法に基づく処罰事例が見受けられます。上海市工

商局の公開事例では、食品におけるカルシウム成分の誇張宣伝のケース（2015年 12月）、レス

トランのロビーと個室のメニューが異なるケース（2016年 1月）といった処罰事例があります。 

「消費者権益保護法」の観点から、実際に消費者に損害が生じたケースや、広告宣伝には該

当しない意思表示における虚偽といったケースは、「広告法」ではなく「消費者権益保護法」

が適用される可能性があります。 

 

2）｢消費者権益保護法｣における民事責任 

｢消費者権益保護法｣第 45条では、消費者は、事業者が虚偽広告又はその他虚偽宣伝の方法に

よって権利を侵害した場合は民事責任の追及が可能であると明確に定めています。 

さらに同法第 55条では、事業者が商品又はサービスを提供する際に詐欺行為が存在した場合、

消費者の要求に応じて、その損害に対する賠償請求を増加しなければならない。増加する賠償

の金額は、消費者が購入した商品の価額又は受けたサービスの費用の 3 倍であるとし、消費者

への詐欺行為について厳しい懲罰的賠償請求の規定を設けています。 

法律上、消費者への詐欺行為は不法行為と考えられ、同法第 55条における上記の規定が適用

されるには、以下の要件を満たす必要があると考えられます。 

① 事業者側に詐欺にかかる行為、及び主観上の過失があること 

② 消費者側に損害が生じたこと 

③ 事業者側の詐欺行為と消費者側の損害の間に因果関係があること 

 

しかし、中国の司法実務の状況を見る限り、裁判所が①事業者側に行為及び過失の有無を重

要視し、②消費者側の損害、③因果関係を必ずしも精査しないことが多いように思われます。

その上、裁判所は、事業者側の広告宣伝、意思表示に真実と異なる点があれば、事業者の過失

を認めやすい傾向があります。実際、訴訟において、「広告法」に基づき虚偽広告と認定され

れば、基本的に「消費者権益保護法」上の詐欺行為の存在が認められ、消費者による懲罰的賠

償請求が認められることが多いようです。一部の事例では、絶対化表現の使用、又は商品包装

や商品を紹介するパンフレットの表示に不明確又は不正確な点があるというだけで、詐欺行為

と認定されることもあります。このように、広告宣伝をめぐる消費者との民事紛争において、

事業者側は詐欺行為の意図や行為自体がないことを示すために通常よりも立証責任を重く課さ

れる可能性があります。実際、小職らもこれまで経験した案件の中で、原告である消費者側が

必ずしも詐欺行為の該当性を立証していないものの、被告たる事業者側が自社や第三者の資料



法務 

25 MIZUHO CHINA MONTHLY 

 2016年3月号 

などを証拠として提出し、かかる行為が詐欺行為ではない証明が必要とされたことがあります。

こうしたことは、消費者権益保護を重視し、事業者の経営活動の規範化を特に重視する現在の

司法実務という背景と合わせて理解する必要があるでしょう。 

 

（2）不正競争防止法 

1）「不正競争防止法」の規定 

中国の｢不正競争防止法｣第 9条では、事業者は広告又はその他の方法を利用し、商品の品質、

製造の成分、性能、用途、生産者、有効期限、産地等について人を誤った方向に導く虚偽の宣

伝をしてはならないとして、虚偽宣伝を禁止しています。 

｢不正競争防止法｣における虚偽宣伝の定義は、「広告法」及び「消費者権益保護法」とさほ

ど変わりありませんが、それに関連する司法解釈｢不正競争民事事件の審理における法律の適用

にかかる若干問題に関する最高人民法院の解釈｣では、虚偽宣伝の定義について以下のような重

要な補足をしています。 

① 商品について一方的な宣伝又は比較を行う場合 

② 科学上結論付けられていない見解、現象を結論付けられた事実として商品の宣伝に用いる場合 

③ 多義的な表現又は他人を誤った方向に導く方法で商品の宣伝を行う場合 

明らかに誇張した方法で商品を宣伝し、かかる公衆の誤解を招くに足りない場合、人を誤

った方向に導く虚偽宣伝に該当しない。 

 

この司法解釈における虚偽宣伝の定義は、不正競争の民事事件のみならず、｢広告法｣、｢消費

者権益保護法｣に関する紛争でもよく参照されますので、念頭に置いておくとよいでしょう。 

 

2）「不正競争防止法」における虚偽宣伝の責任 

「不正競争防止法」でも、行政責任と民事責任の両方から虚偽宣伝の責任を定めています。 

行政責任上、工商機関は「不正競争防止法」第 24条に基づき、事業者の虚偽宣伝行為に対し、

違法行為の中止、影響の消去、情状に応じて 1〜20万人民元の過料を科すことができます。 

民事責任上、「不正競争防止法」上の虚偽宣伝も不法行為とみなされ、権利侵害を受けた側

は、違法行為の停止、影響の消去、損害賠償請求に加え、不法行為の調査にかかった合理的な

費用を請求することができます。損害の計算ができない場合は、虚偽宣伝を行った事業者が不

法行為期間中に得た利益が賠償額とされます。もっとも、実際の虚偽宣伝をめぐる事業者間の

紛争事例を見ると、権利侵害を受けた側が、損害額及び虚偽宣伝との因果関係を立証すること

はそれほど容易ではないと考えられます。例えば、全国的に知られた「赤缶涼茶（リャンチャ）」

の W社と G社間の争いにおいて、G社が W社の涼茶商標の使用権を W社に回収されてからも、同

商標にまつわる表現を広告宣伝で使用し続けたことについて、北京市第三中級人民法院は、G社

の行為が虚偽宣伝に該当すると認めながら、W社は損害額を立証できていないとして、最終的に

W社の広告費用を参考に合理的な金額を損害額として認定しました。 

 

4．広告宣伝の関連法的リスクの低減に関する留意点 

本稿では、「広告法」、「消費者権益保護法」、「不正競争防止法」における広告宣伝に関

するポイントを整理しました。 
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「広告法」第 2条では、広告の定義について｢事業者が一定の媒介と形式を通じて直接又は間

接的に自己の販売する商品又はサービスを紹介する｣活動と理解しえます。そのため、広告とは、

日常生活で理解するテレビ CMや看板広告などよりも範囲が広く、販促宣伝物や商品を紹介する

パンフレット、ないし商品包装における宣伝まで含まれる可能性があります。「消費者権益保

護法」、「不正競争防止法」に至っては、より広い意思表示が含まれます。こうした点は、中

国における広告宣伝活動の適法性を点検する上で重要なポイントと考えられます。それを理解

した上で、以下において、中国における広告宣伝活動の適法性をチェックする上でのポイント

をおさらいしておきます。 

 

1）商品やサービスの性能、機能、産地、品質、成分、価格、生産者、有効期限（以下、「重要

情報」といいます）に関する情報の正確さ 

2）商品やサービスの重要情報に関する宣伝に絶対化と思われる表現や他社商品又はサービスを

おとしめる比較表現と思われる表現がないか 

3）商品やサービスの重要情報に関する宣伝には、国家基準、業界基準、企業基準又は科学的な

根拠、客観的な根拠を示せるか 

4）商品やサービスの重要情報に関する宣伝の表現は、消費者に異なる理解を与える可能性がないか 

 

上記ポイントを参考に、自社の広告宣伝の点検も大事ですが、広告宣伝の表現を勘案する際

に、工商機関など法執行者の観点や消費者の観点も取り入れることが大事かもしれません。そ

して、販売部門の社員に対しては、接客の際の宣伝表現が後に消費者から虚偽の宣伝とクレー

ムを受ける原因とならないよう、接客時の宣伝マナーに関する研修を行うことも考えられます。 

 

5．まとめ 

本稿では、中国における広告宣伝に関する法令規定及び実務上の傾向を中心に整理してきま

した。中国では、近年消費者の権利保護意識が向上し、広告宣伝における違法行為で問題となる

ケースが増えています。そうしたなかで、有名ブランドの広告宣伝における違法行為は、メディア報

道などを通じて社会的に大きな批判を受けやすくなっています。それだけ、企業のイメージや収

益に大きなダメージを与えうるものになります。こうした社会的背景を念頭に、広告宣伝に関す

るコンプライアンス対策の強化が一層大事になっていることをご理解いただければ幸いです。 
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中国売上会計基準の改訂草案（その 2） 

 
 

 

1. 現行の収入準則と公開草案 

 

 今月号は、中国財政部が 2015年 12月に発表した「企業会計準則第 14号－収入（改訂）」（公

開草案）について、通常の販売取引に焦点を当てて、現行の収入準則と国際会計基準の IFRS第

15 号「顧客との契約から生じる収益」と比較して、新しい売上計上基準が具体的にどのような

アプローチで売上を認識するのかを紹介します。通常販売については、収入をいつ認識するか

という結論は同じですが、その結論に至るアプローチが異なっています。 

 

 現行収入準則の中の商品販売収入では、次の 5 つの認識要件がすべて満たされた場合に収入

（売上）を認識することができます。 

① 商品所有権の主要なリスクとベネフィットが買手に移転していること 

② 企業が商品の継続的管理権を留保せず、有効な支配を行っていないこと 

③ 収入金額が信頼しうる程度に測定可能なこと 

④ 経済的利益が流入可能なこと 

⑤ 原価が信頼しうる程度に測定可能なこと 

 

 商品の所有権上のリスクとは、商品に発生する可能性のある減損、毀損等の損失であり、報

酬（ベネフィット）とは、商品価値の増加、商品の使用による経済的利益をいいます。 

 

 上記の 5 つの収入認識基準に対して、公開草案の収入認識基準では、企業が契約で顧客に約

束した財またはサービスの履行義務を充足することが収入の認識要件とされました。履行義務

の充足とは財またはサービスという資産の支配が企業から顧客に移転することをいい、資産の

支配とは、資産の使用を指示（指図）して資産のベネフィットの実質的なすべてを獲得するこ

とをいいます。 

 

 このような現行収入準則と公開草案の収入認識基準はその要件を比較するだけではよくわか

りませんので、次に、具体的な販売方法を取り上げてそのアプローチの相違を紹介します。 

 

 なお、現行収入準則の具体的な例示については、現行収入準則の応用指南と企業会計準則講

義解説書（財政部会計司編集）を引用していますが、公開草案についてはまだ原理原則が発表

されたばかりで具体的な適用指針とその設例はまだ発表されていません。詳細が不明な部分に

ついては、公開草案が準拠している国際会計基準 IFRS第 15号「顧客との契約から生じる収益」

の適用指針と設例と同じものと仮定しています。 

 

 中国で事業を行うには、現行の売上計上基準がどのような収入認識要件を具体的に要求して
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いるか、また将来的にこれらの収入認識要件がどのようなものになるかについて理解すること

が必要です。また、日本においても新しい国際会計基準が 2018年 1月 1日以後に開始する事業年

度から適用される予定ですので、新しい収益認識基準（売上計上基準）を理解する必要があります。 

 

2. 商品販売の収入認識要件 

 

 現行収入準則の応用指南と講義解説書では、商品販売収入の第 1 要件である商品のリスクと

ベネフィットの移転について、通常販売として小売販売、前受販売、予約販売、代引販売、延

払販売の設例を取り上げています。 

 

 現行収入準則では、通常販売で商品所有権の主要なリスクとベネフィットが買手に移転する

とは、具体的には商品所有権証憑の移転と現物の引渡しが行われることを意味しています。こ

れに対して、公開草案は契約の履行義務の充足を収入の認識要件としています。 

 

（1） 小売販売 

 

（現行収入準則） 

 小売販売では、商品の引渡しと交換に代金を受領しますので、商品を引き渡してかつ代金を

受領した時に、商品のリスクとベネフィットが移転したものとして収入を認識します。 

 

（公開草案） 

 公開草案第 4 条では、企業は契約の履行義務を履行した時、すなわち顧客が商品の支配権を

取得した時に収入を認識するものとしています。商品の支配権を取得するとは、商品の使用を

主導（指示）しそこから実質的にすべての経済利益（ベネフィット）を獲得できることをいいます。 

 

 公開草案では、契約の履行義務の充足とは顧客が商品の支配権を獲得することであり、それ

は顧客が商品の使用を自ら指示しその商品から得られる実質的にすべてのベネフィットを獲得

できる状態になったことを指します。 

 

（IFRS第 15号） 

 IFRS第 15号では、企業は契約で約束した財またはサービスを顧客に移転することによって履

行義務を充足する時に、または充足するのに応じて収益を認識するとしています。資産の支配

とは、その資産の使用を指示しかつその資産のベネフィットの実質的なすべてを獲得する能力

をいいます。公開草案はこの収益認識基準と同じ認識要件に基づいています。 

 

（2） 前受販売と予約販売 

 

（現行収入準則） 

 前受販売とは、買手が商品を受け取る前に契約で約定した分割期間に前金を支払い、売手が最

終代金を受け取った時に商品を引き渡す販売取引です。商品の所有権のリスクとベネフィット
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は最終代金を支払った時に移転します。企業は、商品を引き渡した時に収入を認識しますが、そ

れ以前における前受金は負債として認識しておき、商品引渡時に負債を収益として認識します。 

 

 予約販売とは、代金の一部またはすべてを受領したが、商品現物がなく製造等の手順を経て

完成してから商品を引き渡す販売取引です。予約販売も商品を引き渡した時に収入を認識し、

それ以前に預かった代金は負債として認識しておき、商品引渡時に負債を収入に振替えて収入

を認識します。 

 

（公開草案） 

 公開草案第 38条では、企業が顧客から販売商品の金額を預かる場合は、まず負債として認識

し、関連する履行義務を履行する時に収入をあらためて認識しなければならないと規定してい

ます。 

 このように商品を引き渡す以前の前受金または予約金は収入として認識することができませ

ん。前受金または予約金は負債として認識して履行義務を充足した時に収入を認識します。 

 

（IFRS第 15号） 

 IFRS第 15号では、顧客から受け取った対価を負債として認識し、認識された負債は将来にお

いて財またはサービスを移転するかまたは受け取った対価を返還する義務を表しているとされ

ています。すなわち対価を受け取った時には負債として認識し、財またはサービスの移転が履

行された時に収入として認識します。公開草案もこの会計処理に基づいています。 

 

（3） 代金引換販売 

 

（現行収入準則） 

 代金引換販売とは、商品を出荷して代理人に商品の引渡しと代金の回収を委託する販売取引

です。代金引換販売では、回収を委託した代金を受領した時に商品所有権のリスクとベネフィ

ットが移転して収入を認識することができます。商品を出荷した後の代金が委託回収された時

に収入が実現します。代金引換販売では商品の品質問題によって返品が発生することがありま

すので、商品が引き渡されないで返品が行われた場合には収入を認識することができません。 

 

（公開草案） 

 公開草案第 5 条では、新しい収入準則を適用する顧客との契約を識別する要件を次のように

規定しています。収入を認識する基礎となる契約とは法律上の拘束力を有する権利義務であり、

次のすべての要件を満たすものでなければなりません。なお、顧客との契約とは、書面による

契約の他に、口頭による契約、商業慣例等も含みます。 

① 契約当事者が契約を承認して義務の履行を承諾していること 

② 契約が当事者の権利と義務を明確にしていること 

③ 契約に明確な支払条項があること 

④ 契約に商業的実質（商業実体）があること 

⑤ 顧客に商品またはサービスを譲渡することによって回収可能な対価を取得する権利を有す
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ること 

 

 上記のうち⑤は対価の回収可能性であり、対価の回収可能性（probable）とは、回収できな

い可能性より回収できる可能性の方が高い場合でなければ、契約として識別することができず、

収入を認識することができません。代金引換販売では、商品の引渡しという履行義務が履行さ

れた時に代金が回収されて契約の回収可能性の要件が満たされますので、代金回収時に収入が

認識されることになります。 

 

（IFRS第 15号） 

 上述の契約の識別要件は IFRS第 15号に基づくものです。IFRS第 15号では、契約の識別要件

である対価の回収可能性について、次のように規定しています。 

 

 企業が顧客に移転する財またはサービスと交換に得ることができる対価を回収する可能性が

高いこと。対価の金額の回収可能性があるかどうかを評価する場合には、企業は期限到来時の

対価の金額を支払う顧客の能力と意志だけを考慮しなければならない。企業が顧客に価格譲歩

を提案することによって対価が変動しうる場合には、企業が得ることのできる対価の金額は契

約で定められた価格未満になる場合がある。 

 

 この条項から判断すれば、代金引換販売では商品を出荷する段階では顧客の支払能力とその

意志が判断できませんので、商品引渡しと交換に代金を回収した時点で回収可能性が判断され

ますので収入が認識されることになります。 

 

（4） 延払販売 

 

（現行収入準則） 

 延払販売とは、商品を引き渡したが代金を分割して受け取る販売取引であり、商品の引渡し

によって商品所有権のリスクとベネフィットを移転しているため、売上債権の公正価値または

商品販売価格に基づいて収入を商品引渡時に一括して認識します。代金を延払いすることによ

る分割受取の時期は単なる決済時点に過ぎないものであり、代金の分割は商品所有権のリスク

とベネフィットの移転とは関係がありません。 

 

 なお、延払販売については、商品販売収入の認識要件であるリスクとベネフィットの移転の

他に、収入金額の測定可能性の要件も別途考慮する必要があります。収入金額の測定可能性に

ついては次のような状況を考慮しなければなりません。 

 

 契約価格の受領に繰延（延払）方法を採用して、実質的に融資の性格を有する場合には、公

正価値で商品販売収入金額を決定し、契約価格と公正価値との差額は契約期間内で実効金利法

を採用して償却を行い、利子収入または利子費用を当期損益に計上します。 

 

 すなわち、延払販売では商品を引渡した時に商品の公正価値で商品販売収入を認識し、商品
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の公正価値と契約価格との差額については融資取引として利子収入または利子費用を期間にわ

たって計上することになります。 

 

（公開草案） 

 延払販売の商品の移転については、公開草案第 4 条に従って、企業は契約の履行義務を履行

した時に収入を認識しますので、商品を引き渡した時に商品販売の収入を認識します。同時に、

公開草案第 17条の下記の規定に従って、延払販売の中の融資取引について別途検討する必要が

あります。 

 

 契約に重要な融資構成要素が存在する場合は、企業は顧客が商品（またはサービス）の支配

権を取得する時に直ちに現金で支払った金額または現金で支払う必要があると仮定した金額で

取引価格を決定しなければならない。当該取引価格と契約対価との間の差額は、契約期間内に

おいて実効金利法を採用して配分しなければならない。 

 契約開始日に、企業は顧客が商品（またはサービス）の支配権を取得する時と顧客が価額を

支払う時との間が 1 年を超えない場合には、契約において重要な融資構成要素が存在すること

を考慮しないことができる。 

 

 このように、延払販売契約に重要な融資取引が含まれている場合には、契約期間内で利子に

相当する金額を財務費用（利子収入または利子費用）に計上します。 

 

（IFRS第 15号） 

 IFRS第 15号では、契約当事者によって合意された支払時期によって顧客（買手）または企業

（売手）に重要な融資のベネフィットを明示的または黙示的に提供している場合には、企業は

金銭の時間価値の影響について対価の金額を調整することが規定されています。 

 契約価格と実際の現金販売価格との差額については企業と顧客との間の融資取引において反

映される割引率を使用するものとされています。 

 実務的な簡便法として、財またはサービスの移転時と支払時との間の期間が 1 年以下と予測

される場合には、このような融資構成要素の影響を調整する必要はないと規定しています。こ

のように公開草案は IFRS第 15号の規定に準拠しています。 

 

 次月号では、現行収入準則と公開草案または IFRS 第 15 号で具体的な会計処理が異なる取引

を紹介する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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中国における休暇制度について 

 

  

 

 皆さんは、中国での「晩婚」って何歳以上での婚姻を指すか、ご存知ですか？ 

 晩婚というと 30歳を超えているようなイメージもありますが、中国でいうところの晩婚は法

定年齢から 3 年を経過してからの婚姻を指すため、男性は満 25 歳以上、女性は満 23 歳以上で

の結婚（再婚を含む）が晩婚となってしまいます。 

 

 日本でも婚姻を理由に慶弔休暇を従業員に与えることはよくあることですが、中国でも同様

に婚姻休暇が付与されています。中国における婚姻休暇の日数は、特に決まっていないことが

多いですが、都市によっては条例で規定されている場合があります。ところが、これまでは一

人っ子政策の一環で晩婚が奨励され、晩婚者に対する婚姻休暇は、通常の婚姻休暇のほかにた

とえば北京、上海、大連では 7日間、広州では 10日間の晩婚休暇を追加するようにと各地方性

法規において規定されていました。 

 

 このように、中国では就業規則において晩婚休暇が定められていましたが、一人っ子政策が

廃止されたことに伴い、計画出産を行う必要がなくなったため、2016 年 1 月から、この晩婚休

暇がなくなりました。ただし、まだ法改正されて間もないこともあり、社内制度として残って

いる会社が大半かなと思われます。 

 

 このように、日本では考えられないような中国特有の休暇がいろいろあります。中国に赴任

した日本人管理者は、その特殊性に驚かされることになりますが、今回はこのような日本には

ない中国の休暇制度について、ご案内してまいりたいと思います。 

 

1．法定休日 

 国家が定める祝日及び記念日休暇で、以下の 11日をいいます。 

 

名称 日数 具体的説明 

元旦 1日 新暦 1月 1日 

春節 3日 旧暦 1月 1日～1月 3日。旧正月。 

清明節 1日 旧暦の清明（24節気の 1つ）で、新暦 4月 5日前後。 

労働節 1日 新暦 5月 1日。西側諸国でいうメーデー。 

端午節 1日 旧暦 5月 5日。ちまきを食べる習慣。 

中秋節 1日 旧暦 8月 15日。秋の真ん中という意味。 

国慶節 3日 新暦 10月 1日～10月 3日。中国の建国記念日。 

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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 また、上記以外にも、部分法定休日というものがあり、以下のような休日が法律に定められ

ています。ただし、部分法定休日は必ずしもすべての企業が従業員に休暇を取らせているとは

言えない状況のようです。 

 

名称 日数 具体的説明 

婦女節 半日 新暦 3月 8日。女性の従業員を半日休ませる。 

青年節 半日 新暦 5月 4日。14歳以上の男女を半日休ませる。 

児童節 1日 新暦 6月 1日。14歳未満の男女を 1日休ませる。 

建軍節 半日 新暦 8月 1日。現役の軍人を半日休ませる。 

 

2．年次有給休暇 

 中国の年次有給休暇は、就業後に連続して 12ヶ月以上働いた者に対して、毎年、以下の日数

が付与されます。 

 

累計在職年数 基準法定年休日数 

1年以上10年未満 5日 

10年以上20年未満 10日 

20年以上 15日 

 

 上記の日数は、2008年施行（2007年公布）の「従業員年次有給休暇条例」に規定されている

日数ですが、会社が福利厚生の意味で補充年休を与えることは妨げられていませんので、恩恵

的に日数を加算している会社もあります。 

 

 そもそも中国の場合の在職年数のカウント方法は、1つの会社で働いた期間ではなく、その者

が社会人になってから連続して働いている期間もすべて在職年数としてカウントされるため、

中途で採用した場合などは、1年を待たずして有給休暇を付与することになります。 

 

 すなわち、その者がもし他の会社で 10年間働いてきて、そのまま連続して転職したとしたら、

入社したとたんに 10日の有給休暇が発生することになります。しかし、少し充電期間を置いて

から転職した場合は、1年間待ったのち、10日の有給休暇が発生することになります。 

 

 在職年数の計算は年度ごとで行い、1月 1日に該当する従業員に付与され、1年で使い切らな

ければなりません。日本では、1年で消化しなかった有給休暇は翌年に限って繰り越すことがで

きますが、中国では繰越しは行わず、余った分については企業が買い取らなければなりません。

その買い取りの金額は、単純に 1日分の給与を支払うだけでは済まされず、200％の割増しを行

い、結果的に給与の 300％を支払わなければなりません。 
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 ただし、この 300％は、従業員が有給休暇を申請したにもかかわらず、休暇を取得できない場

合の救済措置であり、会社が有給休暇の取得を促したにもかかわらず、自己の都合で休まない

従業員に対してまで支払う必要はありません。そのため、会社は常に従業員に対して有給休暇

の取得を指示することが望まれます。また、あくまでも法定の有給休暇に対してだけの話であ

り、会社が恩恵的に与える補充年休まで 300％を支給する必要はありません。 

 

 年の途中で入社する者や、年の途中で退職する者に対しては、日割りで計算して付与するこ

とになります。そして、退職する者については、退職日までに残っている有給休暇を消化させ

なければならず、もし消化することができずに退職するときは、その残っている分については

会社が 300％で買い取ることになります。 

 

 なお、会社が従業員に夏休みや冬休みを付与する場合は、その休暇に有給休暇を充てること

が許されています。また、その年度内において下記に掲げる状況のいずれかに該当する従業員

は、次年度において有給休暇を受けられないものとされています。 

① 在職期間が累計 1年以上 10年未満の従業員で、病気休暇が合計 2ヶ月以上の場合。  

② 在職期間が累計 10年以上 20年未満の従業員で、病気休暇が合計 3ヶ月以上の場合。 

③ 在職期間が累計 20年以上の従業員で、病気休暇が合計 4ヶ月以上の場合。 

 

 最近の傾向としては、日本と同様に有給休暇を半日ずつ付与する会社も増えています。ただ

し、半日有給休暇を取得できるのは 10回までに限定するなど、運用においてあまり会社のオペ

レーションに影響しないようにしているケースも見受けられます。 

 

3．慶弔休暇（婚姻休暇と葬儀休暇） 

 従業員が結婚したとき（初婚に限ります）は、会社は 3 日以内の結婚休暇を与えなければな

りません。また 1 親等以内の近親者が亡くなったときも、会社は 3 日以内の葬儀休暇を与える

ことが多いです。子女が結婚したり、配偶者が出産したり、政府の立ち退き指示により転居し

たりする場合に、恩恵的に 1～3日の休暇を与えている会社が多いです。 

 

 本稿の冒頭にもご紹介したように、以前は晩婚休暇として、地方によって 7 日～10 日を追加

で与えることが法律的に強制されていましたが、昨年末に 1979年から続けられてきた一人っ子

政策が廃止されたことに伴い、この晩婚休暇も廃止されました。 

 

4．病気休暇 

 従業員が業務外の疾病または負傷で欠勤する場合、一定の治療期間について、会社は通常賃

金の 60％以上の病気休暇賃金を支給しなければなりません。日本では業務外傷病は無給とされ

ていることが多いですが、中国では有給扱いとなっています。一定の治療期間（中国では医療

期間といいます）とは、以下のように勤続年数に応じて規定されています。 
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実際勤務年数 その会社での勤続年数 医療期間 

10年未満 5年未満 3ヶ月 

5年以上 6ヶ月 

10年以上 5年未満 6ヶ月 

5年以上 10年未満 9ヶ月 

10年以上 15年未満 12ヶ月 

15年以上 20年未満 18ヶ月 

20年以上 24ヶ月 

 

 会社が求める場合には、病院が発行する病気休暇証明書を提出することを従業員に要請する

ことができます。また、長期間にわたって病気欠勤する場合は、月ごとに診断証明書を提出し

てもらうことも可能です。なお、病気休暇期間には、休日や法定休日が含まれます。 

 

 この病気休暇は、ときどき大きなトラブルに発展します。というのも、中国では診断証明書

の偽造が横行し、インターネットで販売されていたりします。そのため、会社はその診断証明

書が本物かどうかをしっかり見極めなければなりません。病気休暇は日本と違って病気休暇賃

金を支給することになるため、この制度を悪用する者もたまに現れます。会社はそのリスクを

十分に認識し、このような事態に備えておく必要があります。 

 

5．出産休暇（産前産後休暇） 

 日本では産前 6 週間、産後 8 週間の産前産後休業が法律で規定されていますが、中国では産

前 15日、産後 83日の出産休暇が義務付けられています。奇しくも合計日数は同じ 98日ですが、

産後に重きを置いている点については、妊産婦の実情に沿った措置ともいえます。 

 

 また、難産の場合は産後に 15 日加算し、双子以上の出産の場合は 1 人増えるごとに 15 日加

算することが義務付けられています。このほか、流産については 4 ヶ月未満の場合は 15 日、4

ヶ月以上の場合は 42日の休暇が与えられます。 

 

 出産休暇中の賃金は、生育保険から支給されることになりますが、支給されない場合は会社

が負担することになります。 

 

6．親族訪問休暇 

 中国では、地方から都市部に出て働いている者も多いため、別居している配偶者や父母と過

ごせる休暇を有給で付与することを目的に、1981年に親 訪問休暇が創設されました。ただし、

この休暇制度は外資系企業には適用される法律が存在せず、現在は国営企業にだけ適用されて

おり、日系企業を含めて外資系企業では制度化されている会社は少ないといえます。 
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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/ 

http://business.chinafocus.jp/
http://hongkong-support.com/
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


