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Ⅰ．中国市場ビジネス環境の調査報告と提言 

 

◆調査の背景 

高度成長期から安定成長期に移行した中国では、サプライサイド構造改革に

よる質の高い持続的な成長への政策転換に伴い、中央・地方の各分野（環境、省

エネルギー、医療、危険化学品を含む化学品等）で新たな規制導入など規制強化

の傾向がみられ、事業環境の厳しさが増している。同時に、台頭する中間層の需

要に応じた、高品質、多機能でコストパフォーマンスも高い商品・サービスが求

められるなか、越境 ECの発展とも相俟って、日本企業の商機も増している。 

 

◆調査報告の取り纏めプロセス 

 上記の背景を念頭に、本調査では、中国の規制強化と越境 EC分野等の商機拡

大という両面から、化学品と関連の環境、医療機器、医薬品、化粧品、越境 EC

の各分野の事業環境関連制度の動向を把握し、日系企業の参入或いは運営に対

する障壁の分析を行って、ビジネス環境上の課題と今後のビジネスチャンスに

ついての調査報告を取り纏めた。 

 具体的には、オープンソース情報の収集整理・分析と併せて、毎年の年末から

翌年の年始にかけて中国日本商会のもとで業界・分野別に取り組まれている「中

国経済と日本企業白書（2019 年版は 2019 年 6 月発行。以下「白書」と略す）」

の建議の議論及びその取り纏めの時期及び方向性との同一性に鑑み、調査の効

率性及び効果発現に資するため、化学品と関連の環境、医療機器、医薬品、化粧

品分野の「白書」の建議の議論及びその取り纏めのグループミーティングに調査

従事者が参加し、相前後して同関係企業にインタビューするなどの方法を採用

した。 

また、本調査報告の一環で、中国の構造改革や規制緩和が日系企業のビジネス

環境にも資する方向に進むと共に、円滑なビジネス環境整備が行われるよう中

国当局に求めるための提言を行った。 

 

 

１．化学品及び関連の環境分野に係る中国市場ビジネス環境 

  

（１）主な規制強化の動き 

１）規制強化の背景 

 世界の化学品業界において最大の出荷額を誇る中国であるが、数年来の相次

ぐ危険化学品関連の大規模事故に対し、危険化学品登記・管理制度の改革や化学

工業園区の評価・集約などを通した規制強化に取り組んでいる。2019年 11月の
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国務院常務会議でも、2019年3月に江蘇省で起きた化学工場爆発事故に関して、

危険化学品の安全関連部門の連携による法執行システムの構築、法律・法規の速

やかな制定や改正などがあらためて指示された。 

 

２）危険化学品管理の立法動向 

 中国の危険化学品の登記・管理制度（応急管理部所管）は、新化学物質環境管

理制度（生態環境保護部所管）と並んで、中国の化学品管理制度の根幹であるが、

危険化学品の管理は 20部門の所管に関わり、法体系は極めて複雑となっている。

現在のところ「危険化学品安全条例」がその上位法であるが、関係部門の所管内

容を調整し分担を明確化し得る上位法としての「危険化学品安全法」制定の必要

性が度々提起されてきた。後述の通り日系の関連業界も高い関心を寄せ続けて

いる課題の一つである。 

 そのようななか、2020 年 1 月中下旬、中国の独立系インターネットメディア

のサイト上に、中国応急管理部弁公庁から地方省レベルの応急管理部門等への

通達文書（応急庁函〔2020〕4 号、2020 年 1 月 5 日通達。1 月 31 日までに応急

管理部政法司に意見をフィードバックすることを求めたもの）と共に「中華人民

共和国危険化学品安全法（草案意見徴求稿）」の情報が「政府等部門からの転電

公表」として配信された1。この情報は、1カ月経過後も消去されていない。 

この配信の直前に応急管理部は、中国日本商会工業部会第 3 分科会化学グル

ープの「化学品管理と環境規制ワークショップ（以下 WS）」において、同法の素

案は完成したが国内関係部門 20以上の調整が必要であり、それが終わればパブ

リックコメント徴求が可能であるものの、当初予定されていた 2020年内の法律

施行は楽観視できない、とのノンペーパーの説明をしており、この配信はあくま

でも国内の調整プロセスと理解すべきであろう。この要点は概ね以下である。 

【立法の背景（要旨）】 

① 最近数年の危険化学品関連の重大事故(2010 年 7 月 16 日大連、2013 年 11

月 22 日青島、2015 年 8月 12 日天津港、2019 年 3 月 21 日江蘇省響水が代

表例とされる)2の教訓を汲み取り、法律に基づく安全生産問題の解決を目

 
1 澎湃新聞 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5544876 
2 代表的重大事故 4例の報道等による概要：                           

①2010年 7月 16日大連新港でタンカーからの送油作業ミスにより油送パイプラインの爆発・火災、一部

の原油流出による海洋汚染が発生。消防士 1名死亡 1名重症、直接損失額 2億 2,330万元。 

②2013年 11月 22日青島市黄島区で中石化輸油貯運公司分公司の油送パイプラインの爆裂により、陸上

1,000m2、海洋 3,000m2が汚染、爆発燃焼発生。62名死亡、136名重軽傷、直接経済損失 7億 5,000万元。 

③2015年 8月 12日天津濱海新区・天津港・瑞海公司の危険品倉庫で火災爆発事故が発生。爆発エネルギ

ーはトリニトロトルエン約 450トンに相当。165人死亡、8人行方不明、798人重軽傷、建物 304カ所、

車輛 12,428台、コンテナ 7,533箱に損失が及び、直接経済損失は 68億 6,600万元。 

④2019年 3月 21日江蘇省塩城市響水県の工園区内で江蘇天嘉宜化工有限公司の化学品貯蔵タンクが爆発

し周辺 16企業も被害。死亡 78人、重傷 76人、入院加療者 640人、直接経済損失額 19億 8,600万元。 
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指す。 

② 2010年以降、中国は世界最大の化学品生産国となっており、世界の化学品

生産能力の約 40％を占めるうえに、全国の危険化学品生産事業者は 20 万

社、化学工業生産企業は 9万 6,000社、省レベル以上の化学工業団地は 300

カ所余に上るなか、重大事故は抑制されていない。 

③ 危険化学品の安全性に関わる部門数、関係法規は極めて多く、監督・管理

の重複や盲点などが同時に存在する。例えば「石油天然ガス管道保護法」、

「港湾法」、「郵政法」、「環境保護法」等の法律や「民生用爆発物品安全管

理条例」、「都市ガス管理条例」、「農薬管理条例」、「化学品監督規制管理条

例」「危険化学品安全管理条例」等の行政法規は、異なる視野・所管・領域・

業界等から危険化学品の安全性についての異なる要求を提起しており、危

険化学品の安全管理の要求事項と基準に不整合が生じている。 

【立法プロセスと総合的考え方】 

  応急管理部は 2019 年 6 月から 11 月にかけて「中国安全生産科学院」で法

律草案を検討し、内部の意見徴求、修正を重ねた結果、基本的な草案を取り纏

めた。基本とした総合的な考え方は以下の通りである。 

① 危険化学品分野のトータルライフサイクル、トータルプロセスに亙る基本

法とする。 

② 危険化学品に係る事業者（特に、生産、貯蔵、経営、使用、廃棄物処理）

の主体的責任を強化する。 

③ 関連部門の安全監督管理責任を明確にする。 

④ リスクの源泉に対する規制に立脚して、化学工業園区の安全管理の規範化、

危険化学品の情報化管理、重大危険源の安全監督・管理を突出させる。 

【草案の主な内容】 

（「危険化学品安全管理条例」を修正し加筆する形での 11章、133条。） 

 ① 危険化学品安全監督・管理体制の改善： 

・生産等事業者の自律的責任、政府の管理、社会の監督による危険化学品安

全生産メカニズムを構築する。 

  ・危険化学品の生産、貯蔵、使用、経営、運輸及び廃棄物処理に対する政府

関係部門の職責分担をより明確にし、生態環境主管部門、自然資源主管部

門の職責規定を改善する。 

  ・化学工業プロセスの完全管理と標準化を強化する。 

 ② 危険化学品登記と鑑定の厳格化と厳しい参入管理： 

  ・危険化学品登記と鑑定に関する規定を監督・管理の最上部に位置付ける。 

  ・生産者や輸入業者に危険化学品登記情報データバンクの構築を要求し、登

記された危険化学品の安全技術説明書関連情報や応急対応電話番号など
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は公開情報とする。 

  ・国際的慣行を参照し（WS では日本の「化学物質の審査及び製造等の規制

に関する法律（化審法）」等に学んでいるとの言及有り）、研究開発のため

の少量で低拡散性、低暴露性の危険化学品の登記は免除する。 

 ③ 化学工業園区の計画、配置、安全管理の強化。 

 ④ 危険化学品の生産、貯蔵、運輸、研究開発の安全管理の厳格化。 

 ⑤ 危険化学品の使用の安全管理の強化。 

 ⑥ 危険化学品の廃棄処理の安全監督・管理の職責の明確化： 

  ・トータルライフサイクルにおける危険化学品の「廃棄処理」という重要部

分の安全監督・管理を新たに定め、廃棄危険化学品の発生、収集、貯蔵、

利用、処理の安全監督・管理に対する責任は生態環境部門が負うと同時に、

事業者に対する安全管理要求を明確化する。 

 ⑦ 違法行為に対する処罰の強化。 

 

 上記の②の「危険化学品登記と鑑定の厳格化」には、2019年版「白書」の「建

議」に示された一つの課題が国際的慣行に基づき解消する可能性（研究開発のた

めの少量で低拡散性、低暴露性の危険化学品の登記は免除すること）も示された

が、その履行の実現までには予断は許し得ない。 

 

３）危険化学品登記制度「改革」と新たな規制手法 

上記の草案内容の②に示された「危険化学品登記制度の厳格化」にはまた、「生

産者や輸入業者に危険化学品登記情報データバンクの構築を要求し、登記され

た危険化学品の安全技術説明書関連情報や応急対応電話番号などは公開情報と

する」とある。 

こうした登記制度の厳格化のためのデータバンクの構築は、立法を待つまで

もなく既に実行され始めている。 

WSでも応急管理部化学品登記中心（NRCC）は、2019年の「国務院安全生産委

員会弁公室・応急管理部の危険化学品安全生産リスクモニタリング・警戒システ

ム建設の指導意見」（安全生産委員会〔2019〕11 号）の要求に基づき、「危険化

学品登記情報管理システム」を既に改訂しており、地方各レベルの応急管理部門

と登記弁公室は、危険化学品を生産、経営、使用する企業に対し、早急に改訂後

の登記システム上での安全生産基礎情報を更新するよう督促すべきと解説して

いる。 

また NRCCは、上記の国務院の指導意見の要求に基づく、改訂後の登記情報シ

ステム上の新たな入力情報として、「企業周辺地図」と「工場の平面図」がある

と強調した。 
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更に、中国の危険化学品登記制度は、海外の化学品登記制度とは異なる考え方

により「改革」していくことを構想中であると付言している。その「異なる考え

方」とは以下である。 

〇「危険化学品登記」は「化学品登記＋化学工業企業登記」へ転換。 

〇「生産、輸入企業」による登記は「生産、輸入、重大危険源をなすその他の

企業」による登記へ転換。 

 

こうした中国独自の新たな規制手法による制度「改革」は、企業経営に明らか

な負担増をもたらす上に、企業機密に関わる情報も公開対象とされかねないと

いう懸念が深まる。 

頻発する重大事故のもとでは致し方ないという状況下であっても、上述の法

律草案の内容の①にも提起されている「生産等事業者（企業）の自律的責任、政

府の管理、社会の監督による危険化学品安全生産メカニズム」の構築においては、

内・外資を問わず、自律的責任を求められる生産等事業者（企業）の権利保護の

観点を含むコミュニケーションも組み込まれる必要があろう。 

 

（２）2019年版「白書」の建議とその後の改善状況 

１）総論 

 中国では、国務院総理の号令のもとで「放管服」（行政の簡素化・権限移譲、

規制緩和と管理強化の結合、サービスの最適化）改革とビジネス環境の改善が一

体的に進められている。 

2019 年版「白書」の化学品分野と関連の環境分野の建議では、こうした改革

の一環での中国政府の管理理念の転換と関連措置の実行を歓迎しつつも、法規

制の更なる合理化及び明確化により、法規間や法規制と実作業の間の整合性、部

門間の調和が取れるよう要望している。 

同時に、化学産業が社会と調和共存するための「レスポンシブル・ケア」活動

への継続的な理解と積極的な支援を当局に求めている。 

化学品分野の日系・中国現地法人及び日本企業にとって、総論としてのこれら

の要望は、2020 年 2 月の段階でも変化するところはなく、前述の規制強化の背

景と相俟って、日々の事業活動が直面するビジネス環境には、新たな課題が生じ

ている状況もある。 

  

２－１）化学品関連の環境保全課題：危険廃棄物処理 

 2019 年版「白書」では、環境保全に資する「循環経済」推進の視点から以下

の要望が示されていた。 

➢危険廃棄物目録中の危険廃棄物のリサイクル奨励、減量化促進を要望。 
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➢中央主導部門が、危険廃棄物の収集、処理業者の類別、地域毎の排出予想数

量と処理可能数量を一元的に把握し、地方主導部門と協力して危険廃棄物回

収、処理能力の充実を計画し、その計画を公表することを要望。 

➢少量危険廃棄物でも即時に収集処理できる制度を要望。 

 

生態環境保護部3によれば、中国の危険廃棄物の利用・処分事業には経営許可

証制度がとられており、許可証所持事業者による利用・処分量は年々増加傾向に

あって、2018 年段階では合計 2,640 万 t に達しているものの、全国の危険廃棄

物量は 2017 年段階でも 6,936 万 8,900t4であり、両者のギャップは大きい。ま

た、企業現場からは、UPS（無停電電源装置）の使用済み蓄電池や使用済み危険

化学品容器も危険廃棄物として取り扱われ、地方によっては社内で保管し続け

ざるを得ない実態があるという悩みが聞かれた。 

危険廃棄物であっても再使用、再生利用し得る制度や、実際の危険性に応じた

判定を通して迅速な処理を可能とする施策の導入が引き続き求められている。 

 

２－２）化学品関連の環境保全課題：VOC（揮発性有機化合物）削減 

 2019 年版「白書」では、先進技術による削減努力の効果が認められつつも、

以下の課題が指摘され、単なる数値目標の要求ではなく、継続的改善を評価する

施策実施が要望されていた。 

➢臭気濃度は分析精度が低いにも関わらず、年々厳しい規制値が示されている。 

➢処理施設の除去率の数値規定は、処理前の濃度が低いと除去率の遵守が難し

い。 

 

これらに対し、2019 年 6 月に生態環境保護部から、科学的な解析の進展が読

み取れる「重点業界揮発性有機物の総合管理方案」が発表され、削減努力の効果

と併せて、より肯定的な評価がなされている。一方、相前後して発表された「揮

発性有機化合物の無組織排出制御基準」では、多項目にわたる設備対応について、

1年以内に完了すべきとする、極めて短兵急な規制が定められたことが問題視さ

れている。 

 

２－３）化学品関連の環境保全課題：海洋プラスチック問題 

2019年版「白書」では、海洋プラスチック問題は、「その他」に位置付けられ

ていたが、2020年 1月段階には、「化学品関連の環境保全課題」として、以下の

ように 2019年版「白書」と同様の問題認識が継続して提起されている。 

 
3 WSでの生態環境部固体廃物化学品管理技術中心の説明。 
4 『中国統計年鑑 2019年』（国家統計局編）243頁による（但し「初歩的データ」との注記有り）。 
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プラスチックは有用性により社会生活に必要不可欠なものとして幅広く利用

されている一方、耐久性の高さ故に製品ライフサイクルにおいて適切な取り扱

いがなされない場合、環境中に長く滞留するところ、科学的かつ論理的な検討に

より、有用な解決策を求めるべきである。 

 

３－１）危険化学品登記制度 

 前述の通り、中国の化学品管理は、応急管理部による危険化学品登記制度と生

態環境部による新化学物質環境管理制度により実施される仕組みとなっている。

前者について、2019年版「白書」では、以下の 5課題が指摘されていた。 

①少量の危険化学品の鑑定・登記負担軽減 

②科学研究用途の鑑定・登記免除 

③鑑定免除リストの見直し 

④物質情報の秘密保持に対する一層の配慮 

⑤輸入企業の登記申請の運用の円滑化 

 

 これらは、いずれも 2020 年 1 月段階も継続課題として改善が要望されている

が、例えば②のように、前述の「危険化学品安全法」起草プロセスで問題認識が

共有されつつある課題もある。そこで応急管理部等関係当局への改善要望に当

たっては、より共通理解が深まるように、一部の課題のカテゴリーを入れ替え

（上記④は法規制の課題に分類するなど）、指摘事項をより具体的に掘り下げる

などの工夫が検討されている。 

 ①少量の危険化学品の鑑定免除： 

「化学品物理危険性鑑定・分類管理弁法（安監総局令第 60 号）」の第 4 条

（3）の物理危険性鑑定対象に「輸入量年 1 トン超の場合」を追加し、1 トン

以下は鑑定を免除することを要望。 

 ②安全試験用途の鑑定・登記免除： 

例えば鑑定用に安全試験用途で 500gほどサンプル輸入する等の場合、鑑定・

登記は免除することを要望。 

 ③物理危険性鑑定及び分類免除リストの見直し： 

  例えば「低懸念ポリマー」など物理危険性のリスクが低いと考えられる化学

物質は、危険化学品登記制度の鑑定免除リストに収載することを要望。 

④物理危険性確定方法の改善： 

信頼性の高い情報源から物理危険性を引用した場合や海外で認められてい

る方法で算出した推計値の場合は、物理危険性が確定していると見做すべき

である。また、登記中心による物理危険性確定の審査確認意見の作成発行業務

が遅滞しているところ、早期再開を要望。 
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 ⑤鑑定手法の統一と開示： 

GHS5分類 で使用を認められているデータの測定方法や情報源は複数あり、

どの測定方法・情報源を使用するかは各鑑定機関に委ねられているため、鑑定

結果が鑑定機関により異なる場合や、企業による分類結果と異なる場合があ

る。測定方法、情報源を統一して開示し、鑑定結果の差異をなくすことを要望。 

⑥化学品鑑定の合理化： 

化学品を適切に取り扱うためには、鑑定により危険有害性を確定すること

が重要であるが、通関関連や危険化学品等の法規制で個々に鑑定方法・鑑定機

関が定められており、各法規制に従って複数の鑑定結果を入手した場合に鑑

定結果が同一ではないなど、危険有害性を確定することが困難な場合がある。

かかる問題を解消し、化学品の危険有害性を円滑に確定するために、鑑定結果

を相互利用できるよう、制度改革を要望。 

 

３－２）化学品法規制 

 化学品法規制の課題として、2019年版「白書」では以下の 2点が指摘された。 

 ➢危険化学品法規制の制度上の齟齬の解消。 

 ➢易制毒化学物質の輸出入と国内流通の「届出（原文「備案」）」手続きの統一。 

 

 これらはいずれも、2020 年 1 月段階で継続中の課題として前年同様の改善が

求められている。加えて、2019 年版「白書」では「危険化学品登記制度」の課

題に分類されていた以下の課題は現在、法規制の課題として、改善の必要性が強

調されている。 

 ➢情報開示に際しての企業秘密への配慮： 

  応急管理部のホームページ上の「国家危険化学品安全公共サービスインタ

ーネットプラットフォーム」等、化学物質管理に関する様々なプラットフォー

ムが構築されているが、企業の要望に基づき、企業秘密に該当する情報は公開

されないことを要望。 

 

３－３）危険化学品の取扱いと貯蔵 

 前述の「危険化学品安全法」起草の背景で触れた課題だが、2019年版「白書」

では以下の 3点が指摘された。 

 ①貯蔵段階で厳格な管理が必要な化学物質の範囲の明確化 

②危険化学品安全法の早期制定と策定時の業界の参画 

 
5 GHS：化学品の分類および表示に関する世界調和システム（The Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals）。国連での長年の検討を経て制定され改訂が続けられてい

る。 



                                 14 

③少量の危険化学品の取扱い・貯蔵における緩和措置の導入 

 

 これら 3点も 2020年 1月段階で継続中の課題である。特に①については、以

下のような具体的な問題事象の改善が要望されている。 

➢危険化学品の貯蔵に関する改善： 

危険化学品は「専用倉庫」に貯蔵することが求められているが、「専用倉庫」

として認められているのは火災危険性類別に応じた設計基準に適合した倉庫

であるため、健康有害性のみを有し火災危険性がない物質も、火災危険性類別

に応じた設計基準に適合した倉庫で貯蔵しなければならず、必要以上のコス

トが生じている。危険性と有害性に応じて適切に貯蔵できるよう、法規制の整

備、安全技術基本要求の明確化を要望。 

 

３－４）新化学物質環境管理登記制度 

 2019年版「白書」では。以下の 2点が指摘されていた。 

①簡易基本申告における提出データの緩和 

 ②社名変更・登記証取消申請の審査期限とプロセスの明確化 

 

 これに対し、2003年に制定され、2010年に改正された後に 9年が経過してい

た「新化学物質環境管理弁法」の改正草案が 2019年 7月に発表された。本改正

草案によれば、新化学物質環境管理登記制度の登記・届出手続きは相当簡素化さ

れることが判明した。 

例えば、年間数量 1t以上 10t未満は「常規申告（長期毒性試験などが必要）」

が「簡易申告」に簡素化され、1t/年未満の中間体や 1t/年未満の輸出目的、0.1t

～1t の科学研究目的、低懸念ポリマーなどは「簡易申告」が「届出（原文「備

案」）」となる等、従来の要望に沿った改善が見込まれる。 

 従って、2020 年 1 月段階の本制度についての要望は、従来（上記①）とは異

なり、先ず「新化学物質環境管理弁法・改正案の早期施行」が求められている。 

 一方、②の問題は依然継続しており、「対応期限を明確にし、早期に対応を完

了すること」が要望されている。 

 

３－５）化学物質環境リスク評価・管理条例（案） 

 2019年版「白書」には提起されていない新しい点としては、2019年にパブリ

ックコメント徴求が行われた「化学物質環境リスク評価・管理条例（案）」に関

して、リスク評価の効果的な実施のために、以下が要望されている。 

➢基本情報報告制度の報告対象の適切な設定： 

 例えば低懸念ポリマーのような環境リスクが低いとされる物質は報告制度 
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から除外し、報告対象は 10％以上含有する成分に限定するなどを要望。 

➢審査基準の明確化： 

 担当官により判断が異ならないよう、審査基準とリスク評価手法の明確化 

を要望。 

 

（３）ビジネス環境改善に向けた提言 

上記（１）、（２）をあらためて俯瞰しつつ、従来からの日系現地法人及び日本

企業からの重要かつ広範な影響を有する問題提起にも鑑み、ビジネス環境改善

に向けた提言を行う。 

 

１）法規制の周知方法 

化学品分野は、法体系が複雑で非常に理解し難い。中央政府及び地方政府の

所管部門のウェブサイトに全ての法規制や解説書等を公開し、一元的に調査・

検索できるシステムを構築することを提言する。 

また、法規制の制定や改定時には充分な周知・移行期間を設けて、周知・指

導が徹底されるように工夫すべきである。 

 

２）各種登記情報の開示に係る企業の権利保護 

化学物質管理に関しては、「国家危険化学品安全公共サービスインターネッ

トプラットフォーム」等、様々な情報プラットフォームが構築され、企業は各

種の情報入力を求められる。これらには、企業秘密も含まれる可能性があると

ころ、こうしたプラットフォームを通して企業秘密が公開対象とされたり、行

政外に流出することが無いよう、行政と企業及び社会との適切なコミュニケー

ションの仕組みが整備されることを求めたい。 

 

３）関係当局による監査の効率化 

環境や安全の管理の側面から、地方政府の様々なレベルの監査が数多く実施

されている。必要性は理解できるものの、監査の項目が重複・類似している事

例も多く、監査ごとに異なる指摘を受ける場合もある。 

監査の実効性をあげるために、監査全体の構成を再整理し、役割分担や監査

基準を明確にすることを提言する。 

 

４）事故の防止・予防策 

2019年 3 月 21日の江蘇省での爆発事故の報告書は、事故原因を特定した点

で大きな意義を有するが、類似事故の防止策は明示されていない。 

報告書に加えて、安全管理技術面の科学的根拠に基づき、本質的な問題を理
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解した、事故の防止・予防に役立つ情報展開が行われ、そうした施策が採られ

ることを期待する。 

 

 

２．医療機器分野に係る中国市場ビジネス環境 

 

（１）主な規制強化の動き 

医療機器、医薬品、食品等は直接人命に関わる分野であることから、近年、中

国では重点的に規制を強化している。特に医療機器分野では、医療機器審査承認

制度改革6、医療機器監督条例改定7、医療機器登録者制度試行8などを実施し、2019

年 9 月に国務院が「事中事後監督管理の強化と規範化に係る指導意見」を発表

するなど、販売後の監督管理の強化に力を入れている。実施された取り組みのう

ち、医療機器監督条例改定や医療機器登録者制度試行では一定の進展がみられ

るが、医療機器審査承認制度改革については残された課題も少なくない。 

医療機器販売後の監督管理に関する重点業務は以下の通り。 

① 生産企業の経営：医療産業の急速な発展 

② 監督管理の法制度：法規による管理強化（登録者制度等）、処罰の強化、責任

を明確化 

③ リスク管理：販売後のリスク管理強化及びリコール管理強化 

④ 監督管理能力構築：査察官の増員・能力向上、ICTの活用 

⑤ 生産監督管理検査：日常的なモニタリングの実施 

⑥ 経営使用監督管理：生産管理強化（特にハイリスク製品）、経営審査 

⑦ 不良事案監督検査：不良事案のモニタリング強化、教育研修強化 

⑧ 監督管理抜き打ち検査：検査制度の充実化、メーカーに対する改善指導強化 

 

１）機構改革 

機構改革においては、既存の 11部門に加え新たに 3部門を設置した。これま

で、分野ごとに行っていた申請受理関連事務を、申請案件管理部門を設置するこ

とで統一的に処理を行い合理化を図った。また、臨床評価を専門に行うために医

療機器臨床評価部門と体外診断用試験薬臨床評価部門を独立させ設置した。 

① 申請案件管理部門：申請受理・更新・簡易変更・立件審査等 

 
6 医療機器審査承認制度では、革新・優先審査医療機器については充実した一方、それ以外は相談回数や

時間が限られ充分な議論ができないという問題や、相談結果と審査基準との不一致が生じ、臨床試験プロ

トコル審査制度もなく、依然として審査段階になって問題が生じることがある。 
7 第三者機関での審査やセルフサポートの認可の検討などの改革が推進された。 
8 試行地域が従来の 4地域（上海、広東、天津、北京）から更に 15地域（河北、遼寧、黒龍江、江蘇、

浙江、安徽、福建、山東、河南、湖南、広西、海南、重慶、四川、雲南）が追加された。 
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② 臨床 1部：医療機器臨床評価資料の審査、技術ガイドライン作成等 

③ 臨床 2部：体外診断用試験薬登録臨床評価資料の審査、技術ガイドライン作

成等 

 

２）新たな審査制度 

審査業務の効率化を図るため、電子化に対応した審査制度を新たに導入した。

また、新たに国際化に対応した等級別審査制度、立件審査を取り入れた。 

① 電子申告：ネットによる登録申請 

② 等級別審査：難易度による分類申請 

③ スマート配分：自動化による相応の審査員への申請手続きの割り振り 

④ 立件審査：登録前審査による品質向上 

 

３）臨床ガイドライン審査区分制度 

審査部と臨床部でそれぞれによる独立審査を実施し、科学的かつ合理的な審

査結果を確保すべく、臨床ガイドライン審査区分制度を導入した。 

 

４）内部品質管理 

更に医療機器及び対外診断用試験薬の品質向上を図るために、品質管理シス

テムの継続的改善を行っていく。 

 

５）研究活動：承認審査に関する科学研究の強化 

 医療機器及び対外診断用試験薬の承認審査を更に向上させるために、多方面

から科学研究を継続実施していく。 

① 科学技術部重点研究開発計画（スマート化、新型医療用金属材料、健康商品

開発） 

② 国家医薬品監督管理局の科学監督管理課題研究 

③ 複数の部局に跨る重点科学研究課題 

④ 国際交流課題への参加 

 

６）その他 

 医療機器及び対外診断用試験薬の品質向上、並びに制度改革のために、多方面

から下記の課題に継続的に取り組んでいく。 

① 人工知能 

AI ワーキンググループの設立、ディープラーニング診断医療機器ソフトウ

ェア審査用件の公布、人工知能医療機器研究プラットフォームの構築。 

② 国際交流・協力 
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IMDRF（国際医療機器規制当局フォーラム）議長国として、医療機器登録申

告規範（RPS）、優良審査規範（GRRP）、個性化医療機器（PMD）、医療機器臨床

評価（MCE）の 4グループを統括。 

③ コミュニケーションルート 

相談の受理、申告前の技術相談、補充相談、革新／優先相談、補充予備審査、

公益研修。 

④ それ以外 

情報公開、企業サービス（企業交流プラットフォーム）、啓発活動（漫画等

による啓発）。 

 

（２）2019年版「白書」の建議とその後の改善状況 

１）薬事審査の短縮と登録審査の統一性 

2019 年版「白書」では、登録審査に関して、主に審査承認制度改革と審査期

間の短縮を求めている。具体的には、審査前事前相談における十分な回数と時間

の確保、及びその相談結果と審査基準の統一化を求めている。また、薬事登録に

ついては、現状では原則として各省ごとの管理となっており、実質的には省の下

の市・県レベルを含めた多層的管理となっているのが実情である。 

これに対し、審査の効率化や延長申請手続き、軽微変更対応、審査担当者の増

員等では改善がみられ、法律・法規についても安定的に執行されている。また、

薬事審査の長期化を含む医療機器分野全体の問題では、国際スタンダードに近

づけようとする姿勢がみられ、かなりの部分で国際スタンダードに近いものに

なっている。例えば、信頼性保証（QA）は海外査察で急速に経験を積んでおり、

抜き取り検査に代表される国内査察などでの改革は進展しているものと思われ

る。 

一方で、審査基準の統一化、事前相談制度、海外の第三者検査データ・自己審

査データの承認、検査品供給環境改善（IVO）等では、依然として改善が必要で、

延長申請についても引き続き取り消しを求めていく必要がある。また、薬事登録

では、今後はポイント制9の導入など中央で統一的管理の方向に向かうものと思

われるが、引き続き統一的管理を要望していく必要がある。 

 

２）臨床評価のバラつき 

2019 年版の「白書」では、リスクに応じた審査の実施を要請してきた。具体

的には、高リスク品の審査前におけるプロトコルの事前審査、及び低リスク品や

海外での安全性評価実施品に対する規制緩和と臨床試験免除を求めていた。そ

の結果、薬事法同様に、医療機器においてもクラス別に分類して、それぞれ規制

 
9 中央が統一的に定める診療報酬の薬価点数（ポイント）による登録制度を想定しているもの。 
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の厳格さが異なっている。 

これに対し中国側では、これまでの日系企業からの要請を踏まえ、2013 年以

降、臨床免除リストの対象拡大が図られる等の改善がみられた。 

一方で、海外での臨床データの承認や実行については、引き続き改善を要望し

ていく必要がある。 

 

３）法規基準の不統一 

2019 年版の「白書」では、新たな法規実施の際の過渡期の設定、国際基準と

の融合を求めている。具体的には、近年、法規制や規格の頻繁なる改訂・更新が

行われることから、法律・法規制定・公布の具体的な実施計画の公表と、それに

基づく公布を要請している。また、中国の GB／YY（国家基準／医療機器・医薬

品業界基準）の国際規格との整合性として、他国ですでに承認され、販売実績の

ある医療機器及び体外診断用医薬品については、中国での審査の免除を求めて

いた。 

これに対し、中国は 2013年に「医療機器臨床評価」プロジェクトを立案する

国際医療機器規制当局フォーラム（IMDRF）に参加し、2018年には議長国に就任

している。その間、2014 年には国際規格リスト更新プロジェクトを起案し、技

術的分析を実施するなどの実績を出している。 

中国に対しては、引き続き法律法規の解釈及び標準の統一と、国際基準の承認

を要請していく必要がある。 

 

４）二票制の課題 

「二票制」10の導入に関し、外資企業は流通過程でのメンテナンス等機能を伴

う業者の存在を確保すべきであるという観点から反対の姿勢であった。 

「白書」においては、現段階で医療用消耗品に対する「二票制」の適用は適当

ではなく、チャネルの整備や標準化の改善など、事業環境を整えた後での導入を

提案している。 

しかし、現在では「二票制」から集中的に調達を行う「帯量採購」11に制度が

移行しつつあり、関係者の関心も、「二票制」そのものよりも、新たな制度への

早急なる対応に移り始めている。「二票制」がペンディングになったことで、一

 
10 「二票制」とは、2017年 1月より施行された中国独自の「公的医療機器・医薬品購買制度」。具体的に

は、製造会社から流通企業へ、流通企業から医療機関への購買ルートにおいて、それぞれ 1回、合計 2回

しか「発票（購買時の正式な領収書）」の発行を認めないこと（「二」回の発「票」を縮めて「二票」）に

より、多数の流通業者の介在がもたらす中間マージン上積みによる価格の高騰を避け、価格設定面の透明

性を確保するための制度。 
11 「帯量採購」とは、入札時に一定規模の生産量の確保を前提とする調達量を明示し、入札者の予見性を

高めることで価格合理性に寄与する。 
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部対応に混乱が生じているという現状もある。 

 

５）政府事務に係る合理性・公開性・透明性 

2019 年版の「白書」では、政府事務に関し、高付加価値医療用消耗品の参入

プロセスが非常に複雑で、申請から各段階で厳しい基準が設定されており、最終

ユーザーが使用できるまでには多くの時間とリソースを無駄に費やしている状

態を鑑み、医療用消耗材の参入規制の緩和と効率的な管理監督制度の導入、関連

者の権益の保護を要望していた。 

また、その申請プロセスに係るコストが製品価格や医療保険基金に転嫁され

ている状況を踏まえ、高品質で低価格の製品の参入を促すために、医療用消耗品

の衛生経済評価システムと評価基準や同質低価格品の参入許可原則の確立を要

望していた。 

一方、二票制から帯量購入への制度変更が実質的に行われる中で、医療用消耗

材の参入や適切な価格調整に関して、改善は思うように進んでいない。商業保険

の参入規制の緩和も含め、従来通りの内容で要望し続ける必要がある。 

 

６）市販後監査の判定基準の不整合 

近年、中国当局は市販後監査を重視、強化しており、審査基準は厳しくなって

いるものの、その一方で抜き取り検査、海外メーカー向け審査等に対する具体的

法規が整備されていないといった問題がある。また、医薬品経営品質管理規模・

医薬品適正流通基準（GSP）はあるが、具体的な実施細則がなく、問い合わせ窓

口もないために実際に監査を行う国家薬品監督管理局（NMPA）の各省・市等地方

局の担当者によって法律法規の解釈が異なる問題もある。 

こうした状況の中で、2019 年版の「白書」では、市場抜き取り検査の判定基

準の統一、品質マネジメントシステム検査の更なる改善、医療機器製造許可審査

手続きの最適化、有害事象モニタリングに関する法規制システムの持続的改善

を要請していた。 

具体的には、抜き取り検査に関して、計画作成時における製品登録の判定基準

と同一の基準を求め、一致しない場合の企業に対する十分な対応の時間を確保

することを要望し、製品の安全性・有効性が確保される場合の行政処罰免除を求

めていた。また、抜き取り・抜き打ち検査（品質マネジメントシステム検査）の

更なる改善として、判定基準の調整及び重要項目の設定原則の明確化、抜き打ち

検査結果の公表原則の調整、更には体外診断用医薬品経営に携わる管理職等一

部役職用件の緩和を求めていた。 

医療機器監督管理の手続きの簡素化に向けては、医療機器製造許可証の有効

期限設定の取り消しや更新申請時の品質マネジメント検査の取り消しが期待さ
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れていた。 

更に、医療機器それぞれの特性に基づく「有害事象」の概念を明確化し、有害

事象モニタリング細則の制定や国際スタンダードに基づく有害事象項目の取り

扱いが要請されていた。 

こうした各種の要請に対して、全体的には国際スタンダードに基づく改善が

進んでいるとの感触を受ける企業がある一方で、個別の要請についての改善は

相対的に進んでいない。引き続き、個別具体的な課題解決を要請していく必要が

ある。 

 

７）その他、通関・検疫手続きの複雑さ 

医療機器に関する通関及び検疫に依然として複雑な手続きが要求されるほか、

体外診断用医薬品のクールチェーンに関する管理が厳しく、サプライチェーン

のコストが上昇している。 

こうした状況の中で 2019年版の「白書」では、引き続き改善が必要な事項と

して、通関・検疫一体化に伴う必要書類の更なる簡素化・透明化・企業への指導

強化を挙げている。また、一般輸入商検証書の申請プロセスの簡素化を図り、適

正製造規範（GMP）審査基準の改善を求めていた。 

クールチェーンに関しては、例えば、輸送中の多少の温度条件に外れた体外診

断用医薬品について、性能に問題がなければ検収を求めるなど、国際的な取り組

みを参考とするよう要求していた。 

こうした要請に関して、改善がほとんど進展していないことに加え、生産研究

用の原材料の輸入規制及び保税貿易企業に対する税金担保基準の緩和など、事

業拡大に伴う新たな問題が生じている。 

 

（３）ビジネス環境改善に向けた提言 

2019年版「白書」での提言もあって、一定の改善が図られているものの、依然として

改善が進んでいない課題が残っている。2020年版「白書」ではできる限り多くの要望を

盛り込みたいとの要望もあるが、紙面等の制限もあり的を絞った形での提言とせざるを

得ない。ここでは、日系医療機器メーカーが中国での事業展開をする上で特に重要と判

断される提言を以下の通り整理した。 

１）審査前事前相談サービスの充実等による審査承認制度 

   審査承認制度改革は思うように進んでおらず、承認までの時間の長期化

は深刻である。事前相談サービスの更なる充実（回数の増加、相談時間の延

長など）、開発前相談や地方レベルでの事前相談制度の導入を提言する。 
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２）市販後監査の適正化 

抜き取り検査が、リスクや製品の特性によらず頻繁に行われ、企業の業務

に多大な負荷を与えている。リスク・製品の特性による合理的な抜き取り検

査計画を作成し、抜き取り検査の頻度と回数を適正化することを提言する。 

 

３）政府集中購買での製品価格と品質のバランスの考慮 

政府集中購買への参入の難度は極めて高い。政府集中購買における製品価

格と品質のバランスの考慮、支払い条件の履行保証、イノベーション製品・

ハイエンド商品の市場参入規制の緩和、適切な価格調整システム導入が検討

されることを提言する。 

 

４）輸出貨物の通関対応の効率化と改善 

医療機器の輸出時の通関プロセスに過度な時間を要している。通関完了 

後の商品検査時間の短縮、登録認可済みの医療機器の検品の免除、検品が製

品の外観に与える影響の回避などの改善を求めたい。 

 

 

３．医薬品分野に係る中国市場ビジネス環境 

（１）主な規制強化の動き 

１）医薬品承認審査の国際化 

2017年 5月にカナダのモントリオールで開催された「2017年第 1回（第 4

回）医薬品規制調和国際会議（ICH）」で、中国の国家薬品監督管理局（NMPA）

の前身である中国国家食品薬品監督管理局（CFDA）が ICHの新規薬事規制当局

メンバーとして承認された。日系医薬品業界は、長期に渡り新薬の審査・承認

制度の改革を求めてきたが、CFDAが ICHに加盟したことで情勢は一変し、以

降、中国は国際的な医薬品規制のガイドラインを実施することとなり、日系医

薬品業界の要望していた国際基準への適合や透明性の確保などに関しての改革

の方向性が明確化された。国務院令によりトップダウンで医薬品承認審査の国

際化の方向性に沿った動きである 

これを受け、2017年 10月、CFDAは臨床試験の新たな制度を施行した。中国に

おいて行われた国際共同治験終了後、申請者は臨床試験免除申請の手続きを経

ることなく、直接上市登録申請を提出できることになり、中国での新薬投入の際

の試験関連手続きが 1～2年短縮可能となった。また、CFDAは、これとは別に画

期的新薬、希少疾患、小児用医薬品などの中国で至急に必要とされている医薬品

に関しては、優先審査承認制度が導入されており、臨床試験制度と合わせて、中

国での新薬の開発着手から販売までの期間短縮が期待できる。 
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２）薬品管理法改正 

薬品管理法は 1984年に制定され、これまで 2001年、2013年、2015年、2018

年に改正されてきた。その後、2019 年 8 月に全面改正案が全国人民代表大会常

務委員会で承認され、12 月 1 日より施行されている。これにより、薬品の承認

審査条件や管理・備蓄・供給に係る義務・責任、当局側の管理監督責任等が強化

され、明確化された。改正薬品管理法のポイントは以下の通りである。 

① 立法理念と枠組み：製品管理が中心。全ライフサイクル・全過程に対する市

販承認取得者の責任。 

② 薬品の定義と分類：科学的な薬品の定義と分類による管理の最適化。 

③ 革新をインセンティブに：明確な奨励方針、臨床試験管理の最適化、審査シ

ステムの革新、条件付き審査承認。 

④ 薬品市販承認取得者制度：定義、国外薬品市販承認取得者の代理人規定、販

売後の義務。 

⑤ 偽造・劣等薬品：定義、法的責任（違法行為処理、個人に対する責任）。 

⑥ 管理の厳格化、規範の詳細化：薬品のトレーサビリティ、薬品安全体制（副

作用、有害反応への対応）、薬品安全情報の統一公開、薬品基準、研究開発、

生産、販売、利用。 

⑦ 薬品の備蓄及び供給：薬品備蓄制度の整備・実施、薬品需給監視体制の整備

等。 

⑧ 監督能力の構築：法に基づく審査・検査・監視・評価への責任、薬品審査承

認制度の改善、職業的・専門的薬品検査員チームの創設。 

 

３）医薬品監督管理制度の動向 

中国においては、医薬品生産企業の増加や規模拡大、臨床試験数の増加、医薬

産業構造の最適化、医薬品売上の増加など、医薬産業は迅速に発展している。 

製品及び原材料の輸出については、2018 年の国家医薬品監督管理局（NMPA）

の設立に伴い、国際的に共通する適正製造規範（GMP）が履行され、国際スタン

ダード化が進んでいる。 

医薬品の法体系では、三大制度（販売市販許可、保有制度、トレーサビリティ）

が構築され、医薬品の安全効率的利用に係る法体系、GMP、生産流通プロセス、

技術サポートが強化される方向にある。 

薬品市販後の監督管理においては、NMPA が医薬品の監督管理強化、科学的監

督管理、スマート化による新規管理システムの構築、監督管理の国際化、総合的

なリスク管理を目指し、取り組みを強化している。 
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４）医薬品登録管理 

医薬品の登録管理については、イノベーションとジェネリック医薬の促進、優

先審査制度の整備、審査スタッフの拡充、新薬の審査モデルの模索など改革に向

けた動きが進められている。 

薬品登録管理弁法の改訂では、申請者の負担軽減、医薬品の多様化に対応（イ

ノベーション薬、改良新薬、ジェネリック医薬に分類）窓口の一本化と責任の明

確化が図られた。 

今後はイノベーションの奨励、研究開発の効率化などに重点が置かれるもの

と思われる。 

 

５）ICHガイドライン実施状況 

2017年 6月に薬品評価センター（CDE）に事務局設置、2018年にワーキンググ

ループ（WG）と業務指導グループが立ち上がるなど ICH のガイドラインを実施

するための組織体制が構築された。ICH事務局の設立により管理委員会へ加盟す

るとともに、業界の意見を ICHに反映するための専門 WGが立ち上げられた。 

ガイドラインについては、すでに 2 級ガイドラインを制定し、2020 年には 3

級ガイドラインを公表した。2022 年には ICH に公表されたガイドラインを完全

実施する予定である。 

引き続き、実務への参加、提案書の提出、中国企業による積極的な参加、海外

の監督機関との意見交換など ICHを通じた国際化を図っていく。 

 

（２）2019年版「白書」の建議とその後の改善状況 

１）法規作成・改正 

法規作成・改正に関し、2019 年版「白書」で求めていた改善点は、以下の通

り。 

➢ 日中衛生分野関係当局による継続対話・交流、当局と民間の交流深化。 

➢ 法規公布・改正時における中国日本商会（日系企業）との対話強化。 

➢ 新規法規及びガイドライン施行時の経過措置・救済措置に対する配慮、意見

募集稿段階での地方における運用への管理・指導。 

➢ ICHに準じた法改正、GCP改正等意見募集中の法規の迅速な公布。 

➢ 臨床試験の倫理審査、HGRA審査の指導ガイドライン作り、統一的臨床管理シ

ステムの構築。 

➢ 治験実施医療機関の self QCなどのクローズ手続きの標準化。 

 

上記要望に対して、ここ数年は日本側関係者と中国当局との交流の深化や対

話の強化、新規法規策定前のパブリックコメントなど、全体的に改善の兆候はみ
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られるところであるが、引き続き改善を提言していく必要がある。日中関係当局

や当局と民間の交流は定例化されてきており、今後も交流の継続・拡大が期待さ

れている。 

 

２）新薬開発の審査・許認可制度 

新薬開発の審査・許認可制度に関し、2019 年版「白書」で求めていた改善点

は、以下の通り。 

➢ 全ての申請区分における CFDA・CDE申請前相談制度の有効な活用。 

➢ 検体の海外輸送規制の簡素化。 

➢ 輸入医薬品開発段階での CMC・製造場所変更の受け入れ。 

➢ 製品ライフサイクルに関わる GxPの現場査察に関する細則の制定。 

➢ 希少疾病リストの定期的更新、オーファンドラッグ認定システムの構築。 

➢ IND／NDA申請段階で実施する規格・試験法の照合試験の簡素化。 

 

上記要望に対しては、基本的に改善が進んでいる。輸入医薬品開発段階での

CMC・製造場所変更に関してガイドラインが作成され、製品ライフサイクルに関

わる GxP の現場査察に関する細則の制定も動きがみられる。IND／NDA 申請段階

で実施する規格・試験法の照合試験の簡素化についても改善されつつある。 

一方、申請前相談制度の有効活用、検体の海外輸送規定の簡素化、希少疾病リ

ストの定期的更新及びオーファンドラッグ認定システムの構築など実務面の改

善は引き続き要望していく必要がある。 

 

３）医薬品価格改革 

医薬品価格改革に関し、2019 年版「白書」で求めていた改善点は、以下の通

り。 

➢ イノベーション促進の薬価形成システム構築。 

 1類、5.1類に関する承認後の速やかで適切な価格設定、保険償還リスト

への収載。 

 入札におけるオリジナル薬の明確な評価制度の構築、オリジナル判定に

おける物質特許以外の資料認定。 

 落札後の二次価格交渉の廃止。 

➢ 医薬保険償還制度整備。 

 イノベーションを考慮した償還基準の設定。 

➢ 知財保護制度の整備。 

 イノベーションを考慮したデータ保護期間の設定、特許延長制度の導入。 
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上記要望に関し、医薬品に対する新たな分類が採用され、薬価形成システムの

構築における保険償還リストの取り扱いが明確化され、入札時のオリジナル薬

の評価制度が構築されるなどの改善がみられた。一方、新たな帯量購入制度の採

用にあたっては公平な運用が求められるほか、オリジナル薬の評価に対する基

準の明確化、更には価格談判のプロセスの明確化と有効期限の延長を要望する

必要がある。 

医療保険償還制度整備については改善がみられず、イノベーションを考慮し

た償還基準の設定が必要となっている。また、知財権保護の整備についても、引

き続き従来通りの建議を行う必要がある。 

 

４）医薬品の安定供給及び適正情報の提供・収集 

医薬品の安定供給及び適正情報の提供・収集に関し、2019 年白書で求めてい

た改善点は、以下の通り。 

➢ 医薬品許可更新の時間厳守及び許可内容の迅速な通知、審査遅延品目に対す

る救済措置の充実。 

➢ 安定供給のための輸入品に関する委託を含めた複数製造所からの供給認可。 

➢ 医薬品に関する十分な情報の提供・収集するための MR活動の保証。 

➢ 耐性菌発生防止のための抗菌剤の適正な使用ガイドラインの制定。 

 

上記要望に対し、医薬品許可更新については、更新に係る日数が延長されて

100営業日になるなど改善が進んでいる。 

一方、それ以外の要望については改善が進んでいない。特に、MAH（製造・販

売承認）に基づく医薬品供給は、現状では製剤会社 1社のみに限定されており、

安定供給を阻害していることから、改めて複数製造所からの供給認可を求める

とともに、残りの問題についても引き続き改善を要望していく必要がある。 

 

５）OTC医薬品の承認審査簡素化 

OTC医薬品（Over The Counter：処方箋無しに薬局等で購入可能な医薬品）に

関し、2019 年白書で求めていた承認審査の簡素化については、基本的に改善さ

れており、現段階で要望する必要はないと判断される。 

 

（３）ビジネス環境改善に向けた提言 

NMPA が ICH に加盟したことで、医薬品分野の中国関係者の国際スタンダードに対す

る認識が高まっている。課題はまだ多く残されているものの、規制当局との交流・対話
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は進んでおり、他の分野に比べ緩和方向にあるものと思われる。 

１）法規作成・改正 

   数年改善の兆候が見られているところ、ICHをはじめとした国際基準に準

じた改正が重要である。 

 

２）医薬品価格改革 

帯量購入制度に関する公平な運営、オリジナル薬の入札評価制度における

評価基準の明確化、価格談判プロセスの明確化及び有効期間の延長、医療

保険償還リスト収蔵プロセスの透明化などが必要である。 

     

３）新薬開発審査・許認可制度の実務面の着実な実行 

申請前相談制度の有効活用、検体の海外輸送規定の簡素化、希少疾病リス

トの定期的更新及びオーファンドラッグ認定システムの構築などが求め

られる。 

 

４）医薬品の安定供給及び適正情報の提供・収集 

医薬品許可更新に係る日数が延長され 100 営業日となり、MAH（製造・販

売承認）制度に基づく医薬品供給は製剤会社 1社のみに限定され、安定供

給を阻害している。複数製造所からの供給が認可されるべきである。 

また、医薬品に関する情報提供・収集のための MR 活動が保障されるよう

提言する。 

 

 

４．化粧品に係る中国市場ビジネス環境 

 

（１）主な規制強化の動き 

2018 年 3 月の国務院機構改革により、化粧品行政は新設の国家市場監督管理

総局（SAMR）の下に新設された国家薬品監督管理局（NMPA）が管轄することとな

った。 

化粧品関連で最高位法規とされるのが、「化粧品監督管理条例」であり、2020

年 1 月 3 日、国務院常務会議で同条例草案の採択が報じられた。発布も遠くな

いと思われるが、その内容が与える影響が大きいだけに、施行日は業界にとって

大きな関心事である。 

2019年 1 月 22日、23日に開催された全国化粧品監督管理工作会議では、2019

年の化粧品監督管理について 6 つの重点を定めていた。化粧品監督管理条例の

改訂を契機とし、監督管理制度のメカニズムを健全化する狙いがあった。 
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①化粧品監督管理法規制度システムの整備 

②非特殊用途化粧品届出（原文「備案」）管理の整備 

③化粧品の審査・評価、許認可メカニズムの最適化 

④事中事後の監督管理の強化 

⑤「ネットとリアル双方の浄化」運動の展開 

⑥監督管理能力の強化と科学普及・宣伝の強化 

こうした政策方針は、化粧品監督管理条例の施行と連動して実行が加速する

ものと予想される。2019 年後半にはすでに、日本企業にも影響が及ぶ規制強化

の内容を含む規定や通知が以下の通り公表されている。いずれも国際調和性と

いうよりも中国独自ルールでの運用に特徴がある。 

 

１）化粧品登録及び届出の為の試験業務規範 

2019 年 9 月 3 日付で、国家薬品監督管理局が「化粧品登録及び届出の為の試

験業務規範」（以下 72 号令）の実施に関する通知を発出した。これにより SPF

（Sun Protection Factor。UVB（中波長紫外線）の防止効果）/美白試験などの

効能試験に関して中国内での測定が義務化され、コストもかかることとなった。

72 号令は、猶予期間なく発布の日から運用開始となっており、不明確な運用も

ある中、メーカーは対応に苦慮している。 

 

２）MPBS（マイクロプラスチックビーズ）に関する通知 

2019 年 10 月 30 日付で、国家発展改革委員会から「産業構造調整指導目録

（2019年版）」が公布され（2020年 1月 1日施行）、淘汰類は期限までに市場か

らの撤退が求められている。そのうちマイクロプラスチックビーズを含む日用

化学用品は、2020年 12月 31日までに生産禁止、2022年 12月 31日までに販売

禁止、とされている。EUが 2028年を期限として段階的に切替対応していくのに

比べ、中国は 6年も前倒しとなっている。 

マイクロプラスチックビーズ淘汰の商品に与える影響は大きく、メイク製品

の退場につながりかねない。洗い流し商材などのスクラブ剤だけでなく、付けっ

放しのファンデーションやアイカラーまで対応しなければならず、製剤面での

ハードルにもなる。マイクロビーズの製造業者、メーカー（原料レベル）では、

有機系、天然系へのシフトが求められている。 

  「産業構造調整指導目録」は国の産業政策を明示したもので、農林業、新エネ

ルギー、医薬、機械などの広範な産業について、今後発展させるかどうかを基準

に、第 1 類の奨励類 47 産業、第 2 類の制限類 15 産業とその他、第 3 類の淘汰

類 11産業とその他に分類し、産業ごとに細かな品目と技術内容・基準を定めて

いる。国家発展改革委員会と商務部が発布している外商投資ネガティブリスト
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は、外商投資企業の市場参入に関する特別管理措置として、投資の禁止・制限事

項を関連産業に絞って明示したもので、上記指導目録との整合性を取りながら

作成されていると思われる。 

 

３）化粧品境外検査暫定管理規定（パブリックコメント版） 

海外実地検査の基準、輸出企業の許可基準が明確でない。意見募集は 2019年

11月 22日から 12 月 22日まで行われた。中国で既に販売している、又は販売予

定である化粧品について、海外における研究開発・生産の関連プロセスを検査す

るというもので（第 2条）、特殊品と非特殊品の区別はされていない。国家薬品

監督管理局が前述のプロセスと申請資料の真実性、信頼性及び法規適合性に関

する実地検査を行う（第 3条）。同局の食品薬品審査・検査センターから検査員

が派遣される（第 4条）。判定の原則は、①適合、②改善後適合、③不適合（検

査ポイントのうち 5 項目以上の重大な欠陥があるもの、20 項目以上の一般的な

欠陥があるもの）の 3種（第 29条）。検査の結果、不適合であった場合は、期限

付改善要求、化粧品の輸入・販売の一時停止、リコール等の措置が取られること

になる（第 32条）。 

業界団体からは、次のような対抗意見を提示したところである。 

・海外実地検査の基準、輸出企業の許可基準が明確でない。 

・国家同士の相互承認の仕組みがない。 

・検査スケジュールの見直しが必要である。 

・中国語に加えて、公用語として英語での提出が必要である。 

本規定に関し、2020年 2月時点では意見募集後の新たな発表はされていない。 

 

（２）2019年版「白書」の建議とその後の改善状況 

2019年版「白書」は「化粧品監督管理条例（草案）」をメインに全 7項目を建

議とした。その後、建議内容に対して一定の改善の動きがみられたが、十分に改

善されたという状況ではない。 

 

１）化粧品監督管理条例に関して 

化粧品監督管理条例に関し、2019年白書で求めていた改善点は、以下の通り。 

➢ 新原料管理について。リスク高低基準の制定、動物代替試験法の採用、海外

での認可に採用されたデータの受け入れ等。 

上記要望に関し、化粧品監督管理条例（草案）では、新原料のリスクを高低に

分けて低リスク分類は届出制にするという規制緩和の方向を示しており、前向

きな動きに期待したい。同条例は、2020 年 2 月時点でまだ発布されていない。

また、中国では、化粧品用の既使用原料はポジティブリストで管理されており、
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記載されていれば使用可だが、されていないものは新原料として新規登録が必

要。新原料の認可は厳しく、これまで数種しか承認されていない。企業が新原料

を開発して新しい機能を付与できても、中国には輸出できず販売できないのが

現状である。 

動物代替試験法の採用については、特に進展はみられない。 

海外での認可に採用されたデータ受け入れの動きはなく、逆に、SPF/美白の表

記に対するエビデンス試験は、中国で認定された機関でのみ認められる為、 他

国で実施した試験が認められなくなった。また、当該機関での試験結果と輸入品

に表示された数値に差異があるときの対応方法は不明である。 

➢ 販売実績証明書提出の免除。 

上記要望に関し、特に進展はみられないため、今後とも課題。 

➢ 第 38条および第 39条のラベル関連規定について。中国語ラベルと原包装ラ

ベルの一致制に対する慎重な議論、中文ラベルへの生産企業情報表示の免除。 

 上記要望に関し、中国では日本製品のラベル漢字表記について、中国法に適合

しない漢字は、中国の消費者が読んで誤認につながる恐れがあるとして、届出

（原文「備案」）の段階で厳格に管理されている。無香料、無着色の「無」など

は使えないため、該当記載の削除や他の表現に置き換えるなど、日本資材や専用

資材への切替をしているのが現状である。誤認を避けるため、日本製品の原包装

を作り替えて中国用にカスタマイズする場合、マーケティングや管理面で企業

の負荷が増大する。中国専用品にしなければ販売できない場合がある。 

 

２）制度変更時の移行期間と執行現場の教育について 

制度変更時の移行期間と執行現場の教育に関し、2019 年白書で求めていた改

善点は、以下の通り。 

➢ 化粧品監督管理条例施行について。下位関連細則の改定も考慮した十分な移

行期間の設定と執行員教育等の周到な準備、公告施行以前の案件に遡及して

執行しないこと。 

同条例は、2020 年 2 月時点でまだ発布されていないため、特に進展はみられ

ない。条例や細則は、発布から 3か月後に施行されるのが一般的であるが、業界

としては対応のためには半年以上の猶予期間が必要と考える。 

 

３）全国範囲での輸入非特殊用途化粧品の届出管理実施に関する公告 

全国範囲での輸入非特殊用途化粧品の届出（原文「備案」）管理実施に関する

公告に関し、2019年版「白書」で求めていた改善点は、以下の通り。 

➢ 輸入非特殊用途化粧品に関する大きな制度変更における十分な移行期間の

確保と事業継続性に配慮した措置。 
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本公告は 2018年 11月 9日に公布され、化粧品経営会社の登録地に関係なく、

全国同一制度で届出（原文「備案」）ができるようになった点は評価できる。2019

年 1 月に開催された全国化粧品監督管理工作会議で、2019 年の化粧品監督管理

における 6つの重点の一つに非特殊用途化粧品届出（原文「備案」）管理の整備

が挙げられるなど、多少の改善がみられる。移行期間の確保や事業継続性に配慮

した措置は今後とも課題。 

 

４）既使用化粧品原料名称目録に関して 

既使用化粧品原料名称目録に関し、2019年版「白書」で求めていた改善点は、

以下の通り。 

➢ 目録拡充の必要性。海外において使用実績のある原料の既使用化粧品原料名

称目録への収載。 

➢ 中文 INCI（国際命名法）名の更新管理の改善。英文 INCI名に連動した定期

的更新。 

上記はいずれも適切な更新と運用改善がみられないため、今後とも課題。 

 

５）新化学物質環境管理弁法関連 

新化学物質環境管理弁法に関し、2019 年版「白書」で求めていた改善点は、

以下の通り。 

➢ 中国現有化学物質目録と既使用化粧品原料名称目録との整合性推進。 

上記要望に関し、特に進展はみられないため、今後とも課題。 

 

６）化粧品行政審査の基準統一化、透明化と規制合理性の再確認 

化粧品行政審査の基準統一化と透明化と規制合理性の再確認に関し、2019 年

白書で求めていた改善点は、以下の通り。 

➢ 基準の統一化と透明化。国産非特殊化粧品では免除されている動物試験の免

除。処方、配合フロー、パッケージ上の表記審査における審査基準の透明化。 

上記要望はいずれも特に進展はみられないため、今後とも課題。 

動物試験をしないのが世界的トレンドであるが、中国だけが輸入品の特殊用

途化粧品に対して中国内での動物試験による安全性試験を義務付けている。ブ

ランドによっては動物試験をしないと宣言しているものもあり、その企業は中

国市場をあきらめなければならない。 

➢ 規制合理性の再確認。動物性由来原料に対する証明書類の合理的な調整。原

包装表示の管理における日本の医薬部外品の表示を禁じる等の判断基準の

見直し。 

上記要望のうち、「医薬部外品」の表示に関して一定の理解が得られたが、ま
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だ当局の通知には反映されていない。その他は特に進展はみられないため、今後

とも課題。 

 

７）市販後監督管理体制の一層の適正化 

市販後監督管理体制の一層の適正化に関し、2019 年白書で求めていた改善点

は、以下の通り。 

➢ 市販後において、既に審査を受けた内容に対する行政からの指摘がないよう、

統一性、合理性、効率性のある監督管理の実現。 

上記要望に関し、特に進展がみられないため、今後とも課題。 

 

（３）ビジネス改善に向けた提言 

１）新法や規制の施行までの準備期間確保 

化粧品関連で最高位法規とされる「化粧品監督管理条例」は、2020年 2月

時点でまだ発布されていないが、業界としては、条例及び関連法規、細則の

発布後に具体的な対応が可能となるため、発布から施行までには、短くとも

1年の準備期間が必要。また、マイクロプラスチック規制についても、化粧

品は 2028年までの猶予をもって対応していくことがグローバル（EU等）の

流れであり、企業側の代替対応や市場監督の実務の双方で準備期間が必要で

ある。 

 

２）化粧品行政審査の統一化・透明化・効率化・負担軽減 

輸入非特殊用途化粧品は、2018年 11月に申請許可制から届出制に変更さ

れ、より短期間で新製品輸入が可能となった。一方、各地域での審査意見基

準が一致しない問題が生じている。また、安全性のデータ設定は高めで、企

業にとってはハードルが相当に高くなっており、美白など効能を謳う化粧品

の認可は長期間に渡り時間を要するのが現状である。さらに、日本製品のラ

ベル漢字表記が厳格に管理されているなか、原包装の変更は企業の負荷が増

大するだけでなく、中国消費者が海外や越境 EC で購入する製品との齟齬に

戸惑う懸念もある。こうした問題への対応として、行政審査の統一化・透明

化・効率化・負担軽減を提言する。 

 

３）国際調和性のある取り組み 

①効能効果評価において、中国内の CMA認証機関での測定が求められ、海

外で取得した測定結果が認められなくなった。評価方法を国際レベルで標準

化し、相互認証させることは、海外企業の参入促進や中国国内企業の輸出拡

大につながる。また、化粧品の効能効果は、通常、原料の効能が最終製品に
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反映されることから、原料評価データをもって製品による試験の代替が可能

と考えられる。 

②新原料審査の認証は厳しく、これまで 4 原料しか許認可が下りていな

い。国際的な安全管理の実態を踏まえ、より実効性のある運用が求められる。 

③既使用化粧品原料名称目録について、世界的な INCI 名は、原料の本質

変化に関わらず、名称の妥当性を図るために随時更新が行われている。中国

の既使用化粧品原料名称目録の中文 INCI もこれに連動した定期的更新がな

されれば、審査における当局と企業側双方の実務効率化に資する。 

④動物代替試験法の採用や海外での認可に採用されたデータの受け入れ

が、世界的トレンドに沿うものとなる。 

 

４）不必要な情報公開の見直し 

中国側当局から製造に関する情報公開を求められるが、化粧品企業が行う

各種試験は統一されたものではなく、企業独自の試験によってデータを担保

しているのが実情であり、公開内容には考慮が必要。 

 

５）模倣品対策の推進 

中国では、日本製の模倣品が依然としてさまざまな手法で流通している。

EC モールの場合、最近はプラットフォーム側が模倣品を厳格に取り締まっ

ており、改善がみられている。しかし、正規品であるにもかかわらず、中国

仕様のパッケージになっているだけで疑念を抱き、模倣品ではないかとブロ

グにアップする消費者の心理がある。医薬品では、日本製のパッケージを回

収しておいて内容物を入れ替えて販売する例もあり、化粧品でも同様の事例

が起きている可能性がある。中国の消費者が安心して化粧品を購入できるよ

うにするためにも、模倣品対策は不可欠であり、中央及び地方を含む市場監

督管理局、海関、公安機構には、連動した対策を望みたい。 

 

６）海外企業に対する検査の基準明確化 

化粧品境外検査暫定管理規定（パブリックコメント版）では、海外製造業

者に対する実地検査のプロセスと項目が示されているが、それだけでなく、

企業側が対応するにあたっては、中国当局が求める検査基準や輸出企業の許

可基準が明確であることが望ましい。さらに、日中双方の優良製造所基準

（GMP）相互認証などを経た上で実施するのが適切であると考える。また、

製造現場情報は企業にとって最重要機密であり、行政以外に公開されないよ

う配慮も必要である。 
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５．越境 EC に係る中国市場ビジネス環境 

 

中国の越境 EC分野におけるオープンソース等の各種情報をもとに、越境 EC事

業に携わる日本企業へのインタビュー内容を加えて整理した調査結果を報告す

る12。 

 

（１）日中間の越境 ECビジネスの現状 

 中国の EC市場は急成長を続けているが、EC プラットフォーム事業者の市場シ

ェアでは、アリババ、京東という二強の存在感が高まっており、そのままの構図

が越境 EC にも当てはまる。一方、中国政府は EC の発展を奨励する政策を打ち

出しながら、利用者のより良い生活に対するニーズを満足させるために、公平な

市場競争と消費者権益保護、知的財産権保護、ネットワークの安全・個人情報保

護等を意識した市場環境の整備に力を注いでいる。 

 中国から日本への訪問体験者増加という後押しもあり、中国国内消費者の日

本商品に対する関心はますます高まっている。中国の消費者に自社製品を販売

するにあたり、日本企業は中国系の ECプラットフォームに出店するのが一般的

であるが、経営性 ICPライセンスを取得した日系の ECプラットフォーム事業者

も事業展開を始めている。中国の巨大な越境 EC市場をめぐって、世界中の企業

との競合が激しさを増しているなか、今後は中国市場に適したマーケティング

をどのように展開し、自社製品の魅力をより強く消費者に伝えることができる

かが課題となっている。 

 

１）越境 ECのビジネスモデル 

 ①アリババの越境 ECプラットフォームである Tmallグローバル（以下、Tmall 

G）に出店する場合 

日本企業が運営代行会社 TP（Tmall Partner）に店舗運営を委託する。物流は

アリババの物流会社がコントロールしており、商品は中国内の保税区に保管さ

れる。全国のどの都市を利用するかは物流会社の判断であるが、取扱料金は一律

である。通関手続きはアリババが担当している。海外商品の保税区在庫は大体 2、

3 カ月分とされ、在庫リスクを負うことになるが、保管料は日本側負担であり、

売れなかった場合は安売りするか廃棄することになる。在庫が積み上がらない

ように、売れ筋商品を見極めなければならない。 

配達方式には、①保税区からの配送、②日本から直送、という 2種類があり、

関税と到着日に違いがある。①の到着日は基本的に翌日。保税区内では関税がか

からないが、そこから出荷される時点で関税が課される。②の日本から直送の場

 
12 本分野の調査報告に際しては、JETRO海外調査部、株式会社エフカフェ等からの協力を得た。 
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合、到着日は約 1週間後。メーカーが EMSで発送するが、中国の税関では全品検

査をするわけではなく、チェックを行った商品に課税する。 

また、中国の消費者はアリペイなど電子決済サービスを使って人民元建てで

買い物をするが、売上げの入金は運営代行会社から日本円で出店企業に振り込

まれる。 

②日系企業のプラットフォームに出店する場合 

中国の省政府所在市を拠点に実店舗を経営している日系企業が、同店舗の現

地カード会員をはじめとした富裕層を意識して、人気が高く、価値のある日本商

品（化粧品、ベビー用品、生活関連商品、ファッション衣料、健康食品、一般食

品等）を中心に品ぞろえし、出店企業も日本企業のみに限定して越境 ECを展開

している。中国でのプラットフォーム運営は、日系企業の現地法人が行う。 

日本の出店企業に対しては、現地法人が日本に開設した支社（日本法人）が、

モールの構築から決済までサポートする。モールから注文が入った商品は、出店

企業が日本国内の指定倉庫に送付した後は、支社が中国への発送、通関、中国の

消費者への宅配まで対応する。代金（商品代・運送費・関税）は、消費者が電子

決済サービスを使って人民元で支払い、支社が中国の決済会社との間で代行決

済し、出店企業には日本円で支払う形になる。 

 

２）越境 ECの売上パターン 

独身の日（11月 11日）は、1日で月平均の 5～10倍を売り上げると言われて

いる。全体的に越境 ECは好調であり、前年比 20％～30％の伸びが続いていくと

見込まれる。 

アリババは、インターネットサイトとスーパー実店舗との OtoOのリンクも推

進している。日本企業の中には、高額商品について、実店舗を展示場と位置付け

て消費者にまず体験してもらい、次に購入はネットでという方向に誘導して売

上を伸ばそうという戦略を取っている例もある。 

 

３）越境 EC市場への参入状況 

中国の ECユーザーは約 7億人で、そのうち 70％がアリババが展開する Tmall、

Tmall Gやタオバオを利用している。毎日、前述の日本企業モールには約 7,000

万人のユーザーが訪れているが、日本国内の通販へのユーザーアクセスが年間

で 7,000万～8,000万人と言われており、中国の市場規模の大きさが分かる。 

 これまで多くの企業がプラットフォーム事業者として参入してきたが、寡占

化が加速している。2019年、越境 ECのシェア二番手だった「カオラ」がアリバ

バに買収されたため、アリババと京東という二強の地盤が固まった。アリババは

「アリペイ」、京東は「ウイチャットペイ」での決済機能も強み。これらに続い
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ていま勢いがあるのが、共同購入の仕組みを強みとする「拼多多（Pinduoduo）」。 

 日本企業の中国進出では、2010年、11年にプラットフォームを立ち上げた企

業があったが、事業が伸び悩み、それぞれ 2012 年、13 年に撤退した。しかし、

2016 年と 19 年には中国にすでに実店舗を経営している事業者が、越境 EC の経

営ライセンスを取得してオフラインとオンラインを組み合わせた販路開拓を開

始しているほか、2017年には中国人向けの越境 ECサイトを運営するスタートア

ップ企業に大手企業が共同出資し、2019年にはファッション通販の越境 ECサイ

トがオープンしている。 

 

４）越境 ECの利用者の特徴 

報道によると、2019年の中国の越境 EC輸入額は 918.1億元，前年比 16.9%増

と概ね好調に推移している。越境 EC輸入は、中国国内への豊富な海外商品の供

給、新しい消費モデルの発展の促進、消費の回流（海外旅行による購入から中国

国内の購入へ）、消費者のニーズへの対応において積極的な機能を果たしている

との評価がみられる。 

越境 ECで購入する商品の国別構成では、現在のところ日本が最大のウエイト

を占めるという推計もある。中国の消費者にとって、模倣品等の知財侵害問題や

内外価格差の問題が抜本的に改善されず、モバイルを使った輸入品購入（越境

EC）の利便性が継続し、商品の選択肢が拡大する限り、日本をはじめとする海外

商品（消費財）に対する一定のニーズは当面期待できそうである。例えば化粧品

や食品（健康食品を含む）、日用品は、現在も売れ筋商品であり、輸出（販売）

側である日本企業も有望商品として関心が高いといわれる。 

Tmall Gの利用者は 1980年代中頃から 2000 年生まれまで、つまり 18歳から

35歳ぐらいの世代が 69％を占め、ほとんどがスマホから購入している。彼らの

購入パターンは、1回につき 300元～400元がメインの購入価格帯で、日本製で

は化粧品、ベビー用品、生理用品、健康食品、生活用品（シャンプー、ヘアカラ

ー、ハンドソープ、ウェットティッシュ）などが売れ筋であり、高品質、高額商

品にシフトしているわけではない。重くなく輸送しやすいこと、中国製よりも安

心、安全、高品質であることが特徴である。 

別の日本商品に特化した越境 EC サイトでは、利用者の性別では女性が 8 割、

年齢構成では 23 歳から 35 歳までが 6 割、居住地域では北京市、上海市、広東

省、江蘇省、浙江省の 5省市が 6割を占めたという。 

 

（２）中国におけるビジネス環境整備の取り組みと課題 

 2019年 1月の「中国電子商務法」の施行に始まり、その後、越境 ECに関して

インターネット取引監督管理弁法（意見聴取稿）の公表、越境 EC輸入品目ポジ
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ティブリストの改訂、越境 EC総合試験区の拡充、越境 EC輸入試点（試行都市）

の拡大等が相次いで行われた。 

中国政府は近年、輸入の促進による経済発展、内需拡大（消費喚起）、供給側

構造改革、貿易の多様化等を図るため、越境 ECの分野ではポジティブリストの

増加のほか、税負担の軽減や規制緩和を進めていることから、法規制等による市

場参入の障壁は改善の方向に向かっており、越境 ECのビジネス環境は以前より

も改善しつつあると考えられる。 

 

１）「電子商務法」の評価・運用上の問題 

 「中華人民共和国電子商務法」は 2019年 1 月 1日からの施行である。電子商

務（以下、「EC」）とは、インターネット等の情報ネットワークを通じた商品の販

売又はサービスの提供を行う経営活動を指す（第 2条）。本法では、EC事業に携

わる企業、個人の法的関係性や納税義務、消費者に対する法的責任など、これま

で曖昧だった点を明確に示した。 

 政府は EC の発展を奨励しており、市場環境の整備を通じて EC のレベルを高

め、人々のより良い生活に対するニーズを満足させるとしている（第 3条）。そ

して、EC 事業者には、公平な市場競争と消費者権益保護、環境保護、知的財産

権保護、ネットワークの安全・個人情報保護等の履行を義務づけ、商品とサービ

スの質に対する責任を負うこと、政府と社会の監督を受けることを求めている

（第 5条）。EC事業者とは、ECを経営する自然人、法人及び非法人組織であり、

これには ECプラットフォーム事業者、プラットフォーム内の出店者及び自らサ

イトを立ち上げた者、その他ネットサービスを行う事業者も含まれる（第 9条）。

EC 事業者は市場主体として登記し（第 10 条）、税務登記も行い、納税義務を履

行し（第 11条）、関連行政機関の許可を取得しなければならない（第 12条）。サ

イトのトップページには目立つ位置に営業免許情報、業務と関わる行政許可情

報などを公示し、変更があったときには速やかに更新することとされている（第

15条）。 

 北京大学電子商務法研究中心が 2019 年 12 月に発表した「電子商務法実施 1

周年評価報告」を紹介した新浪ネットの報道に基づき、同法の評価や運用上の課

題等に関する論点を整理したところ、プラスの評価としては、①同法は、EC の

合法的な経営、消費者保護、公平競争秩序の確立を推進した。②同法の施行によ

り、EC領域の民事事件発生率が低下した。③消費者の体験が明らかに向上した。

④EC産業が持続的に発展した、等がある。 

他方、運用上の問題点としては、①関連法規が不十分である。②一部規定の基

準が不明確、等が指摘されている。特に、プラットフォームの審査義務、安全義

務の基準、自然人によるネットショップの登記問題、消費者保護の規定が注目に
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値するとのことである。 

 本法は EC市場環境をより公平で健全な方向に導くための重要な一歩として評

価されるところである。しかし、懸念事項としては、今後、関連法規が整備され

ていくなかで、関連政府部門による解釈の違い、過度に厳格な適用および地方ご

との不統一な運用などが起きることにより、日本企業が越境 EC市場において不

利益を被ることが挙げられる。 

 

２）「インターネット取引監督管理弁法（意見聴取稿）」の公表（19年 5月） 

本弁法は、国家市場監督管理総局が、「電子商務法」の施行に伴い、ネット取

引市場秩序の規範化と当事者の合法権益の保護、ネット取引の発展を促進する

ため、2014 年に公布・施行した「インターネット交易管理弁法」をベースに修

正したものである。 

 

■インターネット取引監督管理弁法（意見聴取稿） 

http://www.cac.gov.cn/2019-05/01/c_1124440135.htm 

意見聴取稿によると、同弁法は 5章 70条から構成され、主な内容は、ネット

取引事業者の登記、事業者情報の公示、取引データ等の提供、顧客データの収集・

使用・保護、取引行為の規範、プラットフォーム事業者の規範、消費者権益保護

等が規定されている。 

 意見聴取は 2019年 5月 29日までの 1カ月間行われた模様である。その後、 

2020年 2月時点では正式な制定・公布等は確認できていない。 

  

３）インターネットの経営性 ICPライセンス取得 

「中華人民共和国電信条例」（2000年 9月 25 日公布、2016年 2月 6日第 2次

改訂）および「インターネット情報サービス管理弁法」（2000年 9月 20日施行）

により、中国において越境 ECプラットフォーム事業、又は自社サイトを用いた

ビジネスを行うにあたっては、経営性 ICP（Internet Content Provider）のラ

イセンス取得が義務付けられている（中国語では「増値電信業務経営許可証」）。

非経営性 ICP の場合はライセンス取得が免除され、届出制とされている。前述

の（1）の 3）で紹介したように、いくつかの日系企業が本ライセンスを取得し

ている。今後は、電子商務法の規定に十分対応できるようなコンプライアンス体

制作りが重要な課題となるだろう。 

 

４）「越境 EC輸入品目ポジティブリスト」の改訂 

2019 年 12 月、財政部、国家発展改革委員会、工業信息化部等は連名で、「越

境 EC輸入品目ポジティブリスト（2019年版）」を公表した。同リストは 2020年
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1月から実施されている。 

 

■越境 EC輸入品目ポジティブリスト 

http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/P020191227607915178053.pdf 

越境 ECで輸入可能な商品は、改訂前（2018 年版リスト、計 1,321品目）と比

べ、新たに 92品目増えて 1,413品目となった。今回の改訂で新たに追加された

主な品目は、冷凍水産物、酒類、電器などがある。 

このニュースを取り上げた中国のウェブサイトでは、今次改訂が消費のレベ

ルアップ傾向に対応し、越境 ECの発展と海外の優良な商品輸入の増加に有利で

あると報じている。 

また、「今日中国」2020年 1月 22日付（ウェブサイト）によると、Tmall Gは、

ポジティブリストの品目増加等を受けて、2020 年に投入予定の重点ブランドリ

ストを発表した。家具、ペット用品、日用品、衣類・ファッション用品、スキン

ケア、食品、ベビー用品、デジタル家電、医薬健康食品等の合計 1,049ブランド

は、迅速に出品（販売開始）可能なルートが設けられるようだ。2020 年にネッ

トショップのサービス事業者の売上げ目標を 40％増とするという。 

Tmall Gでは、「越境輸入品目リストの拡大に伴い、各種商品は加速的に中国

市場に入る。将来、越境 ECの核心は物流、倉庫、サプライチェーン等のインフ

ラ構築能力だ」とみる。現在までのところ、海外 78カ国・地域の 22,000ブラン

ドを扱っており、このうち 8 割以上のブランドは初めて中国市場に参入したケ

ースだという。 

 越境 EC輸入品目ポジティブリストに掲載されている品目は、実行関税率表に

対応している。関税率表の分類ごとにその品目数をまとめた（表 1）。「第 11 部 

紡織用繊維及びその製品」が最も多く全体の 19.5％、次に「第 4部 調製食料品、

飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品」が 12.6％、続いて「第

16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並び

にテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分

品及び附属品」が 12.2％を占めた。越境 ECで消費者が小売輸入できるのは本リ

ストに記載されている商品だけであるため、人気商品のカテゴリーにある品目

が増やされていると推察される。 

本来、医薬品や化粧品は、輸出入に当たって監督管理当局の認可を得なければ

ならないが、その措置を取れば時間もコストもかかり、一番の売れ筋商品の流通

が阻害されて市場縮小につながるためか、厳格な運用には至っていない。 
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表 1 越境 EC 輸入品目ポジティブリストと 

実行関税率表（2020 年 1 月 1 日版）の対比品目数 
    

分類 品  名 品目数 

第 1部 動物

（生きているも

のに限る。）及

び動物性生産品 

第 1類 動物（生きているものに限る。） 0 

第 2類 肉及び食用のくず肉 2 

第 3類 
魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎

動物 
35 

第 4類 
酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しな

い食用の動物性生産品 
27 

第 5類 動物性生産品（他の類に該当するものを除く。） 1 

第 2部 植物性

生産品 

第 6類 
生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他

これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉 
0 

第 7類 食用の野菜、根及び塊茎 3 

第 8類 
食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメ

ロンの皮 
44 

第 9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料 26 

第 10類 穀物 6 

第 11類 
穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦

グルテン 
14 

第 12類 
採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又

は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物 
24 

第 13類 
ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及び

エキス 
2 

第 14類 
植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生

産品 
1 

第 3部 動物性

又は植物性の油

脂及びその分解

生産物、調製食

用脂並びに動物

性又は植物性の

ろう 

第 15類 
動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製

食用脂並びに動物性又は植物性のろう 
30 
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第 4部 調製食

料品、飲料、ア

ルコール、食

酢、たばこ及び

製造たばこ代用

品 

第 16類 
肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲

無脊椎動物の調製品 
24 

第 17類 糖類及び砂糖菓子 13 

第 18類 ココア及びその調製品 7 

第 19類 
穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカ

リー製品 
22 

第 20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 63 

第 21類 各種の調製食料品 16 

第 22類 飲料、アルコール及び食酢 27 

第 23類 
食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製

飼料 
6 

第 24類 たばこ及び製造たばこ代用品 0 

第 5部 鉱物性

生産品 

第 25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント 2 

第 26類 鉱石、スラグ及び灰 0 

第 27類 
鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青

物質並びに鉱物性ろう 
2 

第 6部 化学工

業（類似の工業

を含む。）の生

産品 

第 28類 
無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又

は同位元素の無機又は有機の化合物 
6 

第 29類 有機化学品 21 

第 30類 医療用品 8 

第 31類 肥料 0 

第 32類 

なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導

体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニ

ス、パテその他のマスチック並びにインキ 

7 

第 33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 32 

第 34類 

せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人

造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに

類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス

及びプラスターをもととした歯科用の調製品 

21 

第 35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素 13 

第 36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料 0 

第 37類 写真用又は映画用の材料 2 

第 38類 各種の化学工業生産品 11 
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第 7部 プラス

チック及びゴム

並びにこれらの

製品 

第 39類 プラスチック及びその製品 36 

第 40類 ゴム及びその製品 13 

第 8部 皮革及

び毛皮並びにこ

れらの製品、動

物用装着具並び

に旅行用具、ハ

ンドバッグその

他これらに類す

る容器並びに腸

の製品 

第 41類 原皮（毛皮を除く。）及び革 0 

第 42類 
革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバ

ッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 
21 

第 43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品 3 

第 9部 木材及

びその製品、木

炭、コルク及び

その製品並びに

わら、エスパル

トその他の組物

材料の製品並び

にかご細工物及

び枝条細工物 

第 44類 木材及びその製品並びに木炭 14 

第 45類 コルク及びその製品 1 

第 46類 
わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにか

ご細工物及び枝条細工物 
1 

第 10部 木材

パルプ、繊維素

繊維を原料とす

るその他のパル

プ、古紙並びに

紙及び板紙並び

にこれらの製品 

第 47類 
木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパル

プ及び古紙 
0 

第 48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 34 

第 49類 
印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手

書き文書、タイプ文書、設計図及び図案 
9 

第 11部 紡織

用繊維及びその

製品 

第 50類 絹及び絹織物 0 

第 51類 
羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの

織物 
0 

第 52類 綿及び綿織物 0 

第 53類 
その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸

及びその織物 
0 
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第 54類 
人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリ

ップその他これに類する人造繊維製品 
1 

第 55類 人造繊維の短繊維及びその織物 0 

第 56類 
ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並び

にひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品 
16 

第 57類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 3 

第 58類 
特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織

物、トリミング及びししゆう布 
3 

第 59類 
染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊

維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品 
1 

第 60類 メリヤス編物及びクロセ編物 0 

第 61類 
衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編み

のものに限る。） 
102 

第 62類 
衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編み

のものを除く。） 
122 

第 63類 
紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、

紡織用繊維の中古の物品及びぼろ 
28 

第 12部 履

物、帽子、傘、

つえ、シートス

テッキ及びむち

並びにこれらの

部分品、調製羽

毛、羽毛製品、

造花並びに人髪

製品 

第 64類 
履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこ

れらの部分品 
34 

第 65類 帽子及びその部分品 7 

第 66類 
傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの

部分品 
3 

第 67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品 2 

第 13部 石、

プラスター、セ

メント、石綿、

雲母その他これ

らに類する材料

の製品、陶磁製

品並びにガラス

及びその製品 

第 68類 
石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これ

らに類する材料の製品 
6 

第 69類 陶磁製品 11 

第 70類 ガラス及びその製品 20 
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第 14部 天然

又は養殖の真

珠、貴石、半貴

石、貴金属及び

貴金属を張った

金属並びにこれ

らの製品、身辺

用模造細貨類並

びに貨幣 

第 71類 

天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴

金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造

細貨類並びに貨幣 

14 

第 15部 卑金

属及びその製品 

第 72類 鉄鋼 0 

第 73類 鉄鋼製品 16 

第 74類 銅及びその製品 3 

第 75類 ニッケル及びその製品 0 

第 76類 アルミニウム及びその製品 6 

第 77類 （欠番） 0 

第 78類 鉛及びその製品 0 

第 79類 亜鉛及びその製品 0 

第 80類 すず及びその製品 0 

第 81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品 0 

第 82類 
卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォー

ク並びにこれらの部分品 
23 

第 83類 各種の卑金属製品 12 

第 16部 機械

類及び電気機器

並びにこれらの

部分品並びに録

音機、音声再生

機並びにテレビ

ジョンの映像及

び音声の記録用

又は再生用の機

器並びにこれら

の部分品及び附

属品 

第 84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 85 

第 85類 

電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機

並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再

生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 

88 

第 17部 車

両、航空機、船
第 86類 

鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの

部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分
0 
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舶及び輸送機器

関連品 

品並びに機械式交通信号用機器（電気機械式のもの

を含む。） 

第 87類 
鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び

附属品 
9 

第 88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品 0 

第 89類 船舶及び浮き構造物 0 

第 18部 光学

機器、写真用機

器、映画用機

器、測定機器、

検査機器、精密

機器、医療用機

器、時計及び楽

器並びにこれら

の部分品及び附

属品 

第 90類 

光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検

査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部

分品及び附属品 

39 

第 91類 時計及びその部分品 16 

第 92類 楽器並びにその部分品及び附属品 2 

第 19部 武器

及び銃砲弾並び

にこれらの部分

品及び附属品 

第 93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 1 

第 20部 雑品 

第 94類 

家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、ク

ッションその他これらに類する詰物をした物品並び

にランプその他の照明器具（他の類に該当するもの

を除く。）及びイルミネーションサイン、発光ネー

ムプレートその他これらに類する物品並びにプレハ

ブ建築物 

23 

第 95類 
がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分

品及び附属品 
27 

第 96類 雑品 40 

第 21部 美術

品、収集品及び

こつとう 

第 97類 美術品、収集品及びこつとう 0 

    合計 1413 
    

出所：税関ホームページの実行関税率表に筆者が品目数を記入した。  

   https://www.customs.go.jp/tariff/2020_1/index.htm  





                                 47 

 

６）越境 EC輸入試点（試行都市）の拡大 

2020 年 1 月 17 日，商務部、発展改革委員会、財政部、海関総署、税務総局、

市場監督管理総局は、「越境 EC小売輸入試行都市拡大の通知」(商財発〔2020〕

15号)を発出した。 

 

■越境 EC小売輸入試行都市拡大の通知 

https://www.ndrc.gov.cn/fgsj/tjsj/jjmy/dwjmjztfx/202001/t20200120_1219479.html 

石家庄等 50 都市(地区)及び海南島全島が、新たに越境 EC 輸入試行都市に組

み入れられた。これにより、試行都市は合計 86都市（地区）に拡大し、全国 31

省市をカバーすることになった。 

同通知は即日実施で、試行地区では 2018年の通知（商財発〔2018〕486号)に

基づき、保税輸入の越境 ECに従事することができる。 

今回の試行範囲拡大にあたり、地区の選定は次の点を考慮したという。①自由

貿易試験区の発展。税関の監督管理条件に符合する自由貿易試験区の所在地を

選定対象とした。②総合保税区の発展との結合。総合保税区に設置している国家

級の物流エリアを対象とした。③越境 EC総合試験区を積極的に発展させること。

新たに設立した越境 EC 総合試験区を対象とした。④越境 EC による消費の拡大

を図ること。税関監督管理条件に符合する国家級の貧困県所在都市を対象にし

た。 

 

７）政府による監督管理制度の整備 

中国政府は、「商務部 発展改革委 財政部 海関総署 市場監管総局の越境 EC小

売輸入監督管理の関連業務に関する通知」（2019年 1 月 1日執行）および「海関

総署公告 2018 年第 194 号 越境 EC 小売輸出入商品の監督管理事項に関する公

告」（2019 年 1 月 1 日施行）等の通達により、越境 EC という行為をはじめ、当

事者（越境 ECの小売輸入事業者、プラットフォーム事業者、国内サービス業者、

消費者）の定義づけを明確にしたうえで、当事者と税関とのネットワーク構築を

必須とする監督管理制度の整備を進めている。 

中国当局としては、越境 ECにおいて以前は税金が取れないケースがあったと

ころ、課税の仕組みを整備・強化することができたため、もっと発展させようと

いう姿勢である。 

 

■「商務部 発展改革委 財政部 海関総署 市場監管総局の越境 EC 小売輸入監督管理の

関連業務に関する通知」 

本通知は 2019 年 1 月 1 日から執行され、越境 EC に関わる当事者の定義と手
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続き、役割を明確に規定している。本通知の適用範囲は、北京、天津、上海、唐

山、フフホト、瀋陽、大連、長春、ハルビン、南京、蘇州、無錫、杭州、寧波、

義烏、合肥、福州、厦門、南昌、青島、威海、鄭州、武漢、長沙、広州、深圳、

珠海、東莞、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、平潭等 37都

市における越境 EC小売輸入業務である。 

 越境 EC 小売輸入とは、中国国内の消費者が越境 EC プラットフォームを通じ

て国外から商品を購入し、それを「ネット購入保税輸入」又は「直接購入輸入」

の方式で国境を越えて配達させる消費行為をいう。その条件は、a）「越境 EC輸

入品目ポジティブリスト」に記載されているもので、個人の自己使用に限定され、

税収政策の規定を満たしていること、b）税関とネットワーク対応している ECプ

ラットフォームを通じて取引しており、取引、決済、物流という 3種の電子情報

書類を照合できること、c）税関とネットワーク対応していない EC プラットフ

ォームでの取引であるときは、出入国配達業者、郵政企業が、関連の EC 企業、

決済企業から委託を受け、相応の法律責任を負うことを承諾しており、税関に取

引、決済等の電子情報を伝達すること、である。 

 本通知の対象となる当事者は次の通り。 

ⅰ）越境 EC小売輸入事業者（以下、「越境 EC 企業」）：国外から国内消費者に小

売輸入商品の販売を行う国外登録の企業であり、商品の貨物所有権者である。中

国国内で工商登記している企業に税関登録を含めて業務を委託する。 

ⅱ）越境 ECサードパーティ・プラットフォーム事業者（以下、「越境 ECプラッ

トフォーム」）：国内で工商登記しており、取引双方（消費者と越境 EC企業）に

対しサイト上のページ、バーチャルな経営場所、取引規則、取引仲介、情報発信

等のサービスを提供し、取引双方が独立した取引を行える情報ネットワークシ

ステムを立ち上げた事業者である。 

 

８）消費者の取引制限額引き上げ 

「財政部 海関総署 税務総局 越境 EC小売輸入の税収政策整備に関する通知」

（2019年 1 月 1日執行）により、越境 EC小売輸入商品の 1回の取引制限額が人

民元 2,000 元から 5,000 元に、年度の取引限度額が 20,000 元から 26,000 元に

引き上げられた。 

 出店運営代行会社によれば、中国消費者の日本製商品に対する消費行動は、取

引制限額の引き上げに伴う高額商品の購入へのシフト、購入額の急増といった

変化は特にみられなかったとのこと。 
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（３）日本企業のビジネスチャンスと参入における留意事項 

１）日本企業のビジネスチャンス 

現地（中国）に販売拠点等を設置しなくても自社商品が日本から販売（輸出）

できること、輸入関税等の税負担の軽減、化粧品や健康食品等の販売に必要な許

認可手続きの免除等は、一般貿易と比べた越境 EC の有利な条件とされている。 

但し、越境 ECの関連企業等の経験を伺うと、必ずしもすべての企業が容易に利

益を得られるわけではなさそうだ。実際に個別のビジネスを進めようとすると、

販売側である日本企業の社内体制や商品力、海外ビジネス経験の有無等によっ

て事情は異なるようだ。 

越境 ECのビジネスを一過性のものではなく、長期・安定的に推進するために

は、現地法制度・規制のチェック、市場調査、商品企画・開発、ブランド戦略、

広告宣伝、アフターサービスなど、一般貿易とほとんど同様の取り組みが必須事

項といえるのかもしれない。日本国内の取引（B2B2C）にすることで為替リスク

や代金回収リスクを軽減することは可能だという。また、中国語の商品説明や現

地の通関、顧客対応、アフターサービス等は、各種支援サービス企業に業務委託

することも一案である。自社の目的を明確化したうえで、アウトソーシングの費

用対効果の評価等も含めた総合的な戦略立案がビジネスチャンスを成功につな

ぐ第一歩といえるのではないか。 

 

２）参入における留意事項 

①中国の監督管理行政の動向フォロー 

「電子商務法」に規定されている通り、中国は EC の発展を奨励しているが、

EC 事業者は納税義務を負い、消費者保護のために商品とサービスの質に対する

責任を負うことを定めている。本法の内容を理解し、これを遵守することが肝要

である。 

 政府の方針に沿って、越境 EC分野では、ポジティブリストの品目増加のほか、

税負担の軽減や規制緩和が進められ、法規制等による市場参入の障壁は取り除

かれる方向にある。一方で、細かな条件を設定して監督管理も強化されており、

内容の変更頻度も高い。また、税制を含む関連制度は整備途上であり、不公平さ、

不透明さがビジネスの阻害要因として残存するであろう。 

したがって、商務部、国家発展改革委員会、財政部、税関総署など各行政機関

による法規、通知および公告など公的文書の内容は、ビジネス環境に大きな影響

を及ぼすことから、企業として常にフォローしていくことが重要である。 

 

②越境 EC市場参入の課題と自社販路開拓戦略の重要性 

中国の越境 EC市場が持つポテンシャルは膨大であり、当面、高速での成長が
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続くとみられるが、越境 EC が高い利便性をもつビジネスモデルであるだけに、

世界中の企業との競合にさらされているのも事実であり、利幅が取れない厳し

い側面もある。日本製品というブランドだけで売れるという保証はなく、日本企

業にとってプロモーションが一層重要になっており、確かな自社販路開拓戦略

を構築することが求められる。 

日本市場はシュリンクしているため、海外に打って出る必要がある。ビジネス

の相手としては、市場規模の大きさ、日本からの距離の近さ、衣食の類似性など

から、やはり中国ということになるだろう。 

 

③模倣品に対する知財対策 

越境 ECにおける模倣品は、減少してきている。CtoCの個人売買であれば模倣

品が出やすいが、中国では BtoCが発展しているため模倣品は出にくくなってい

る。出店企業としても個人に対する企業信用を守る必要があるうえ、越境 ECプ

ラットフォーム側もメーカーから提出される書類の審査を厳しくしている。 

EC プラットフォーム事業者としては、知的財産権侵害を放置した場合、電子

商務法によって重い責任が課せられることとなったため、模倣品対策を引き続

き重視しなければならないことに留意する必要がある。 

 

④口コミとグローバル SNS 

 中国でグローバル SNSは使えないが、日系企業だけが不利ということはなく、

海外企業も条件は同じである。中国にはもともと WeChatや化粧品の口コミで人

気の「小紅書（REDBOOK）」、TikTok、ウェイボーといった SNS 媒体があるので、

それをプロモーションにどう使うかであり、いかにしてインフルエンサーを活

用するかが課題である。 

 

⑤越境 ECにおける消費者とのトラブル 

通常は、Tmall Gサイトで中国の消費者が注文をすると、そのデータが日本企

業に送られ、企業が保税区に出荷指示を出し、翌日には配達される。日本の通販

と同様のサイクルである。ただし、配達方式には、①保税区からの配送、②日本

から直送、という 2種類があり、②で関税がかかる場合に、消費者が返品を申し

出ることがある。 
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Ⅱ．第三国協力についての調査報告と提言 

 

2018年 10月の安倍晋三総理大臣訪中の際に開催された第一回「日中第三国市

場協力フォーラム」では、52 件の日中協力の覚書等が発表された。現在、第二

回「日中第三国市場協力フォーラム」に向けて、日中協力による第三国に裨益す

るグローバルスタンダードに合致した案件などの実現推進への関心が益々高ま

っている。 

本調査は、こうした関心の高まりを背景として、中国側の動向を把握し、既往

の成功事例の分析などを通して、今後の日中第三国協力の将来像を展望し、分析

と展望に基づく提言を行うことを目的とした。 

将来像の展望に当たっては、日系企業（日本企業の中国現地法人或いは海外展

開中の日本企業）と海外展開に成功しつつある中国企業とが 相互補完的に強み

を活かし合うような第三国での日中両国企業の協力の成功事例、及び中国企業

の海外展開における注力分野や強み等の情報を収集・把握し、分析した。またそ

の結果は、毎年度のインフラ輸出戦略策定や、今後の「日中民間ビジネスの第三

国展開推進に関する委員会」及び「日中第三国市場協力フォーラム」等の国際会

議での議論に供することを念頭とした。 

 

１．中国企業の海外展開動向と対外投資規制 

 

（１）中国企業の海外展開動向13 

 中国企業の海外展開は、1990 年代に「走出去（企業の海外進出を意味する）」

という言葉が頻出し始める頃から注目を集めるようになったとされる。他方、更

にそれ以前の 1980年代から外貨獲得を目的として長年、中国企業は「労務輸出」

により中東やアフリカで建設工事請負に従事してきた。「一帯一路」という大構

想が始まり、中国の対外直接投資がはじめて対内直接投資を越えた 2015年以降

も、海外展開の主な方式に「対外工事請負」が位置付けられている。 

 

■対外建設工事請負の動向14  

 中国企業の対外工事請負は、2018 年末までの契約累計額が 2 兆 3,300 億米ド

ル、売上げは 1兆 5,900億ドルに上り、中国企業の海外進出（「走出去」）の重要

な方式であり、「一帯一路」展開の支え手となっているともされている。 

 
13 参考情報：小山雅久「日中企業の第三国での協業ビジネスモデルの分析」、邵永裕「『一帯一路』による

中国対外直接投資の新展開と中外企業提携拡大への展望」、いずれも『日中経協ジャーナル』2019年 7月

号 
14 「商務部等 19部門の対外請負工事の質の高い発展の促進に関する指導意見」の商務部対外投資・経済

合作司責任者解説 http://fec.mofcom.gov.cn/article/ywzn/dwcbgc/zcfg/201909/20190902900744.shtml 
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実業集団（ハンガリー企業買収）、アリババ集団、広東新南方集団（ナイジェリ

ア、ケニア工業園区）という五つの成功事例が解説された。中国企業の海外展開

への中国政府の評価指向の参考として、民営企業の 2例の要旨を取り纏める。 

 

〇瀋陽遠大企業集団 

【企業概要】 

 1993年に設立した非公有制多業種ハイテク企業。現在、スマート建築・工業・

農業・科学技術・金融投資等を業務内容とする大型企業集団に安定的に成長。「自

主ブランド、自主知財権、自主市場販売網」発展戦略により多国籍経営分野で成

果を上げ「中国多国籍企業トップ 100」「ENR（米 Engineering News Record）グ

ローバル請負企業トップ 250」等にランキングされている。 

【成功の経緯とポイント】 

ⅰ)積極的な国際市場開拓への転換： 

 2000年から国際市場に参入し、製品の輸出率は 65％となっている。また「対

外工事請負」と「雇用、材料、設備の提供」をセットした産業チェーン育成に努

めている。 

ⅱ)実力と信用によるイノベーション経営と遠大ブランドの確立： 

・信用は製品の品質とサービスにより保証されると認識。技術イノベーションの

一例として「アブダビ投資会社プロジェクト」では、過酷な気温条件下で昼間の

遮光と夜間の放熱を可能とするカーテンウォールシステムを開発。 

・ブランド構築にはビジネスモデルの継続的イノベーションが重要。ビジネスモ

デルのイノベーションのためには、ユーザーのニーズに対する最良のソリュー

ション提供を通してサービスの価値を創造する必要がある。日本で請け負った

極めて難度の高い COCOONプロジェクト（銀座のショッピングセンター）はその

事例の一つである。その他、マネジメントのイノベーションとレプリカビリティ、

企業文化構築等を重視。 

ⅲ)人材のローカライゼーションの積極化等（略）。 

 

〇アリババ集団 

【企業概要】 

 1999年創設。本社は中国杭州。開放・協同・繁栄を促進する電子商取引（EC）

エコシステムを通じ、世界に敏速な取引ルートを創造して消費者と企業及び社

会の経済発展に貢献することを目指してきた結果、創設後 20年を経た現在、世

界最大のインターネット取引市場、ビジネス交流コミュニティに向けた先進的

な消費者向け EC、B2B取引、インターネット決済、クラウド・コンピューティン

グ等の業務展開により、世界の企業間（B2B）EC の著名ブランドとなっている。 
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【成功の経緯とポイント】 

ⅰ)国際化 

・米シリコンバレー、ロンドン等に海外拠点を設け、2014 年 9 月にはニューヨ

ーク証券取引所に上場し、資金調達能力とブランド価値の向上のみならず、新た

な発展段階、国際化の新しい方途が開かれつつある。 

・2015 年、アリ・クラウドの海外業務を開始し、シンガポールにデータセンタ

ーと国際業務本部設立、ドバイでメラース（Meraas）社とクラウド・コンピュー

ティング合弁会社設立、2017 年にはマカオ特別行政府政府とのスマートシティ

構築の戦略的協力合意を交わし「シティブレイン」を構築。2018 年初めにはク

アラルンプールでも「シティブレイン」の協力に着手、既にクアラルンプールの

数百の街頭にスマート交通コントロールを整備。アメリカ・シリコンバレーでも

データセンターを設立し、アマゾン、マイクロソフト等との競争を展開。2年間

ほどの間に、アメリカ、オーストラリア、シンガボール、日本、ドイツ、ドバイ

等でデータセンター14 カ所を設け、インド及びインドネシアでのクラウドコン

ピューティング業務も構築。 

・4大陸で 3,000名の従業員、230万を超える顧客（フィリップ、シュナイダー、

フォード、ネスレ、ハイアール、中鉄等を含む）を擁する。 

・2015年にアリ・クラウドはグローバル・パートナーシップ・プログラム「MAP

（Marketplace Alliance Program）」を始動し、世界を対象としたトップパート

ナーシップを模索。 

・アクセンチュアとの提携により、中国及び ASEAN 市場に向けた柔軟かつ敏捷

で費用対効果の高いクラウド・コンピューティングのソリューションを提供。 

・ボーダフォンとの戦略協力により欧州でのクラウド・コンピューティングで提

携、中国企業の欧州市場参入へのインターネット・インフラの利便性提供にも貢

献、ドイツの顧客にもボーダフォンによるアリババ製品の直接購入、ドイツ語に

よる 24時間オンラインサービスを提供。 

・ソフトバンクともクラウド・コンピューティング・サービスの合弁会社、デー

タセンターを設立し、日本市場に参入。ソフトバンクは豊かな顧客資源によりマ

ーケット確保を担い、アリクラウドは重要なクラウド・インフラ設備・技術の提

供を担っている。 

ⅱ)東南アジアへの投資 Lazada 

 2012年にシンガポールを本社として設立された Lazadaは、インドネシア、マ

レーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの人口約 6億人をカバー

する東南アジア最大の EC プラットフォームである。アリババの投資により、

Lazada のオペレーションシステム全体がグレードアップされ、サービス能力と

業務規模は更に拡充された。 
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 2017 年の「天猫出海」プロジェクトにより、アリババは「タオバオ」による

海外華人へのサービス提供、Lazada による東南アジア住民へのサービス提供を

可能とした。同時に Lazadaは現地の物流インフラ整備レベル向上と雇用拡大を

ももたらした。 

ⅲ)海外展開への示唆 

 インド市場ではソフトバンクとフォックスコンと共に EC 企業 Snapdeal に投

資したほか、インドの「小米」と称される携帯電話メーカーMicromax にも投資

するなど、非直接的な方式で経営に参入することを通して、中国国内と国際市場

とのギャップを埋める経験を蓄積しつつある。 

これらは、中国企業のグローバル化のプロセスに重要な要素である。また特に

越境 ECは、そのビジネスが直面する海外の市場の特色に沿って、競争に勝ち抜

くビジネスモデルを開拓する必要があることから、中国企業の現地市場への適

応力増強に役立つ分野でもある。 

 

（２）中国の企業の対外投資規制・管理制度 

 一方、上記のような中国企業の対外投資の特徴を第三国協力に活用する可能

性を想定する場合、中国企業の対外投資に関する中国の政策を理解しておく必

要がある。 

中国企業の対外投資に対しては、国務院レベルのガイドラインが 2017年に「指

導意見」として示された。基本原則は国際的ビジネス慣例に基づき、手続きは「届

出」を主とし、国務院が推進する行政改革方針が貫徹されている。 

他方、内容には、国家発展改革委員会によるマクロコントロール政策、リスク

管理などの観点からの、金融分野を含む投資プロジェクトのセンシティブ業種

への規制・管理と、商務部による従来からの非金融部門の対外投資企業の設立管

理及び輸出規制が含まれ、両部門への並行した申請が必要とされている。 

両部門ともに、インターネットシステムのプラットフォームでの手続きを可

能としており、国家発展改革委員会の解説によればどちらから先に手続きをし

ても良いとされ、相互関係性は完全には明確ではなく、更に両部門から他の関係

部門の意見を確認するプロセスをも含めると相当の複雑さが推測される。実際、

手続きは容易ではないとも聞く。 

 ここでは、国務院レベルのガイドラインと国家発展改革委員会、商務部それぞ

れが公表している規制・管理制度の概要を下表に整理するとともに、要点を解説

する。 
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■国務院による対外投資ガイドライン及び国家発展改革委員会による企業対外投資管理（概要）

制限対象

①国交のない
国、戦乱国、既
存の条約・協定
によるセンシティ
ブな国・地域へ
の投資

②不動産、ホテル、シネマ、
娯楽、スポーツクラブ等
（他のセンシティブ業種）
ⅰ）武器装備のR&D、生産、
メンテナンス
ⅱ）国境を跨ぐ水資源の開
発・利用
ⅲ）ニュースメディア

③具体的な実業プ
ロジェクトのない海
外投資基金、投資
プラットフォーム設立

④投資先の技術標準
要求に合致しない劣悪
な生産設備を使用する
対外投資

投資管理
分類(１)確
認

手続き

確認対象

「国務院弁公庁による国家発展改革委員会・商務部・中国人民銀行・外交部の対外投資方向の更なく牽引と規範化に関する指導意見
（国弁発〔2017〕74号）」（2017年8月18日発表）

〇生産能力の優位性発揮、質の高い装備及び技術標準の展開

〇経済効果の慎重な評価に基づく石油・天然ガス・鉱物等エネルギー・資源開発への妥当性ある参画

⑤投資先の環境保全、エネル
ギー消費、安全面の標準に合
致しない対外投資

〇国家発展改革委員会で確認

基本原則

「対外投資センシティブ業種リスト2018年版」（発改
外資〔2018〕251号。2018年3月1日施行）

根拠法規
等

国内企業が国の利益及び安全を害する、或いは害する可能性のある対外投資（以下を含む）に参画することを禁ずる：    

禁止対象

奨励対象

④我が国が締結或いは参加している国際条約で禁止している対外投資

⑤その他、国の利益と安全を害する或いは害する可能性のある対外投資

「企業対外投資管理弁法」（国家発展改革委員会令第11号。2018年
3月1日施行）

①国の批准を経ない軍事産業コア技術・製品移転に係る対外投資

②我が国が輸出を禁じている技術、プロセス、製品を運用する対外投資

③賭博、ポルノ等の対外投資

①中国の国家の主権と安全及び公共の利益に危害を及ぼし、或いは中国の法律・法規に違反する場合

禁止対象

投資管理
分類（２）
届出

◆地方省レベルの発展改革委員会への届出：

■商務部による対外投資（非金融）企業設立規制（概要）

対外投資企業設立確認サービスガイドライン（2017年11月27日、対外投資経済合作司公表・実施、12月1日更新）

根拠法規
等

「対外投資管理弁法」商務部令2014年第3号（2014年9月6日公布、2014年10月6日施行）

◆国家発展改革委員会への届出：

①上記の「確認」対象以外の「非センシティブ国・地域、非センシティ
ブ業種であって、中央管理企業の対外投資

②地方企業の3億ドル以上の対外投資

非センシティブ国・地域への投資、非センシティブ業種であって、地方
企業の3億ドル未満の対外投資。

〇企業を主体とし、国際的ビジネス慣例に基づく

〇「届出」を主とし、「発展の奨励＋ネガティブリスト」モデルに基づく、等

〇「一帯一路」建設及び相互コネクティビティ・周辺インフラの重点的推進

〇海外のハイテク・先進製造企業との投資協力強化、海外R&Dセンター設立

〇商業・貿易、文化、物流等サービス分野の投資の秩序ある推進、等

商務部が、法に基づき対外投資企業の設立（非金融企業の新設、買収、その他の方式による対外投資）を確認

②中国と関係国（地域）との関係を棄損する場合

③中国が締結或いは参加している国際条約、協定に違反する場合

④中国が輸出を禁じている製品と技術を輸出する場合

センシティブな国・地域、センシティブ業種（中国が輸出を制限している製品・技術の輸出に関わる業種、一国（地域）以上の
利益に影響する業種）。
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◆国務院のガイドラインと国家発展改革委員会の企業対外投資管理の要点 

 上述の通り、中国企業の対外投資に対する国策は、2017 年 8 月に国務院弁公

庁から国家発展改革委員会、商務部、中国人民銀行、外交部の合同のガイドライ

ンとして「対外投資方向の更なる牽引と規範化に関する指導意見（国弁発〔2017〕

74号）」18が発表された。 

基本原則には、対外投資は「企業を主体とする」こと、また、第三国協力にと

っても極めて重要な点として「国際的ビジネス慣例に基づく」ことが示されてい

ることは前述の通りである。更に、対内直接投資の管理においても採用されてい

る「ネガティブリスト」方式が採られ、「ネガティブリスト」対象は、国家発展

改革委員会の「確認」管理とする一方、これら以外は「届出」とすることとなっ

ている。 

この管理方式の具体化は、国の投資主管部門である国家発展改革委員会によ

る「企業対外投資管理弁法（国家発展改革委員会令第 11号、2018 年 3 月 1日施

行）」19と本弁法に基づく「対外投資センシティブ業種リスト（2020 年 2 月段階

の最新版は「2018年版」）作成通知（発改外資〔2018〕251号、2018年 3月 1日

施行）」20に定められた。 

国務院のガイドラインには、対外投資を奨励する分野も示されており、奨励対

象分野については、税、外貨管理、保険、税関、情報等の面でのサービスレベル

を更に向上させ、企業に対する良好な便宜を提供するという方針である。 

加えて同ガイドラインでは、対外投資のブラックリスト制度を整備し、部門間

の情報共有メカニズムを構築すること、また安全保障を強化するために、「国別

投資経営円滑化情況報告」を定期的に公表して、企業が対外プロジェクトの安全

リスク評価を行うよう促し、企業の対外投資安全リスク予防能力を向上させる

こと等が示されている 

 「企業対外投資管理弁法」は、企業の対外投資の実施過程においての監督・管

理についても定められており、国家発展改革委員会及び地方省レベル発展改革

部門は、対外投資に関する法律・法規と政策等に基づき、同レベルの政府の関連

部門と連携した共同監督管理体制を確立し、オンラインモニタリング、面談、抜

き取り検査等を通して監督・管理を実施することとされている。 

また、国家発展改革委員会は企業の法律・法規違反行為及び相応する処罰措置 

について、関連情報を「全国信用情報共有プラットフォーム」、「国家企業信用情

報公示システム」、「信用中国」ウェブサイトなどに組み入れて公開し、関連部門

と合同の懲罰を実施することとなっている。 

 
18 詳細は後掲別添資料参照。 
19 詳細は後掲別添資料参照。 
20 「対外投資センシティブリスト 2018年版」

http://zwdt.ndrc.gov.cn/fwdt/fwdttzgg/201803/t20180301_878627.html 
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◆商務部による対外投資企業設立規制の要点 

 商務部は、対外投資管理弁法と具体的政策の策定、法律に基づく国内企業の対

外投資企業（金融以外）の設立確認などをその所管内容の一部としており、「対

外投資管理弁法（商務部令 2014年第 3号。2014年 9 月 6日公布、2014年 10月

6 日施行）」に基づき、非金融企業の新設、買収、その他の方式による対外投資

の確認を行うこととなっている。またその具体的なプロセスについて、「対外投

資企業設立確認サービスガイドライン（2017 年 11 月 27 日、対外投資経済合作

司公表・実施、12月 1日更新）」21を発表している。 

 これに基づく「禁止対象」は、国務院のガイドライン上で明示されている内容

に加え「中国が輸出を禁じている製品と技術を輸出する場合」が示されている。 

 また商務部の「確認対象」の「センシティブ業種」は、「中国が輸出を制限し

ている製品・技術の輸出に関わる業種、一国（地域）以上の利益に影響する業種」

とされ、確認手続きは、以下のフローとなっている。 

①商務部行政事務服務中心へ申請書類を提出。 

 ②事前確認。 

 ③受理機関（商務部対外投資経済合作司）による審査。 

 ④審査確認後、商務部から回答文書と「企業対外投資証書」発行（中央企業へ

は決定後に「境外投資管理システム」を通して通知等。地方企業へは決定後に

電子伝達方式で通知等）。 

 

◆中国民営企業の対外展開について 

 なお、2017 年には国家発展改革委員会、商務部、中国人民銀行、外交部、全

国工商企業連合会の共同通知として「民営企業の対外投資経営行為規範」発表に

関する通知（発改外資〔2017〕2050号）22が出された。本文書は、中国の民営企

業の対外投資の拡充と質の向上を目指したものである。その総則の第一項目に

は、「国は、条件を有する民営企業の『走出去（対外展開）』を支持し、民営企業

の対外展開と国有企業のそれを同等に扱う」と明示している。 

 

 

２．中国の「第三国市場協力」の動向と事例 

2019 年 9 月、国家発展改革委員会外資利用・境外投資司が「第三国市場協力

ガイドライン＆ケーススタディ（原文「第三国市場合作指南和案例」）」を発表し

 
21 詳細は後掲別添資料参照。 
22 「民営企業の対外投資経営行為規範」発表に関する通知

http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/201712/20171202686698.shtml 
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た。本ガイドライン＆ケーススタディは商務部対外投資経済合作司所管の「“走

出去”公共サービスプラットフォーム」のトップページの「一帯一路へのサービ

ス」ページにもリンクが張られている。中国企業の対外投資規制・管理では一体

的な動きの見えない両部門が「第三国市場協力」のアプローチでは連携姿勢を見

せていることは興味深い。 

本ガイドライン＆ケーススタディでは、第三国市場協力とは何か、その目指す

理念はどのようなことか、などについて以下のように解説している。 

 

第三国市場協力ガイドライン＆ケーススタディ（要旨） 

■第三国市場協力とは 

中国企業（金融機関を含む）と関係国の企業が共に第三国市場での経済協力

を展開すること。オープンで包摂的な国際協力モデルとして、中国企業と関係

国の企業との優位性の相互補完により、第三国の産業発展の共同推進、インフ

ラレベルの向上、国民生活の改善に資するものであり、1＋1＋1＞3 の効果を

実現することができる。                        

近年来、中国企業は「一帯一路」の協働を牽引者として、生産能力について

のグローバル協力の深化を図り、関係国の企業との第三国市場協力を積極的

に展開し、長所を活かし合うことにより、多方面で有益な成果を上げ、各方面

で確かな満足感が得られつつある。 

■理念と原則 

シルクロード精神を掲げ、開かれた、グリーンでクリーンな協力を理念とす

る。三方が共に取組み、第三国が受益者となるという原則に基づき、企業を主

とし、市場指向、ビジネス規則、国際的慣習、品質優先、ローカライゼーショ

ン、オープンな包摂性、Win-Winであることを堅持し、高いレベルで人々の生

活を豊かにする持続可能な目標の実現に努める。          

■メカニズムとプラットフォーム 

2019年 6月現在、中国はフランス、イタリア等 14カ国との間で第三国市場

協力メカニズムを立上げており、フォーラム開催等の方式により、共に企業の

ための協力プラットフォームを構築し、公共サービスを提供している。 

（出所）2019年 9月国家発展改革委員会 外資利用和境外投資司  

http://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=16270（詳細は後掲別添資料参照） 

                           

また、第三国市場協力事例のケーススタディとして 21 プロジェクトを挙げ、

以下の 5タイプに分類している。 
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（１）第三国市場協力プロジェクト分類 

ⅰ)製品・サービス協力： 

中国企業と外国企業が設備調達、認証許可、法律ビジネス・コンサルティング

などの分野で協力し、共同して第三国市場の顧客に総合的なソリューションを

提供する。 

ⅱ)エンジニアリング協力： 

 中国企業と外国企業が EPC 契約やサブコントラクティング、コンソーシアム

による入札等の方式で第三国でのプロジェクトに共同で取り組む。 

ⅲ)投資協力： 

 中国企業が買収や合弁、株式取得等の方式で外国企業と共同で第三国市場へ

の投資に取り組み、共にリスクを分担し利益を享受する。 

ⅳ)産業・金融協力： 

 中国と外国の金融機関がシンジケートローンや協調融資、転貸、出資等の多様

な方式で第三国市場での協力に取り組み、事業資金の調達ルートを拡大し、金融

機関の融資リスクを分散させ、企業と金融機関との共存共栄を図る。 

ⅴ)戦略的協力： 

 中国企業と外国企業が、戦略的協力取決めによりアライアンスを構築し、第三

国市場における R&D、製造、エンジニアリング、物流、ファンディング、人材な

どに及ぶ全方位的で多方面の多層的な協力を展開することにより、資源を共有

し優位性を相互補完すると共に、第三国市場に更なる発展の機会をもたらす。 

 

 

（２）中国企業の役割 

 また各プロジェクトでの中国企業の主な役割を整理すると以下となる。 

分類 NO. 中国側 中国企業の主な役割 

製
品
・サ
ー
ビ
ス 

協
力 

1 中国鉄路工程集団有限公司 特殊設備供給、工期短縮 

2 中国鉄建株式有限公司第一設計院 
設計審査、車両製造審査、施

工監理等 

3 
中国能源建設集団有限公司 

広東火電工程有限公司 

EPC 

4 
中国通用技術（集団）控股有限責任公司 

中機公司 

周辺機器供給、据付サービス 

5 
中国交通建設投資集団有限公司 

中国路橋公司 

EPC 
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エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ 

協
力 

6 
中国電力建設集団有限公司 

中国水電建設集団国際工程有限公司 

共同体で建設請負 

7 中国東方電気集団有限公司 
発電プラント設計・製造・輸

送・据付 

8 上海電気集団株式有限公司 EPC 

9 
中国化工集団有限公司 

藍星（北京）化工機械有限公司 

エンジニアリング・調達・テク

ニカルサービス 

10 中国鉄建株式有限公司 
EPC(スタディアムの設計、調

達、施工、改築設計) 

11 
中国機械工業集団有限公司 

中工国際 

EPC、ボールユニット、冷間圧

延及び製鉄所全体のユーティ

リティ供給 

投
資
協
力 

12 招商局集団有限公司 
一帯一路沿線港湾への投

資・運営戦略提携 

13 中国電力建設集団有限公司 
応急石炭火力発電所開発・

建設・投資 

14 
中国石油天然ガス集団有限公司 

中国海洋石油工程株式公司 

共同投資、コアプロセス・モジ

ュール建造を請負、工期短縮 

15 国家電網有限公司 共同投資 

産
業
・金
融 

協
力 

16 
中国輸出信用保険公司 

中国銀行 

信用保険供与、設備調達支

援 

17 中国輸出入銀行 
協調融資、シンジケートロー

ン参加 

18 中国銀行 IFC シンジケートローン参加 

戦
略
的 

協
力 

19 中国遠洋海運集団有限公司 
グローバル海運アライアンス

を形成 

20 中国機械設備工程株式有限公司 

EPC、コンソーシアム、共同投

融資モデルへの協力（建設、

設備、技術供与等） 

21 山東魏橋創業集団有限公司・宏橋集団 
共同体形成、ボーキサイト鉱

山開発を主導 

（出所）2019年 9月国家発展改革委員会 外資利用和境外投資司  

http://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=16270（詳細は後掲別添資料参照） 

 

（３）中国企業の強み分析 

ⅰ)主導的な EPC能力 
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先の 5分類の定義と 21プロジェクトでの中国企業の役割を重ねてみると、中

国企業が EPC を担う主導的な協力は、エンジニアリングによるプロジェクト実

施のみならず、第三国への製品・サービスによるソリューションの提供にはじま

り、全方位的で多方面かつ多層的な戦略協力までの拡がりが見て取れる。 

本資料が「ガイドライン」とされているからには、こうした主導的 EPCの実施

能力こそは中国企業の理想的な強みであると中国政府に認識されているものと

考えられる。また、この理想像は、冒頭の「海外工事請負」の成長の推移から、

一定程度の現実の裏付けが得られている。 

ⅱ)柔軟な応用力 

一方、プロジェクト NO．4のように、中国企業がアメリカ企業からの要請で周

辺機器のサプライヤーに徹し、主導的役割を果たしているわけではないケース

も見受けられる。本プロジェクトについての中国政府の認識は、日本企業の EPC

契約のもとでアメリカ企業の協力要請に応じることのできた中国企業の柔軟な

応用力を評価しているものと考える。中国の当該企業のパフォーマンスに対す

る日本企業の評価も決して低くないと聞く。 

ⅲ)工期短縮等に資する技術力 

 また、21 プロジェクトのうち 2 プロジェクトについて、工期短縮への中国企

業の貢献が評価されている。一般論として、意思決定のスピード如何が中国ビジ

ネスの成否を左右する要素の一つと言われるが、第三国での工期短縮は、意思決

定スピードのみで実現するわけではなく、いずれも技術的に裏付けられる必要

がある。 

プロジェクト NO.1の工期短縮は、難度の高い地質での工事を可能とする中国

企業の掘削技術によるものであり、NO.14は欧州の協力パートナーの技術力と中

国企業の費用対効果の高い建造技術・サービスの融合により、質、コスト、効率

にかかる顧客ニーズを満たした結果との評価である。 

ⅳ)対応分野の多様性 

 加えて、ここに選ばれたプロジェクトには、以下のような多様性がみられる。 

〇再生可能エネルギー（環境） 

〇国民生活の改善：学校、病院整備（教育、ヘルスケア） 

〇スポーツスタディアム建設（文化、スポーツ） 

 これらは、中国のサプライサイドの構造改革の必要性に基づき、中国自体が国

内において同時進行で対応しつつある分野であると共に、2030 年への SDGｓと

も重なる分野である。こうした分野において中国企業が強みを持つべきである

という指針を示すことも、本ガイドライン＆ケーススタディの目的の一つと考

えられる。 
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３．日中第三国協力の既往事例分析 

 

 前項で第三国市場協力ガイドライン及びケーススタディから抽出した「中国

企業の強み」は、これまで実施された日中第三国協力（既往事例）においても、

おそらく当て嵌まるものと考えられる。そのうえで、日本企業の強みが活かされ、

対象国・地域に資する分野やアプローチはどのようなものだろうか。 

先ずは既存情報として、2017年の第 11回日中省エネルギー・環境総合フォー

ラム23、2018年の第 1回日中第三国市場協力フォーラム24や JICAの調査報告書25

等で得られた情報から、日中第三国協力の代表的な案件と考えられるプロジェ

クトを例示的に抽出し、レビューしてみた。 

 

（１）代表的な既往事例（例示） 

ⅰ）ベトナム・ハイフォン第二火力発電所26 

■日本企業：丸紅 

■中国企業：東方電気集団公司 

■政府の協力支援：日中政府系金融機関（日本国際協力銀行〔JBIC〕、中国輸出

入銀行）による支援プロジェクトで、民間金融機関（みずほコーポレート銀行〔幹

事行〕、ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店）との協調融資（JBIC分：総額約 73

億円を限度とするバイヤーズ・クレジット、2007年に貸付契約調印）。 

■プロジェクト概要： 

ベトナム電力公社（Vietnam Electricity：略称 EVN）グループ企業であるハ

イフォン火力株式会社が、ベトナム北部のハイフォン市に建設中の石炭焚き火

力発電所（ハイフォン 1：2005年に JBICは EVNに対し、みずほコーポレート銀

行及びソシエテ・ジェネラル銀行東京支店との協調融資による総額約 77億円を

限度とする貸付契約調印）に隣接して、同規模（600MW）の発電所（ハイフォン

2）を新設するプロジェクト。 

ハイフォン 1 と同様、丸紅と中国の東方電気集団公司のコンソーシアムが発

電プラント機器の供給・据付を行い、丸紅からの発電プラント機器（タービン）

購入資金に JBICのバイヤーズ・クレジットを充当。それ以外の機器は東方電気

集団公司から購入され、当該部分（中国からの輸出）には中国輸出入銀行による

 
23 2017年 12月 24日に東京で開催された第 11回日中省エネルギー・環境総合フォーラムでの「省エネ環

境分野における日中の第三国市場協力分科会」での日本企業の発表。 
24 2018年 10月 26日に北京人民大会堂で開催された第 1回日中第三国市場協力フォーラムでの分科会に

おける日本企業の発表。 
25 JICA『全世界 インフラ整備関連の中国の動向に関する情報収集・確認調査報告書』2019年 10月 

https://libopac.jica.go.jp/images/report/12345633.pdf国際開発センター、日本テピア株式会社 
26 https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2006/0329-6383.html  
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輸出金融が供与された。 

■中国企業（東方電気集団公司）の第三国展開での強みと日本企業との関係： 

1996年の日立製作所とのボイラー機器製造・販売合弁設立に始まり、2004年

の高圧インバータ製造・販売合弁設立など、長年の日本企業との提携を通して培

われた高い低コスト生産技術力がある。東南アジア市場へのボイラー輸出のシ

ェアは中国三大重電メーカー中、トップレベル。 

 

ⅱ）カザフスタン・アティラウ製油所近代化事業第三フェーズ27 

■日本企業：丸紅 

■中国企業：SINOPECグループ、SINOPECエンジニアリング 

■政府の協力支援：日中政府系金融機関（日本国際協力銀行〔JBIC〕、中国輸出

入銀行）と民間銀行（三菱東京 UFJ 銀行※当時）との協調融資（協調融資総額

297.5 百万米ドル。JBIC 分：融資金額 178.5 百万米ドルを限度とするバイヤー

ズ・クレジット〔輸出金融〕）。独立行政法人日本貿易保険（NEXI）による貿易代

金貸付保険付保。 

■プロジェクト概要： 

カザフスタンのアティラウ製油所（原油処理量約 10 万バーレル/日規模のカ

ザフスタン最大の製油所）の近代化（第三フェーズでは流動接触分解装置を中心

とする主要プロセスユニットを導入することにより欧州基準に適した環境負荷

の低い石油製品を増産する）案件を 2011年に受注。17億ドルの設計・調達・建

設（EPC）契約。日中の機器を組み合わせて、客先ニーズに応えつつ、日中政府

系金融機関の融資がアレンジされた。 

■経緯と背景28： 

第一フェーズには日本企業のコンソーシアムによる EPC 契約に国際協力銀行

のバイヤーズ・クレジットが適用され、リーマンショックに端を発した金融危機

に直面していた第二フェーズには中国の資金支援のもとで中国企業と現地企業

のコンソーシアムによる EPC 契約が調印されたが、第三フェーズに際してはカ

ザフスタン側において、中国企業単独への連続発注ではなく日本ブランドを入

れたいという意向があり、日中双方と現地企業との三者コンソーシアムが受注

したとされる。 

■中国企業（SINOPECエンジニアリング）の第三国展開での強みと日本企業との

関係：主導的な EPC 能力。但し日本企業のブランド力による補完も求められて

いる。 

 
27 https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2012/0808-6113.html 
28 JICA『全世界 インフラ整備関連の中国の動向に関する情報収集・確認調査報告書』2019年 10月 

https://libopac.jica.go.jp/images/report/12345633.pdf国際開発センター、日本テピア株式会社 
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ⅲ）アラブ首長国連邦・スワイハン太陽光発電事業29 

■日本企業：丸紅 

■中国企業：JinkoSolar Holding Co.,Ltd（ジンコソーラー、江西省） 

■プロジェクト概要： 

 丸紅、ジンコソーラーとアブダビ水電力省との三者共同出資（出資比率は丸紅

20％、ジンコソーラー20％、アブダビ水電力省 60％）の特別目的会社（Sweihan 

PV Power Company）は、2019年に予定通り商業運転開始。 

 三者は 1,177MWの太陽光発電プラントを建設し、保守・運転を行い、発電する

電力をエミレーツ水電力公社に 25年間に亘り売電する。 

■中国企業（ジンコソーラー）の第三国展開での強みと日本企業との関係： 

ジンコソーラーは高い耐久性、製品性能により、太陽光パネル供給量は世界ト

ップクラスを誇る。日本企業のグローバル・エネルギー事業組成力とブランド力

とは相互補完関係。 

 

ⅳ）ベトナム・チュンソン水力発電所30 

■日本企業：東芝 エネルギーシステムソリューション社 

■中国企業：中国水電工程顧問集団有限公司（中国電建グループ） 

■プロジェクト概要： 

東芝グループは、中国における東芝の水力事業拠点として「東芝水電設備（杭

州）有限公司（THPC）」に 80％出資しているところ、THPC に 20％を出資してい

る中国電建グループ会社とのコンソーシアムで、2013 年にベトナム電力公社傘

下のチュンソンハイドロパワーカンパニーから、主契約者として初めて本プロ

ジェクトを受注。世界銀行がベトナム向けに初めて融資した案件でもある。 

東芝グループとして THPC が供給を担当した 6.5 万 KW のフランシス水車、発

電機及び各種付帯設備 4 セットすべては、2017 年から既に営業運転を開始して

いる。 

■その他、東芝グループ（THPC）と中国電建グループとの第三国水力発電プロジ

ェクト例： 

〇ネパール・タナフ水力発電所31： 

THPCは 2019年、ネパール政府傘下のタナフ水力発電会社が建設するタナフ水

力発電所向けに約 70MW の水車および水車発電機 2 セットを、EPC 契約者である

中国電建から受注、発電機器の製造を担当。本事業に対しては、国際協力機構

 
29 https://www.marubeni.com/jp/news/2019/release/20190701J.pdf 
30 https://www.toshiba-energy.com/info/info2017_0906_02.htm 
31 https://www.toshiba-energy.com/info/info2019_0903.htm 
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（JICA）及びアジア開発銀行（ADB）等による協調融資が行われる。運転開始は

2024年予定。 

〇ラオス・ナムオウ第 4、5水力発電所32： 

2016 年、2013 年に中国電建グループ EPC 或いは出資プロジェクトにおいて

THPCが下請け受注。 

■中国企業（中国電建グループ）の強みと日本企業との関係：主導的な EPC、出

資能力。プロジェクト実施に当たって、東芝グループとの長年の提携関係は、WB、

ADB、JICA等の支援とも相俟って重要。 

 

ⅴ)オマーン・サラーラ 2、ソハール 3、イブリ高効率ガス火力発電事業33 

■日本企業：三井物産 

■中国企業：山東電力建設第三工程公司（SEPCOⅢ） 

■プロジェクト概要： 

 オマーン国にて、三井物産はサウジアラビアの電力事業会社 AGWA Power及び

現地企業とのコンソーシアムをリーダーとして組成し、サイト 3 カ所の高効率

ガス発電事業（BOO方式、合計 3.9GW）に同時進行で開発中。SEPCOⅢは EPCメイ

ンコントラクターとして建設を担当。 

■中国企業（SEPCOⅢ）の第三国展開での強みと日本企業との関係：SEPCOⅢの主

導的な EPC 能力は高い比較優位性を有する。日本企業のグローバル・エネルギ

ー事業組成力とブランド力とは相互補完関係。 

 

ⅵ）ヤマル LNGプロジェクト34 

■（関連）日本企業：日揮、千代田化工建設等 

■（出資）中国企業：中国石油天然ガス集団（CNPC） 

■プロジェクト概要： 

ロシアの民間企業で、主に天然ガスと液体炭化水素の探鉱・生産・精製・販売

を手掛ける独立系のノバテク（NOVATEK）が手掛けている。フランスの石油大手

トタル（Total）や中国石油天然ガス集団（CNPC）がプロジェクト会社のヤマル

LNG（Yamal LNG）に出資し（ノバテク 50.1％、トタル 20％、CNPC20％、中国政

府のシルクロード基金 9.9％）運営している。 

総投資額 270億ドル、年産 1,650万トン(550 万トン x 3系列)の LNGプラン

 
32 https://www.toshiba-energy.com/info/info2016_1110.htm 

https://www.toshiba.co.jp/about/press/2013_06/pr_j1301.htm 
33 https://www.mitsui.com/jp/ja/release/2015/1205558_6498.html 

https://www.mitsui.com/jp/ja/release/2016/1216441_8913.html 
34 https://www.chiyodacorp.com/jp/projects/yamal-nenets.html 

その他参照：加藤資一（日揮株式会社営業本部本部長スタッフ）「『最果ての地』＝ヤマルの開発に挑む

日本企業」、ユーラシア研究所レポート http://yuken-jp.com/report/2018/05/09/yamal/ 
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トと付帯設備、出荷施設などを建設する大型プロジェクト。 

日本のプラント建設大手・日揮と千代田化工建設が仏テクニップ FMC と組ん

で LNG 生産設備の EPC 請負。現地での建設作業を短縮・効率化するためにモジ

ュール工法を採用し、中国などのモジュールヤードを活用して 140 基を超える

巨大モジュールを建設。建設地の極めて厳しい自然環境とそれに対応する技術

的な難易度にもかかわらず、2018 年に予定を 1 年以上も前倒しで成功裏に完工

した。 

■プロジェクトファイナンス・ベースのバイヤーズ・クレジット35 

本プロジェクトに対し、JBICはロシア法人「ヤマル LNG」との間で融資金額 2

億ユーロを限度とするプロジェクトファイナンス・ベースのバイヤーズ・クレジ

ットの貸付契約を締結。フランス貿易保険会社（COFACE）、イタリア外国貿易保

険株式会社（SACE）などの他国輸出信用機関も参加する国際協調融資案件ともな

った。 

■その他の日本企業の役割36 

〇横河電機：制御システムおよび安全計装システム供給 

ヨコガワ・ヨーロッパ・ソリューションズが本プロジェクト向けに制御システ

ムと安全計装システムを納入。同社のロシアでの最大の納入実績はサハリン 2で

（原油・天然ガス採掘から出荷設備に至るほぼ全工程に計装設備を納入）。本プ

ロジェクトはそれを上回る規模のものになったとされる。 

〇商船三井：LNG輸送サービス 

3 隻の ARC7 型の砕氷型 LNG 船と 4 隻の通常の LNG 船の 7 隻を投入して、現場

からの LNG 輸送サービスを行った。ARC7 型船は、北極海の氷を割って進むとい

う従来の LNG 船にはなかった特別な機能を持ち、夏は北極海を抜けてベーリン

グ海峡から LNGを運び、冬は北極海の氷が厚くなるので欧州を経由する。 

〇丸紅、商船三井：カムチャツカにおける LNG積み替えターミナル事業  

北極海経由で輸送してきた LNG をカムチャツカ半島にて積み替えて、日本を

含むアジアの各地域に輸送する構想。コスト高の ARC7船から通常の LNG船に積

み替えることにより輸送コスト削減を狙う。 

■中国企業の第三国展開での強みと日本企業との関係： 

・CNPCの投資した LNGプロジェクトに対する設計、建設。 

・モジュール工法を採用した LNG プロジェクトでの中国モジュールヤードとの

協業。 

 

 
35 https://www.jbic.go.jp/ja//information/press/press-2016/1216-52231.html 
36 加藤資一（日揮株式会社営業本部本部長スタッフ）「『最果ての地』＝ヤマルの開発に挑む日本企業」、

ユーラシア研究所レポート http://yuken-jp.com/report/2018/05/09/yamal/ 
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ⅶ)日中合弁企業による第三国市場での CDQ（コークス乾式消火設備）普及37 

■日本企業：日鉄エンジニアリング（旧・新日鉄住金エンジニアリング） 

■中国企業：北京首鋼国際工程技術有限公司 

■プロジェクト概要： 

 2003 年に CDQ 及びその他環境保護設備の設計・製造・販売合弁企業設立（日

本 60％、中国 40％）。顧客は、国有企業中心から民営・独立コークス企業、中小

企業へ推移。 

■日中合弁企業の第三国展開について： 

合弁企業は、適切なタイミングで人材投入、人材育成、技術向上、革新（ブラ

ンド力向上）に取り組んだことにより順調に成長し、2011 年にインド市場進出

（受注 10基）、12年以降ベトナム案件に参入（受注 2基）。 

 

（２）中国企業の強みをベースとした協力関係と今後 

 前項で「中国企業の強み」とした「1)主導的な EPC 能力、2）柔軟な対応力、

3）工期短縮等に資する技術力」は、これまでの日中第三国協力プロジェクトに

おいても当然ながら当て嵌まり、日本側及びプロジェクト推進の観点から強く

評価されている。 

一方、中国企業の「4）対応分野の多様性（再生可能エネルギー、環境、教育、

ヘルスケア、文化、スポーツ等、言い換えれば SDGｓ達成に繋がる分野）」とい

う側面の具体的事例は、「再生可能エネルギーや環境」等の分野に集中している。 

「第一回日中第三国市場協力フォーラム」で発表された 52件の日中協力の覚書

等においても、既往の「再生可能エネルギーや環境」分野のビジネス協力関係を

ベースとした案件はかなりの割合（16件）に上っている。 

 また、同 52件にはヘルスケア分野の案件も相当数あり、文化に関わるプロジ

ェクトもみられるところ、これらは今後の具体化が期待されている。 

 そこで、今後の可能性を展望するに際しては先ず、「再生可能エネルギーや環

境」等の分野（以下では「エネルギー・環境分野」と称する）を中心として、日

中双方の企業の意向如何を分析の切り口とする。 

 

 

 
37 2017年 12月 24日に東京で開催された第 11回日中省エネルギー・環境総合フォーラムでの「省エネ環

境分野における日中の第三国市場協力分科会」での日本企業の発表

https://jcpage.jp/f17/01_dai3goku/01_dai3goku_06_cjceee_chuma_jp.pdf?1582199059754 
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４．今後の日中第三国協力の可能性と将来展望 

（１）エネルギー・環境分野の可能性 

 エネルギー・環境分野の企業等の日中協力による第三国展開の議論は、2017年

の「第 11回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」の「省ネ環境分野におけ

る日中の第三国市場協力分科会」に端を発し、その流れは 2018年の「第 1回日

中第三国市場協力フォーラム」の「エネルギー・環境」分科会に受け継がれ、2019

年「第 13回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」の「日中長期貿易分科会：

グローバルな水需要に対応するための日中協力」においても維持されている。 

各分科会のアジェンダからは、こうした議論の推移を示している。 

⇒2017年：日中第三国協力の議論の先鞭38 

⇒2018年：エネルギー・環境分野の協力実績と方向性の集大成39 

⇒2019年：水環境などの日中第三国ビジネス醸成への新たな模索40 

 

これらから、エネルギー・環境分野での日中第三国ビジネス協力に対する日本

企業の意向の流れを整理すると、2017年に議論開始の場を得た後、2018年の「第

1回日中第三国市場協力フォーラム」開催に向けて、例えば従来からの日中合弁

事業における第三国ビジネス実績のレビューが集中的に実施された結果、水環

境分野の日本企業においても、ビジネス醸成への新たな模索が始まっている。 

 また、内容面では、水環境分野に留まらず、エネルギー・環境に係る広範な分

野のデジタル化、スマート化、自動制御、検査・計装システム等のビジネス機会

への関心が高まっている。 

 例えば海水淡水化分野で 2019年から急速に重要性を増している「グリーン・

デサリネイション」（脱塩において、膜性能の向上により低圧の省エネ化を強化

する等）に対し、センサー、モニタリング技術・システムによるプラントの運転・

管理・維持能力、計装機器、データベースなどを効率よく統合管理するためのア

セットマネジメントシステム、オペレーターの運転効率を向上させるオペレー

タートレーニングなどが求められつつあり、日本企業と日系中国現地法人の強

みが活きる分野である。 

 また、こうした新たな水ビジネス展開に伴って、10～15 年変わらず維持し得

る品質の高さや高耐久性の優位性が証明される「トータル・ライフサイクルコス

ト」を比較する総合評価方式の重要性が日本企業からあらためて強調されてい

る。 

これらのビジネスにおける協力形態は、経済産業省で整理された 4～6パター

 
38 後掲・別添資料参照。 
39 同上 
40 同上 
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ンのいずれの可能性もあり得る。また物流（輸送・サービスネットワーク網活用）

においても、デジタル化及びスマート化を通した新たな展開が検討される可能

性はあり得る。 

 

（２）「日中第三国市場協力交流会」などによる可能性検討 

上記のような視点にも鑑み、日中経済協会は、日中両国の企業間のビジネス醸

成の新たな模索に資する直接的な交流の機会を提供し、相互の情報共有を通し

て可能性検討を深めるため、中国機電産品輸出入商会と共に、2019年 12月に北

京において、第三国市場協力に関心を有する日中双方の企業及び関係組織によ

るグループミーティング（「日中第三国市場協力交流会」）を開催した。 

中国企業のプレゼンテーションが示唆する点を整理すると以下の通りである。 

 

１）中国企業のプレゼンテーションからの示唆 

➢日本企業とのビジネス関係の蓄積を活用 

・中国企業 17 社すべてが、日本企業とのビジネス交流・協力の実績を語り、

一部の企業には長年の日本企業とのビジネス関係の蓄積があることから、そ

れらを基礎とした第三国市場協力の強化を求めている。 

➢認識のギャップを埋めるための交流の場 

・一方、中国企業の述べるビジネス交流・協力の経緯について、当該日本企業 

から同様に認識されているとは限らず、新たなビジネスへの第一歩として、

認識のギャップを埋めるためにも、本交流の場が活用された。 

➢中央国有企業の強みと制約 

・インフラ整備を担うある中央国有企業は、「自社の強み」は「中国国内の最

良の設計コンサルティングリソース、最良のインフラ整備リソースを迅速に

統合することができる動員力」と「コスト優位性」及び「いくつかの市場に

おける情報力」であると説明しており、これらは、大手国有企業の間で共通

する特徴と言える。 

 ・一方、そのような動員力や情報力を有しながらも、協力展開には、企業間及

び企業・銀行間の定期交流メカニズム、政府間の協力強化による広範なプラ

ットフォームが必要であるとしており、これらは大手国有企業のビジネス

展開での制約要素を推測させるものでもある。 

➢協力推進のコミュニケーション方法と環境整備 

・制約要素を回避しつつ協力を目指すには、以下も必要とされている。 

   ①本社間のコミュニケーションに加え、第三国市場所在国での両国企業

のコミュニケーションと意思疎通の強化。 

   ②政府及び金融機関による両国企業間の協力の牽引と監督・管理。 
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➢課題解決のためのメカニズム、情報共有サービスプラットフォーム 

・また別の大手企業は、実質的な課題に直面した経験から、課題解決のために

は、効果的な業務メカニズムの系統的な構築による企業間コミュニケーシ

ョンの強化、日中間の情報共有サービスプラットフォームによるプロジェ

クト情報や企業情報の共有が重要とも指摘した。 

➢日本企業の優位性、日中協力への期待 

・日本企業との第三国での協力経験を有する別の大手国有企業は、日本企業の

優位性、日中協力への期待について以下を指摘している。 

①日本の商社には世界最多の情報ネットワークの優位性がある。 

②日本企業の多くは先進国、発展途上国を問わず、現地の事業基準や手 

順を熟知している。 

   ③日本のエンジニアは計画計算能力が高く、中国のエンジニアは施工経    

験には長けているが計画力に欠けるため、双方の相互補完性が高い。 

   ④日本の金融機関の支援と、中国輸出入銀行、国家開発銀行等の金融支援

が共に得られれば、海外の大型プロジェクトの協力の可能性が高まる。  

   ⑤日本企業は調査研究を周到に行い、技術管理水準が高く、都市建設のシ

ステム化を進めており、環境負荷の低減に優位性がある。一方、中国企 

業には、人的資源、コスト抑制、意思決定と施工の効率、技術更新スピ

ードに競争力があり、これらも相互補完性を高める要素である。 

   ⑥（ある国有企業は）日本の提携企業との交流から、経営陣がコーポレー

トガバナンスの経験を学ぶことをも評価している。 

 ・参加中国企業 17社中 10社はエネルギー・環境分野の協力に期待を示した。 

 

２）日本企業にとっての課題と新たな展望（例示） 

 「日中第三国市場協力交流会」では、日系企業からもプレゼンテーションが行

われ、中国及び海外の事業の経験と今後のアプローチなどが紹介された。紹介さ

れた要点を業界別に整理してみると、次表の通りとなる。 

 今後のアプローチの特徴は、参加企業が主に中国現地法人を運営中の日系企

業であることからも、これまでのエネルギー・環境分野などの日中合弁事業等の

実績を充分に活用し、それらを東南アジアなどの第三国市場に展開していきた

いという意向が目立つ。一方、これらの展開には、課題も提起されている。 

【課題（例示）】 

➢第三国協力の際、保険を含めた政府系金融機関の協力は重要であり、これまで

は日本企業が直接、中国輸出入保険（SINO SURE)に相談することは想定されて

いなかった。 

➢JBIC及び NEXIのファイナンス・保険等の付加価値をフレキシブルに中国で活
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用できることが望ましい。SINO SUREの保険料は NEXIと比べて割高であり、

合弁会社は利用しない傾向にある。 

➢NEXIと SINO SUREとの包括協力を通して、こうしたリスクを軽減できること

を期待する。 

【新たな展望（例示）】 

 一方、以下のような新しい分野、要素や第三国展開の言及も聞かれた。 

➢中国で各分野のソリューションビジネス、データ活用ビジネスを展開し、その

ナレッジを蓄積して第三国へ展開したい。 

➢発展・イノベーションの中心は中国になる。今後は 5G、健康養老、新エネル

ギー分野で中国の経済発展に貢献し得る多くのインフラ応用の製品、技術を

通じて第三国協力にも新たに貢献したい。 

【日本企業のプレゼンテーション概要】（調査従事者の理解による整理） 

業種 第三国協力の実績、今後の展望等 

金融 中国輸出入銀行或いは国家開発銀行と取り組んだ案件が 4カ国 6

プロジェクト。中国輸出入銀行との第三国市場協力意向合意 

金融 世界 40 カ国に拠点。プロジェクトファイナンス等の豊かな経験

で第三国市場協力にも貢献 

金融 強みは①資金貸付業務、②日本企業との密接な関係。これらの優

位性を発揮させ、中国企業と中国の金融機関と共に、第三国市場

プロジェクトを共同開発していく 

金融 東南アジア等海外で長く事業。中国銀行と MOU。引き続き良い関

係を築きたい 

商社 21 世紀初頭に中国企業と提携し第三国市場へプラント輸出契約

22件、60億ドル超、いずれも実施中 

商社 ヘルスケアも含めて広く事業展開中。第三国展開は、過去にもい

くつかの実績がある。引き続き相互理解を重視していく 

商社 MOUのフォローアップももちろん、新案件の形成にも取り組んで

いきたい。認識していなかった点も中国側の言及にあり、今後の

協力案件の構築に役立てたい 

商社 風力発電など第三国市場と中国での新たな業務展開に積極的に

取り組む 

商社 早い段階から中国 EPC コントラクターと共に東南アジアの水力

発電等の実績がある 

エネルギ 

ー 

中国で電力合弁会社 3社に参画。海外でも投資プロジェクトの計

画、建設、運営に一貫して携わってきている。これらの経験と繋
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がりを活かし、中国国内及び第三国展開にも取り組みたい 

エネルギ 

ー 

水力、洋上風力等の再生可能エネルギーを主力電力として開発し

ていく方針。運転開始から 100年以上経過しても継続可能な水力

発電所輸出等。東南アジアを中心としたエリアで競争力のある発

電事業を実現してまいりたい 

エネルギ 

ー 

日本国内で石油事業が減少するなか、電力、ガス、再生エネルギ

ーや将来を見据えた水素事業に力をいれている。燃料自動車への

水素供給や、水素を利用した発電など、検討を進めている 

エンジニ 

アリング 

中国ハイエンドのエンジニアリングとのモジュール提携により、 

カナダ LNGプロジェクトに対応 

エンジニ 

アリング 

グリーンエネルギー分野、特に水素エネルギー利用分野は各界が

非常に関心を寄せている 

製造・エン 

ジニアリ 

ング等 

中国企業から調達したごみ焼却炉はミヤンマー・ヤンゴン、ガス

化溶融炉はシンガポールへ納品 

製造・エン 

ジニアリ 

ング等 

コークス乾式消化設備は中国で 70 基、インド 9 基、ベトナム 2

基納品。中国で育てた技術を海外展開中 

製造・エン 

ジニアリ 

ング等 

日中合弁企業へセメント排熱発電、ごみ発電設備、セメント製造

機器等の技術をライセンスし、全て中国の現地法人で作れる能力

を身に着けており、上海から海外に展開中。セメント排熱発電 250

基以上、セメント製造設備 140基以上を中国で生産、輸出 

製造 排水・排気等の環境対策技術や省エネ効果の高い技術、スマート

製造技術等のライセンス、第三国市場に相応しい商品の提供を想

定。中国大企業や各所で活用されている排水処理技術、太陽熱発

電等のソリューションについて、今後は中東等第三国市場で活用

されることを想定 

製造 水力、火力、地熱発電、送電・変圧、遮断機等の海外展開中 

製造 中国企業とともに第三国に鉄道等のインフラ展開中。これから

は、中国で各分野のソリューションビジネス、データ活用ビジネ

スを展開し、そのナレッジを蓄積して第三国へ展開していきたい 

製造 発展・イノベーションの中心は中国になる。今後は 5G、健康養老、

新エネルギー分野で中国の経済発展に貢献。多くのインフラ応用

の製品、技術を有しており、これらの技術を通じて第三国協力で

新たに貢献したい 
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製造 鉄道や道路の信号システム、駅の自動改札機等システム、ホーム

ドアーなどの鉄道に係るインフラを手掛けている。東南アジア中

心に海外展開を推進中。中国の企業とも一緒に仕事がしたい 

製造 169カ国・地域に子会社を展開。ITソリューション、インターネ

ット関係機器、ビッグデータ、AI、IoT等、幅広い展開が可能 

コンサル 

ティング 

インフラ輸出の戦略をたてる方向で日中企業間で合意。既に相互

に研修を行い交流中 

 

（３）日中第三国協力の将来像の展望と提言 

 以上の調査結果に基づき、中国で現在事業展開中の日系企業の視点を中心に、

日中第三国協力の現状認識から将来像を展望し、これらに関わる提言を纏める。 

 

（３－１）現状認識から将来像への展望 

１）中国企業の実力と現地法人の実績を第三国協力に活用 

世界経済に大きな影響を及ぼし、世界のイノベーションの一部を牽引する

ようにもなった中国での事業展開には、なおも解決すべき多くの課題がある

一方、既に相当の事業成果も見られ、その一部は、事業パートナーたる中国企

業の実力として蓄積され、現地法人の、或いは中国企業単独の海外展開にも反

映されている。 

 

２）当面の第三国協力展開が具体的に期待されるエネルギー・環境分野 

〇日系企業は、今後の事業展開において、こうした中国企業の実力や現地法 

人の実績が、日本企業にも従来からアプローチ経験のある東南アジアや中東  

等の第三国でのビジネスにおいて、より柔軟かつ充分に活用し得ることを期待

している。具体的分野としては、前述の通り、エネルギー・環境分野での期待

が高い。 

○日本企業からは、例えば、既存実績にも基づく以下のようなビジネス形態が

言及されることが多い。 

【日本企業が想定するエネルギー・環境等分野のビジネス形態例】 

・東南アジア、中東等のクリーンエネルギー、再生可能エネルギー、水処理、海水淡水化等プ

ロジェクトにつき、中国企業が EPC を担い中国の政策金融等を活用、日系中国現地法人及び

日本企業の機器・システム導入を日本の貿易保険等活用も伴ってアレンジ。 

・同様地域、分野のプロジェクトにつき、日本企業が事業者として、或いは中国企業とのコン

ソーシアムを組成し、中国企業及び日系中国現地法人のコスト競争力と技術優位性の相互補

完性を伴う機器・システムを導入し、両国の政策金融、貿易保険等を活用。 
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３）当面の第三国ビジネス展開での制度課題 

〇一方、上記のようなビジネス展開に対しては、先に例示した輸出信用や貿易

保険に係る課題のように、日本企業単独、或いは中国企業単独の海外事業展開

とは異なる要素が新たなコストやリスクともみられており、これらの解消を必

要としている。 

 〇また、中国国内及び発展途上国での国際競争入札において、これまではさほ

ど重視されてこなかった「トータル・ライフサイクルコスト」の総合評価等に

つき、中国国内のイニシャルコスト比較のみを基準としない入札評価制度へ

の改革の必要性と、グローバルな低炭素化、省資源、資源循環のニーズの喫緊

性にも鑑み、日中の関係機関の意見交換を通して再認識することも重要と思

料する。 

 〇更に、新エネルギーや再生可能エネルギーなど、非従来型分野では、如何な

る国においても「新たな規格作りや標準化」が必要不可欠であるが、これが早

い段階から二国間、更には多国間の協力により行われれば、効率的かつ効果的

な産業振興、市場規模を前提とした製品の質や安全性、快適性の確保に極めて

有益である。重要な先行例として、EV超急速充電規格「CHAdeMO」共同開発（第

1回日中第三国市場協力フォーラムで覚書発表）が挙げられる。 

 〇なお、当面想定される第三国協力の中国側パートナーたる中国企業が第三

国プロジェクトに投資する場合には、中国国内の厳格かつ複雑な対外投資管

理規制をクリアする必要があり、その難度も制度課題の一つと言える。 

 

４）ヘルスケア等ソリューションビジネスの第三国への展開 

 〇日本において Society5.0の構築、人生百年時代の社会設計に取り組みつつ

ある日本企業の中国及びアジアなど海外での近未来のビジネス意向は、次世

代型のエネルギー・環境分野から、高齢化対応を含むヘルスケア分野へ拡がり

を見せている。 

 〇具体的には、AI や ICT を活用した健康管理、画像診断等、日本の質の高い

医療・介護の機器・サービス提供によるソリューションビジネスを「健康中国

2030」戦略を展開する中国において推進し、その経験に基づく第三国ビジネス

協力の展開が想定される。 

 〇その際、中国の既存の医療保険や年金などの制度改革、一部の地方別に行わ

れている介護保険の制度試行などのプロセスに、中国の政府や企業のニーズ

に応じて日本企業や中国現地法人がソリューションビジネスの一環で関わる

ことにより、これらから得られるデータ利活用のナレッジを蓄積し、それを第

三国展開に応用する可能性も考えられている。 

 〇また、「新たな規格作りや標準化」は、中国のヘルスケア分野のビジネス現
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２）ヘルスケア等分野の標準化などに関する共同研究 

〇ヘルスケア等、新たな分野のソリューションビジネスの実現プロセスにお

いては、前述の通り中国での新たな規格作りや標準化等のシステム構築・制度

改革が必要とされ、そうした面での日中協力も進みつつある。こうした成果の

第三国への応用や共有に向けては、日中両国の産官学関係者が既存の制度情

報を整理・分析しつつ共同研究を行う仕組みが検討されることが望ましい。 

〇また、上記の共同研究の発展プロセスにおいては、グローバル事業環境のも

とで、国際的なルールや標準化の推進、SDGｓ実現などを念頭として、関係国

や国際機関の専門家とも積極的に連携して取り組むことが期待される。 

 

【ヘルスケア等分野の標準化などの共同研究の可能性検討（案）】 

・高齢化対応分野では、日中協力の既存のスキーム（例：経済産業省と中国国家発展改

革委員会主催の「日中介護サービス協力フォーラム」、国際協力機構による「日中高齢化

対策戦略技術プロジェクト」のフォローアップや「南南・三角協力」展開等）が、中国

での新規格づくりや標準化等の協力の成果の第三国への応用・展開に向けた共同研究な

どの可能性検討にも活用されることを提案したい。 

・また第 2回以降の日中第三国市場協力フォーラムの産業高度化に関する分科会の企画

において、第 1回日中第三国市場協力フォーラムでのヘルスケア分野に関する覚書案件

や経済産業省の既往の「国際ヘルスケア拠点構築促進事業」の具体的プロジェクトの関

係企業などから、プロジェクト推進上の経験や課題と共に、国際標準化など制度構築へ

の協力のニーズ、共同研究の可能性如何などが紹介されることも一案であろう。 

 

【制度課題解消メカニズムの具体的な想定例】 

・「トータル・ライフサイクルコスト」の総合評価への再認識等について： 

第三国での水処理や海水淡水化など日中それぞれの企業の優位性が相互補完的に活

かされ、かつ第三国のプロジェクトの持続可能性向上に資する入札評価基準等の制度改

革に向けて、中国の国内の入札評価制度改革を所管する国家発展改革委員会、対外経済

協力に関わる商務部、国際援助に関わる国際発展合作署などと、日本の政府関係機関と

の間で、意見交換などの検討がなされることを期待する。 

・中国企業の対外投資規制に係る手続きの複雑さについて： 

中国政府内で国家発展改革委員会、商務部等それぞれで取り組まれつつあるインター

ネットシステム上の問い合わせ受付や制度解説などは、ワンストップ的に一体性のある

メカニズムとして理解しやすいものとなる方向の改善も期待される。 
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Ⅲ．別添資料 

 

１．国家発展改革委員会の所管と中国企業の海外展開との関係  

（出所）国家発展改革委員会 https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/bnpz/ 

 

◆関係する所管内容 

○重点政策、重点プロジェクト（「重大工程」）の評価、監督指導。 

○外資導入・対外投資に係る戦略、計画、総量均衡、構造最適化政策の提起。 

・「一帯一路」の実施推進リーディング。 

・「走出去」関連業務の総合調整。 

・「外商投資参入ネガティブリスト」の関連部門との合議による提出。 

・国全体の外債の総量規制、構造最適化、モニタリング。 

○社会全体の固定資産投資総額、構造調整目標、関連リストの策定。 

・中央財政性建設資金の配分、国務院の規定する権限に基づく重大プロジェクトの許認

可、確認。 

・重大建設プロジェクト、生産力配置計画。 

・民間投資奨励政策措置の策定と推進。 

○「一帯一路」建設推進工作指導小組関連業務。 

 

◆国家発展改革委員会内の関係局と分担内容 

○利用外資・境外投資司： 

・外資利用・対外投資戦略、計画及び関連政策建議を提起し、権限に基づき重大プロジ

ェクトの審査・確認を行う。 

・国全体の外債管理関連業務を担当。 

・国際金融組織の借款、外国政府借款、元或いは外貨建て国際商業ローン（海外での債

券発行を含む）の計画策定。 

・外商投資産業指導目録の策定、中西部地域外商投資優位性産業目録、外商投資参入ネ

ガティブリストの策定。 

・インフラの相互連携、生産能力、装備製造、エネルギー資源等の分野の重大プロジェ

クトの国際協力の協調指導。 

○区域開放司（「一帯一路」建設推進工作指導小組弁公室）： 

・「一帯一路」建設の実施推進、同指導小組の日常業務実施。 

・タスク分担に基づく地域協力の指導、関連政策建議、国際地域協力関連業務実施。 

・辺境地域の開発開放計画と政策措置の提起と実施推進。 

○国際合作司： 

・関係の外国政府部門及び機構、国際組織との協力関連業務実施。 
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・重要な経済対話関連業務展開、重要経済外交活動の参画、「一帯一路」国際協力の推

進、効果発現の関連業務、重大渉外プロジェクト推進支援。 

・国際経済調査研究展開。 

 

 

２．商務部の所管と中国企業の海外展開との関係 

 （出所）商務部 http://www.mofcom.gov.cn/mofcom/zhize.shtml 

 

◆関係する所管内容 

①貿易及び国際経済合作の発展戦略、政策の策定、貿易、対内直接投資、対外援助、対

外投資及び対外経済協力に関する法律・法規草案及び部門規程の起草、経済貿易法規の

間及び国際経済貿易条約・協定の間の整合性に関する意見提起、経済のグローバル化、

地域経済協力、現代的な流通方式の発展趨勢や流通体制の改革を検討し、提案を提起す

る。 

②対外経済協力に責任を負い、対外経済協力政策、法律による対外請負工事、対外労務

協力等の監督・管理、国民の海外での就業管理政策の制定、対外労務派遣及び海外就業

者の権益保護、対外投資管理弁法と具体的政策の策定、法律に基づく国内企業の対外投

資企業（金融以外）設立確認。 

 

◆商務部の関係司と分担内容 

○対外投資・経済合作司： 

上記②を所管。「『走出去』公共サービスプラットフォーム」を通して行政手続きの電

子化を実施。本プラットフォーム上のリアルタイム公開情報では、対外企業（機構）設

立の商務部主管部門への届出件数や確認（核准）件数が把握できる。 

○外国投資管理司・投資促進事務局： 

 商務部の委託により、外資導入に加え、対外投資等双方向投資促進を担い、双方向投

資に関する調査研究を展開。 

○対外貿易司： 

 輸出入商品管理弁法及び目録の策定、重要工業品、原材料及び重要農産品の輸出入総

量計画に関する業務、輸出入商品の割当、関税割当の年度計画実施、輸出入商品割当・

入札政策の策定と執行、機電製品とハイテク製品の輸出入、プラント設備輸出及び加工

貿易管理政策、関連目録の策定と実施、機電製品輸入の入札弁法の策定と実施、対外貿

易促進システム整備の指導。 
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３．国務院のガイドライン 

2017 年 8 月 18 日発表「国務院弁公庁による国家発展改革委員会・商務部・中国人民銀

行・外交部の対外投資方向の更なる牽引と規範化に関する指導意見（国弁発〔2017〕74号）」 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-08/18/content_5218665.htm 

 

【基本原則】 

・企業を主体として市場が導き、国際・ビジネス慣例に基づく。 

・改革深化：対外投資管理方式は届出を主とし、「発展の奨励＋ネガティブリスト」モ

デルに基づき、企業の対外投資の方向を規範化する。 

・リスク予防：国家の経済外交戦略と一体化し、法律・法規への整合を維持し、対外投

資の事前・実施中・事後の監督・管理に積極的に取り組む。 

【奨励対象】 

①「一帯一路」建設及び相互コネクティビティ・周辺インフラを重点的に推進。 

②生産能力の優位性発揮、質の高い装備及び技術標準移出の安定的な展開。 

③海外のハイテク・先進製造企業との投資協力の強化、海外 R&D センター設立奨励。 

④経済効果の慎重な評価に基づく石油・天然ガス・鉱物等エネルギー・資源開発への

安定した妥当性ある参画。 

⑤農業対外協力拡大、農林牧畜漁業等分野での互恵投資協力展開。 

⑥商業・貿易、文化、物流等サービス分野の投資の秩序ある推進、条件に合致する金

融機構の海外での分・支店及びサービスネットワークの設置支援、法律・法規に基づく

業務展開。 

【制限対象】 

国の平和的外交発展方針、互恵的開放戦略、マクロコントロール政策に合致しない（以

下を含む）海外投資を制限（国家発展改革委員会令第 11 号「企業対外投資管理弁法」

では「センシティブ類プロジェクト」と規定）： 

①国交のない国、戦乱国、既存の条約や協定で制限の必要なセンシティブな国・地域

への投資。 

②不動産、ホテル、シネマ、娯楽、スポーツクラブ等。 

③具体的な実業プロジェクトのない株式投資基金或いは投資プラットフォームの設

立。 

④投資先の技術標準要求に合致しない劣悪な生産設備を使用する対外投資。 

⑤投資先の環境保全、エネルギー消費、安全標準に合致しない対外投資。 

上記のうち、①～③は対外投資主管部門の「確認（原文「核准」）」を経る必要がある。 

【禁止対象】 

 国内企業が国の利益及び安全を害する、或いは害する可能性のある対外投資（以下を

含む）に参画することを禁ずる： 
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 ①国の批准を経ない軍事産業コア技術・製品移転に係る対外投資。 

 ②我が国が輸出を禁じている技術、プロセス、製品を運用する対外投資。 

 ③賭博、ポルノ等の対外投資。 

 ④我が国が締結或いは参加している国際条約で禁止している対外投資。 

 ⑤その他、国の利益と安全を害する或いは害する可能性のある対外投資。 

【保障措置（支援措置）】 

 ①分類指導を実施する。展開を奨励する分野については、税、外貨管理、保険、税関、

情報等の面でのサービスレベルを更に向上させ、企業に対する良好な便宜を提供する。

制限分野については、企業の慎重な参画を誘導し、実際の状況に沿って必要な指導等を

行う。禁止分野については、有効な措置で厳格に規制する。 

 ②管理メカニズムの完備：真実性、規則整合性に基づく審査を強化し、虚偽の投資行

為を防止する。対外投資のブラックリスト制度を整備し、違反行為には連動した懲罰を

与える。部門間の情報共有メカニズムを構築する。国内企業が支配的な地位にある対外

投資企業に対する監督・管理を強化し、健全な対外投資意思決定、財務管理、違法行為

への責任追及がなされる制度、国有企業の対外投資資本金制度、国有企業対外投資会計

監査制度を整備し、海外の国有資産の安全性を維持する。 

 ③サービスレベルの向上：海外の投資経営行為を規範化し、企業の健全な対外経営リ

スク審査、管理、意思決定システムの構築、海外投資・協力の政策・法規及び国際慣例

についての理解の深化、現地の法律・法規の遵守、合法的な経営を先導する。関係国と

の協力により投資保護、金融、人材往来等の面でのメカニズムを形成し、企業の海外投

資のための良好な外部環境を創造する。国内の資産評価、法律サービス、会計サービス、

税務サービス、法律アドバイス、設計コンサルティング、リスクアセスメント、認証、

仲裁等の関連仲介機構の発展をサポートし、企業の対外投資のために市場化、社会化、

国際化されたビジネスコンサルティングサービスを提供して、企業の対外投資の経営リ

スクを低下させる。 

④安全保障の強化：「国別投資経営円滑化情況報告」を定期的に公表し、ハイリスク

国・地域投資を行う企業への指導と監督を強化し、適時に、関係国の政治・経済・社会

の重大なリスクについて警告・通告を行い、対応策や予防措置を提供して、わが国の企

業の合法的な海外権益を着実に保護する。企業が対外プロジェクトの安全リスク評価を

行うよう促し、プロジェクトの安全リスク予測対応を良好なものとし、安全保障制度を

整備すると共に、トレーニングを行い、企業の対外投資安全リスク予防能力を向上させ

る。 
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４．企業対外投資管理弁法（仮訳） 

（原文「企業境外投資管理弁法」。国家発展改革委員会令第 11号 2018 年 3月 1 日施行） 

http://www.gov.cn/xinwen/2017-12/26/5250408/files/a4a4d631e9df460ab93a969b9ae7f6a8.pdf 

 

第一章 総則               

第一条 対外投資へのマクロ指導を強化して、対外投資への総合サービスを最適化し、             

対外投資のプロセス全体の監督・管理を充実させて、対外投資の持続的かつ健全な発展

を促進し、わが国の利益と安全を保護するために、「中華人民共和国行政許可法」、「国

務院の投資体制改革に関する決定」「国務院が保留しなければならない行政審査項目に

対する行政許可の設定の決定」などの法律・法規に基づき、本弁法を制定する。 

第二条 本弁法でいう対外投資とは、中華人民共和国の国内企業（以下「投資主体」と

いう）が直接投資するまたは投資を通じて支配する海外企業を指し、資産、権益、また

は融資、担保などの方式で、海外の所有権、支配権、経営管理権及びその他の関連の権

益を獲得する投資活動をいう。前項でいう投資活動は主に以下の状況を含むが、これら

に限らない。 

（一）海外の土地所有権、使用権等の権益を獲得する。 

（二）海外の自然資源探査、開発特許権等の権益を獲得する。 

（三）海外のインフラ所有権、経営管理権等の権益を獲得する。 

（四）海外の企業または資産の所有権、経営管理権などの権益を獲得する。 

（五）海外の固定資産の新設または拡張を行う。 

（六）海外企業の新設または既存の海外企業へ増資する。 

（七）新たに海外株式投資ファンド設立または参入を行う。 

（八）協議、信託などの方式で海外の企業または資産を支配する。 

本弁法でいう企業は、各種の非金融企業と金融企業を含む。               

本弁法でいう支配とは、直接または間接的に企業の半数以上の議決を持つこと、或い

は、過半数の議決権を持たないものの、企業の経営、財務、人事、技術などの重要事項

を支配することができることを指す。 

第三条 投資主体は、法により対外投資の自主権を有し、自主的に決定し、リスクを自

ら担う。 

第四条 投資主体は、対外投資を展開し、対外投資プロジェクト（以下「プロジェクト」

という）の確認（原文「核准」）、届出（原文「備案」）などの手続きを履行し、関連情報

を報告し、監督・検査に協力しなければならない。 

第五条 投資主体は、対外投資の展開において、我が国の法律・法規に違反してはなら

ず、我が国の利益と国家の安全を脅かしたり損なったりしてはならない。 

第六条 国家発展改革委員会（以下「国家発展改革委」という）は国務院が定める職責

の範囲内で、対外投資主管部門の職責を履行し、我が国の利益と国家の安全維持の必要
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に基づき、対外投資に対してマクロ的な指導、総合サービスとプロセス全体の監督・管

理を行う。 

第七条 国家発展改革委は、対外投資管理とサービスネットワークシステム（以下、「ネ

ットワークシステム」という）を確立する。投資主体はネットワークシステムを通じて

確認と届出の手続き、関連情報の報告に関する情報を履行することができる。国家機密

に関わること、或いはネットワークシステムの利用に適さない事項については、投資主

体は別途、紙媒体を使用して提出することができる。ネットワークシステムの操作マニ

ュアルは国家発展改革委が発表する。               

 

第二章 対外投資の指導とサービス               

第八条 投資主体は対外投資について国家発展改革委に政策や情報の諮問、状況や問題

の反映、意見や提案の提出を行うことができる。 

第九条 国家発展改革委は国務院が定める職責の範囲内で、関係部門と合議し、国民経

済と社会発展の必要に応じて関連分野の特別計画と産業政策を制定・整備し、投資主体

の対外投資のためにマクロ的な指導を行う。 

第十条 国家発展改革委は国務院が定める職責の範囲内で、関連部門と合議し、国際投

資情勢の分析を強化し、対外投資に関するデータ、状況などの情報を発表し、投資主体

に情報サービスを提供する。 

第十一条 国家発展改革委は国務院が定める職責の範囲内で、関連部門と合議し、国際

投資規則の制定に参与して、健全な投資協力メカニズムを確立し、政策交流と協調を強

化して、関係の国と地域が我が国企業の投資展開のために公平な環境を提供するよう推

進する。 

第十二条 国家発展改革委は国務院が定める職責の範囲内で、海外の利益・安全保護シ

ステムと能力の構築を行い、投資主体の重大なリスクの防止と対応を指導し、我が国企

業の合法的権益を保護する。               

 

第三章 対外投資プロジェクトの確認と届出               

第一節 確認、届出の範囲               

第十三条 確認管理を実施する範囲は、投資主体が直接投資またはそれを通じて支配す

る海外企業が展開するセンシティブ・プロジェクト（原文は「敏感類項目」）である。

確認機関は国家発展改革委である。 

本弁法でいうセンシティブ・プロジェクトには、以下が含まれる： 

（一）センシティブな国と地域に関わるプロジェクト。 

（二）センシティブな業種に関わるプロジェクト。 

本弁法でいうセンシティブな国と地域には以下が含まれる： 

（一）わが国と国交を樹立していない国と地域。 
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（二）戦争、内乱が発生している国と地域。 

（三）わが国が締結または参加している国際条約、協定等に基づき、その投資に対する

制限が必要である企業の国家と地域。 

（四）その他のセンシティブな国家と地域。 

本弁法でいうセンシティブな業種には以下が含まれる： 

（一）武器装備の R&D、生産、メンテナンス、 

（二）国境を跨ぐ水資源の開発・利用、 

（三）ニュースメディア、 

（四）我が国の法律・法規と関連規制政策に基づき、企業の対外投資制限が必要である

業種。センシティブ業種リストは国家発展改革委が公表する。 

第十四条 届出管理を実施する範囲は、投資主体が直接展開する非センシティブ類プロ

ジェクトであり、投資主体が資産、権益、あるいは融資、担保を投入する非センシティ

ブ類プロジェクトでもある。 

 届出管理を実行するプロジェクトの投資主体が中央管理企業（中央管理金融企業、国

務院または国務院所属機構が直接管理する企業を含む、以下同様）であれば、届出先は

国家発展改革委であり、投資主体が地方企業で、かつ中国側の投資額が 3億ドル以上で

あれば、届出先は国家発展改革委員会である。投資主体が地方企業で、中国側の投資額

が 3億ドル未満であれば、届出先は投資主体が登記している省級政府の発展改革部門で

ある。 

本弁法でいう非センシティブ類プロジェクトとは、センシティブな国や地域に関わら

ず、かつセンシティブな業種に関わらないプロジェクトをいう。 

本弁法でいう中国側の投資額とは、投資主体が直接投資及び投資を通じて支配する海

外企業のプロジェクトに投入された貨幣、証券、実物、技術、知的財産権、株式、債券

などの資産、権益及び提供する融資、担保の総額である。  

本弁法でいう省級政府の発展改革部門は、各省、自治区、直轄市及び計画単列市人民

政府の発展改革部門と新疆生産建設兵団の発展改革部門を含む。 

第十五条 投資主体は確認、届出先の機関に対し、展開予定のプロジェクトが確認対象

であるか、或いは届出対象であるかについて諮問することができる。確認、届出先の機

関は、適時にこれを告知しなければならない。  

第十六条 二つ以上の投資主体が共同で展開するプロジェクトは、投資額の多い一方が

他方の投資者の書面同意を得た後に、確認、届出申請を提出しなければならない。各当

事者の投資額が等しい場合は、協議し合意した後に、その一方から確認、届出申請を提

出するものとする。 

第十七条 プロジェクトに必要な前期費用（契約履行保証金、保証手続き費、仲介サー

ビス費、資源探査費など）の規模が大きい場合、投資主体は本弁法第十三条、第十四条

の規定を参照し、プロジェクトの前期費用に対する確認、届出申請を提出する。確認或
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いは届出を経たプロジェクトの前期費用は、プロジェクトの中国側投資額に計上するも

のとする。  

 

第二節 確認のプロセスと期限  

第十八条 確認管理を実施するプロジェクトは、投資主体がネットワークシステムを通

じて確認機関にプロジェクト申請報告並びに付属関連書類を提出する。そのうち、投資

主体が中央管理企業の場合は、その集団公司または総公司が確認機関に提出する。投資

主体が地方企業の場合は、直接に確認機関に提出する。 

第十九条 プロジェクト申請報告には以下の内容が含まれる： 

（一）投資主体の状況。 

（二）プロジェクトの状況。これにはプロジェクト名、投資目的地、主要内容と規模、

中国側の投資額などが含まれる。 

（三）プロジェクトの我が国の利益及び国家の安全に対する影響分析。 

（四）投資主体のプロジェクトの真実性に関する声明。 

プロジェクト申請報告の共通フォーム及び添付すべき文書（以下「添付文書」という）

のリストは、国家発展改革委が公表する。 

第二十条 プロジェクト申請報告は投資主体が自ら作成することも、また、投資主体が

自主的に経験と能力を持つ仲介サービス機構に委託して作成することもできる。  

第二十一条 プロジェクト申請報告と添付文書が整っており、法定形式に合致する場合、

確認機関はこれを受理しなければならない。 

プロジェクト申請報告または添付文書が不備で、法定形式に合致しない場合、確認機

関はプロジェクト申請報告を受け取った日から 5営業日以内に、投資主体に補正が必要

な内容を一括して通知しなければならない。期限が過ぎても告知されない場合は、プロ

ジェクト申請報告が受取られた日に受理されたものとする。 

確認機関がプロジェクト申請書を受理または却下する場合は、いずれもネットワーク

システムを通じて投資主体に周知する。投資主体が受理または却下の証憑を必要とする

場合、ネットワークシステムを通じて自ら印刷するか、または承認機関に発行を要求す

ることができる。 

第二十二条 プロジェクトが他の関係部門の職責に関わる場合、確認機関は関係部門に

7営業日以内に書面審査意見が提出されるよう要請しなければならない。関係部門が期

限を過ぎても書面による審査意見をフィードバックしない場合は、同意されたものと見

なす。 

第二十三条 確認機関は、プロジェクト申請報告を受理した後、必要があれば、4営業日

以内にコンサルティング機構に評価を依頼しなければならない。プロジェクトの状況が

複雑な場合を除き、評価期間は 30 営業日を超えてはならない。プロジェクトの状況が

複雑である場合は、確認機関の同意を経て、評価期限を延長することができるが、延長
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の期限は 60営業日を超えてはならない。 

確認機関はコンサルティング機構の評価に必要な時間を投資主体に知らせなければ

ならない。  

依頼を受けたコンサルティング機構は、定められた時間内に評価報告を提出し、評価

結論に責任を負わなければならない。 

評価費用は確認機関が負担し、コンサルティング機構及びその従事者は投資主体から

如何なる費用も徴収してはならない。 

第二十四条 確認機関は関係機関の意見、評価意見等を結び付け、投資主体にプロジェ

クト報告の内容調整を提案することができ、あるいは投資主体に対し、関連状況や材料

を更に明確にし補充するよう要求することができる。 

第二十五条 確認機関は、プロジェクト申請報告を受理した後、20営業日以内に確認し

たか否かの決定をしなければならない。プロジェクトの状況が複雑で、あるいは関係組

織の意見を求める必要がある場合は、確認機関の責任者の承認を経て、確認期間を延長

することができるが、延長の確認期限は 10営業日を超えてはならない。 

前項に規定された確認期間は、関係機関の意見徴求の期間を含み、コンサルティング

機構の評価時間を含まない。 

第二十六条 確認機関がプロジェクトを確認する条件は、 

（一）わが国の法律・法規に違反しないこと、 

（二）我が国の発展計画、マクロコントロール政策、産業政策及び対外開放政策に反し

ないこと、 

（三）わが国が締結または参加する国際条約、協定に違反しないこと、 

（四）わが国の利益と国家の安全に脅威を与えず損なわないことである。 

第二十七条 確認条件に合致するプロジェクトについては、確認機関は確認を行い、投

資主体に書面による確認文書を発行しなければならない。 

 確認条件に合致しない項目については、確認機関は確認し得ない旨の書面通知を発行

し、その理由を説明しなければならない。 

第二十八条 プロジェクトが関連の法律・法規に違反したり、関連計画や政策に反する

場合、或いは国際条約や協定に違反するか、わが国の国益と国家の安全を脅かし毀損す

る場合、確認機関は、意見募集や評価依頼などの手続きを経ずに、直接、確認し得ない

旨の決定を下すことができる。 

 

第三節 届出のプロセスと制限 

第二十九条  届出管理を実施するプロジェクトは、投資主体はネットワーク              

システムを通じて届出機関にプロジェクト届出表と、併せて関連書類を提出する。その

うち、投資主体が中央管理企業であればその集団公司或いは総公司から届出機関に提出

し、投資主体が地方企業であれば、直接届出機関に提出する。 
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プロジェクト届出表の形式及び添付リストは国家発展改革委が公表する。 

第三十条 プロジェクト届出表と添付リストがそろっており、法定形式に合致する場合、

届出機関はこれを受理しなければならない。 

プロジェクト届出表または添付リストに不備がある場合、プロジェクト届出表または

添付ファイルが法定形式に合致しない場合、プロジェクトが届出管理範囲に属さない場

合、プロジェクトが届出機関の管理権限に属さない場合は、届出機関はプロジェクト届

出表を受け取った日から 5営業日以内に投資主体に一括で通知しなければならない。期

限が過ぎても告知されない場合は、プロジェクト届出表を受け取った日に受理されたも

のとする。 

届出機関によるプロジェクト届出表の受理または却下は、いずれもネットワークシス

テムを通じて投資主体に告知される。投資主体が受理または却下の証憑を必要とする場

合、ネットシステムを通じて自ら印刷または届出機関に発行を要求することができる。 

第三十一条 届出機関はプロジェクト届出表を受理した日から 7 営業日以内に投資主

体に届出通知書を発行する。 

届出機関は、プロジェクトの関連法律・法規の違反、関連計画や政策違反、関連国際

条約や協定違反、わが国の国益と国家の安全への脅威や棄損を見出した場合、プロジェ

クトの届出書を受理した日から 7 営業日以内に投資主体へ届出に至らない旨の書面通

知を発行し、その理由を説明しなければならない。 

 

第四節 確認、届出の効力、変更と延期 

第三十二条 確認、届出管理範囲のプロジェクトである場合、投資主体はプロジェクト

実施前にプロジェクト確認文書または届出通知書を取得しなければならない。 

本弁法でいうプロジェクト実施前とは、投資主体またはその支配する海外企業が              

プロジェクトのために資産、権益（すでに本弁法の第十七条によって確認、届出を行っ

たプロジェクトの前期費用を除く）または融資、担保を提供する前であることを指す。 

第三十三条 確認、届出管理範囲のプロジェクトであって、投資主体が有効な確認文書

または届出通知書を取得していない場合、外貨管理、税関などの関係部門は、法により

関連手続きを行わず、金融企業は法により関連資金の送金や融資業務を行わない。 

第三十四条 既に確認され、届出されたプロジェクトにおいて、次の各号のいずれかが

発生した場合、投資主体は当該プロジェクトの確認文書または届出通知書の発行機関に

変更申請を提出しなければならない。 

（１）投資主体の増加或いは減少、 

（２）投資地点の重大な変化、 

（３）主要内容と規模の重大な変化、 

（４）中国側投資額の変化の幅が確認・届出時の金額の 20%以上の場合、または中国側

の投資額が 1億ドル以上変化した場合、 
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（５）プロジェクトの確認文書または届出通知書に関する内容において重大な調整を行

うその他の情況が生じた場合。 

確認機関は変更申請を受理した日から 20 営業日以内に変更確認に同意するか否かの

書面決定を行わなければならない。届出機関は変更申請を受理した日から 7営業日以内

に届出変更に同意するかどうかの書面決定を行わなければならない。 

第三十五条 確認文書、届出通知書の有効期限は 2年間とする。有効期限を延長する必

要がある場合、投資主体は有効期限満了の 30 営業日前に当該プロジェクトの確認文書

または届出通知書を発行する機関に有効期限を延長する申請を提出しなければならな

い。確認機関は、延期申請を受理した日から 20 営業日以内に確認文書の有効期限を延

長することに同意するか否かの書面決定を行わなければならない。届出機関は、延期申

請を受理した日から 7 営業日以内に届出通知書の有効期限を延長することに同意する

か否かの書面決定を行わなければならない。 

第三十六条 確認、届出機関は法により職責を履行し、厳格に遵守しなければならない。              

権限、手順、期間制限などを規定し、承認、届出行為を実施し、行政の効率を高め、優

れたサービスを提供する。 

第三十七条 確認、届出機関の確認、届出行為について、利害関係者は法により行政再

審査を申請し、または行政訴訟を提起する権利を有する。 

第三十八条 本弁法の規定条件に合致しないプロジェクトの確認、届出、或いは。本弁

法の規定に違反した権限と手続きにより行われた確認、届出は、法により取り消されけ

ればならない。 

第三十九条 確認・届出機関は、「政府情報公開条例」の規定に従い確認・届出に関す

る情報を公開しなければならない。 

 

第四章 対外投資の監督・管理 

第四十条 国家発展改革委と省級政府発展改革部門は対外投資に関する法律・法規と政

策、本弁法第十三条、十四条規定された分担に基づき、同級政府の関連部門と連携した

共同監督管理体制を確立し、オンラインモニタリング、面談・通信、抜き取り検査など

の方式で対外投資を監督・検査して、違法行為を処理する。 

第四十一条 投資主体の対外投資方式のイノベーション、誠実・信用経営の堅持、不当

競争行為の回避、従業員の合法的権益の保障、当地の公序良俗の尊重、必要な社会責任

の履行し、生態環境保護の重視、中国投資家の良好なイメージの確立を提唱する。 

第四十二条 投資主体が海外企業の支配を通して大規模な非センシティブ類プロジェ

クトを展開している場合、投資主体はプロジェクト実施前にネットワークシステムを通

じて大規模・非センシティブ類プロジェクトの状況報告表を提出し、関連情報を国家発

展改革委に告知しなければならない。 

投資主体が提出した大規模・非センシティブ類プロジェクトの状況報告表の内容が不
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完全である場合、国家発展改革委は受け取った日から 5営業日以内に投資主体に対して

一括して補正が必要な内容を告知しなければならない。期限が過ぎても告知されない場

合は、内容が完全であると見なす。大規模・非センシティブ類プロジェクトの状況報告

表の形式は国家発展改革委が公表する。 

本弁法でいう大規模・非インセンティブ類プロジェクトとは、中国側の投資額が 3億

ドル以上の非センシティブ類プロジェクトを指す。 

第四十三条 対外投資のプロセスにおいて、対外派遣者の重大な死傷、国外資産の重大

な損失、わが国と関係国の外交関係の棄損などの重大な不利益状況が生じた場合、投資

主体は関連状況が発生した日から 5 営業日以内にネットワークシステムを通じて重大

な不利益状況報告表を提出しなければならない。重大な不利益状況報告表の形式は国家

発展改革委が公表する。 

第四十四条 確認、届出管理範囲のプロジェクトの場合、投資主体はプロジェクトが完

了した日から 20 営業日以内にネットワークシステムを通じてプロジェクト完成状況報

告表を提出しなければならない。プロジェクト完成状況報告表の形式は国家発展改革委

が公表する。 

前項でいうプロジェクトの完成とは、プロジェクトが所属する建設工事の竣工、投資

入札の株式または資産の引渡し、中国側の投資額の支出完了などの状況を指す。 

第四十五条 国家発展改革委、省級政府発展改革部門は対外投資における重大事項につ

いては、投資主体に対して重大事項の質問状を提出することができる。投資主体は重大

事項の質問状に明記された質問事項と期限の要求に従って書面報告を提出しなければ

ならない。  

国家発展改革委、省級政府発展改革部門は、確実な必要性があると認められる場合、

重要事項の質問状及び投資主体から提出された書面報告を公開することができる。 

第四十六条 投資主体は本弁法第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条の規

定により関連報告表または書面報告を提出した後、証憑が必要な場合、ネットワークシ

ステムを通じて自ら提出完了証憑を印刷することができる。 

第四十七条 国家発展改革委、省級政府発展改革部門は、把握している国際・国内経済

社会の運行状況とリスク状況に基づき、投資主体または利害関係者にリスクを提示し、

投資主体または利害関係者の参考に供する。 

第四十八条 投資主体は自らネットワークシステム及びオフラインで提出した各種資

料の真実性、合法性、完全性に責任を負い、虚偽、誤導性の陳述や重大な遺漏があって

はならない。 

第四十九条 関係部門や組織、在外大使館・領事館等が企業の本弁法の規定の違反を発

見した場合は、確認、届出機関に知らせることができる。公民、法人またはその他の組

織が企業の本弁法の規定に違反を発見した場合、事実に基づいて確認、届出機関に通報

することができる。 
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国家発展改革委は対外投資の違反行為記録を確立し、企業の本弁法規定違反行為及び

相応する処罰措置について公表並びに情報更新を行い、関連情報を全国信用情報共有プ

ラットフォーム、国家企業信用情報公示システム、「信用中国」ウェブサイトなどに組

み入れて公開し、関連部門と組織と合議し、合同の懲戒を実施する。 

               

第五章 法律責任 

第五十条 国家発展改革委の職員は以下の行為の一つがある場合に期限付きの改正を

命じ、関係責任者の行政責任を法に基づき追及する。犯罪を構成する場合は、法に基づ

き刑事責任を追及する。 

（一）職権の濫用、職務怠慢、不正行為、賄賂請求や収賄。 

（二）本弁法に規定するプロセスや条件に違反したプロジェクトの確認、届出処理。 

（三）その他本弁法の規定に違反する行為。 

第五十一条 投資主体は悪意によりプロジェクトを分割し、関連状況を隠蔽したり、              

虚偽の資料の提供などの手段で確認、届出を申請した場合、確認、届出機関は不受理、

または確認・届出を却下して、投資主体及び主要責任者に警告を与える。 

第五十二条 投資主体が、詐欺、賄賂等の不正手段により取得したプロジェクト確認文

書や届出通知書による確認、届出は、確認、届出機関がそれらを取り消し、犯罪を構成

する場合、法により刑事責任を追及する。 

第五十三条 確認、届出管理範囲のプロジェクトに属し、投資主体に以下の行為の一つ

がある場合、確認、届出機関が投資主体にプロジェクト実施の中止または停止と期限付

き改正を命じ、投資主体及び関係責任者に警告を与える。犯罪を構成する場合、法によ

り刑事責任を追及する。 

（一）確認文書または届出通知書を取得せずして、勝手に実施した場合。 

（二）確認、届出変更手続きを履行しなければならないにもかかわらず、確認、届出機

関の同意を得ずに勝手に変更を実施した場合。 

第五十四条 投資主体に以下の行為の一つがある場合、国家発展改革委或いは投資主体

の登録地の省級政府発展改革部門が投資主体に期限付き改正を命じる。情状が深刻であ

る、または期限を過ぎても是正されない場合、投資主体及び関係責任者に警告を与える： 

（一）本弁法第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条の規定に従って関連情

報を報告していない場合、 

（二）本弁法第四十条の規定に違反する場合。 

第五十五条 投資主体は対外投資プロセスにおいて不正競争行為を実施したり、海外の

投資市場の秩序を乱した場合、国家発展改革委または投資主体登録地の省級政府発展改

革部門は投資主体に本プロジェクトの中止または停止、期限付き改正を命じ、投資主体

及び主要責任者に警告を与える。 

第五十六条 対外投資がわが国の利益と国家の安全を脅かす場合、国家発展改革委また
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は投資主体により登録された省級政府発展改革部門は、投資主体にプロジェクト実施の

中止、期限付き是正を命じる。 

対外投資がわが国の利益と国家の安全を棄損する場合、国家発展改革委或いは投資主

体の登録地の省級政府発展改革部門は投資主体にプロジェクト実施の停止、期限付き是

正を命じると共に、救済措置を講じ、投資主体及び関連責任者に警告を与える。犯罪を

構成する場合、法により刑事責任を追及する。 

投資主体が本弁法第四十三条の規定に従い、重大な不利益状況報告書を速やかに提出

し、かつ自主的に是正した場合、本条に規定された行政処罰を軽減または免除すること

ができる。 

第五十七条 金融企業が、確認、届出管理範囲に属するものの、確認文書または届出通

知書を取得していないプロジェクトに融資、担保を提供した場合、国家発展改革委は当

該違反行為を通報し、関連金融監督管理部門が法律に基づいて当該金融企業及び関連責

任者対する処罰を行う。 

 

第六章 付則 

第五十八条 各省級政府発展改革部門は現地企業の対外投資の指導、サービス及び監

督・管理を強化しなければならず、本弁法の規定に従って具体的な実施方法を制定する

ことができる。 

第五十九条 国家発展改革委は、省級政府発展改革部門に対する対外投資管理業務の指

導と監督を行い、発見された問題を適時に是正する。               

第六十条 確認、届出機関及びその職員、確認機関から意見の徴求や委託を受けて評価

を行う組織及びその職員は、法により投資主体が本弁法に基づき提出する資料に対して

商業秘密を守る義務を負う。 

第六十一条 事業組織、社会団体等の非企業組織が海外での投資を展開するには、本弁

法を参照して実施する。 

第六十二条 投資主体が香港、マカオ、台湾地区に直接またはその支配を通じて投資を

展開する場合は、本弁法を参照して実施する。 

投資主体はその支配する香港、マカオ、台湾地区企業が海外に投資する場合、本弁法を

参照して実行する。 

第六十三条 国内の自然人が支配する海外企業または香港、マカオ、台湾地区企業を通

じて対外投資を展開する場合は、本弁法を参照して実施する。 

国内の自然人は直接に対外投資を展開する場合は、この弁法は適用されない。国内の

自然人が直接香港、マカオ、台湾地区に対して投資を展開する場合はこの弁法を適用し

ない。 

第六十四条 法律、行政法規において、対外投資管理に対する専門的な定めがある場合

は、その定めに従うものとする。 
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第六十五条 本弁法は国家発展改革委員会が解釈に責任を負う。 

第六十六条 本弁法は 2018年 3月 1日から施行する。「対外投資プロジェクトの確認と

届出管理弁法」（国家発展改革委員会令第 9号）は同時に廃止される。 

（日中経済協会仮訳） 

 

 

５．商務部による対外投資企業設立確認サービスガイドライン（抄訳） 

2017年 11 月 27日（対外投資経済合作司）公表・実施、12月 1日更新 

http://jwtz.mofcom.gov.cn/zhinan2.shtml 

 

〇規定：「対外投資管理弁法（原文「境外投資管理弁法」）商務部令 2014年第 3号（2014

年 9月 6日公布、2014年 10 月 6日施行）。 

〇適用対象：法律に基づき商務部が確認する対外投資企業の設立の確認申請と処理を示

すもの（非金融企業の新設、買収、その他の方式による対外投資）。 

〇禁止対象： 

①中国の国家の主権と安全及び公共の利益に危害を及ぼし、或いは中国の法律・法規

に違反する場合。 

②中国と関係国（地域）との関係を棄損する場合。 

③中国が締結或いは参加している国際条約、協定に違反する場合。 

④中国が輸出を禁じている製品と技術を輸出する場合。 

〇確認管理対象： 

・センシティブな国・地域：中国との間に国交のない国、国連の制裁対象国）。 

・センシティブ業種：中国が輸出を制限している製品・技術の輸出に関わる業種、一国

（地域）以上の利益に影響する業種。 

 （確認対象以外は届出管理対象とする。） 

〇申請内容： 

 ①申請書：主に投資主体（国内企業）の情況、対外投資企業名称、出資構造、投資金

額、経営範囲、投資資金源、投資の具体的内容等を含む。 

 ②対外投資申請表（原文「境外投資申請表」）。 

 ③対外投資関連契約或いは取決め。 

 ④中国の製品或いは技術輸出制限に対する関連部門の輸出確認資料。 

 ⑤企業営業許可証写し。 

〇申請方法： 

 ・窓口：商務部行政事務サービスセンター（服務中心）。 

 ・手続きフロー：①商務部行政事務服務中心へ申請書類を提出。 

         ②事前確認。 
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         ③受理機関（商務部対外投資経済合作司）による審査。 

         ④審査確認後、商務部から回答文書と「企業対外投資証書」 

発行（中央企業へは決定後に「境外投資管理システム」を 

通して通知等。地方企業へは決定後に電子伝達方式で通知等）。 

 ・判断期間：中央企業の対外投資については、商務部が受理後 20営業日以内。 

      地方企業の対外投資については、商務部が地方省レベルの商務主管部門の

初期審査意見を受け付け後 15営業日以内。 
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６．第三国市場協力ガイドライン＆ケーススタディ 

(2019 年 9 月国家発展改革委員会 外資利用和境外投資司） 

（http://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=16270） 

１）概説 

 

「中新第三国市場協力強化実施プレームワークに関する諒解覚書」

「第三国市場協力展開に関する諒解覚書」

（１）中国ーオーストラリア

中豪戦略経済対話

中国企業（金融機関を含む）と関係国の企業が共に第三国市場での経済協力を展開すること。オープンで包摂的な国際協力モデルとして、中国企
業と関係国の企業との優位性の相互補完により、第三国の産業発展の共同推進、インフラレベルの向上、国民生活の改善に資するものであり、１＋
1＋１＞３の効果を実現することができる。

近年来、中国企業は「一帯一路」の協働を牽引者として、生産能力についてのグローバル協力の深化を図り、関係国の企業との第三国市場協力を
積極的に展開し、長所を活かし合うことにより、多方面で有益な成果を上げ、各方面で確かな満足感が得られつつある。

■理念と原則

シルクロード精神を掲げ、開かれた、グリーンでクリーンな協力を理念とする。三方が共に取組み、第三国が受益者となるという原則に基づき、企業
を主とし、市場指向、ビジネス規則、国際的慣習、品質優先、ローカライゼーション、オープンな包摂性、Win-Winであることを堅持し、高いレベルで
人々の生活を豊かにする持続可能な目標の実現に努める。

■メカニズムとプラットフォーム

2019年6月現在、中国はフランス、イタリア等14カ国との間で第三国市場協力メカニズムを立上げており、フォーラム開催等の方式により、共に企業
のための協力プラットフォームを構築し、公共サービスを提供している。(以下は相手国名のアルファベット順）

■第三国市場協力とは

（５）中国ーフランス

（２）中国ーオーストリア

中墺第三国市場協力フォーラム
「第三国市場協力展開に関する諒解覚書」

中墺第三国市場協力ワーキンググループ

（３）中国ーベルギー

「第三国市場でのパートナーシップと協力発展に関する諒解覚書」 -

（４）中国ーカナダ

「第三国市場協力に関する共同声明」 -

「第三国市場協力に関する共同声明」 -

「第三国市場協力展開に関する諒解覚書」

中仏第三国市場協力指導委員会

中仏第三国市場協力基金

中仏第三国市場協力フォーラム

（６）中国ーイタリア

「第三国市場協力展開に関する諒解覚書」
中伊第三国市場協力フォーラム

中伊第三国市場協力ワーキンググループ

（７）中国ー日本

「第三国市場協力展開に関する諒解覚書」
中日第三国市場協力フォーラム

中日第三国市場協力ワーキングメカニズム

（８）中国ーオランダ

（９）中国ーポルトガル

「第三国市場協力展開に関する諒解覚書」 中葡第三国市場協力ワーキンググループ

（１０）中国ー韓国

「第三国市場協力展開に関する諒解覚書」 中韓第三国市場共同開発合同ワーキンググループ

（１１）中国ーシンガポール

中新第三国市場協力ワーキンググループ

中新「一帯一路」投資協力フォーラム

「第三国市場協力展開に関する諒解覚書」

（１２）中国ースペイン

（１４）中国ー英国

「第三国市場協力展開に関する諒解覚書」 中英第三国市場協力ワーキンググループ

「第三国市場協力展開に関する諒解覚書」 中西第三国市場協力ワーキンググループ

（１３）中国ースイス

中瑞第三国市場協力ワーキンググループ

「一帯一路」キャパビルセンター
「第三国市場協力展開に関する諒解覚書」
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分類 ケースNO. 中国側 外国側 プロジェクト概要

1 中国鉄路工程集団有限公司（中鉄、CREC） イタリアCMC

2019年末までにレバノンの首都ベールート160万人市民の水不足問題解決のた
めに給水トンネル及び導水管を建設。2016年6月にイタリアCMC（土木エンジニア
リング請負）が中鉄の特殊掘削マシーン2台を調達、2018年3月に予定より1年早く
一部のトンネルが貫通

2
中国鉄建株式有限公司第一設計院（中国鉄建、
CRCC)

韓国Dohwa

ペルー・リマ（人口約900万人、世界最高の人口密集都市）の交通混雑を解消す
べく、地下鉄6ルートを計画、うち2号線建設プロジェクト監理を中国鉄建所属第一
設計院が韓国Dohwa及びペルー現地企業と受注、設計審査、車両製造審査、施
工監理等の総合コンサルティングサービスを提供（建設施工・運営はスペイン、イ
タリア、ペルーの7社のコンソーシアム）。中国企業の専門技術の経験及び業績と
韓国企業の管理・国際運営経験及び現地企業の法律・ビジネス環境等に即した
優位性が発揮された

3
中国能源建設集団有限公司（中国能建）広東火
電工程有限公司

マレーシアYTL Power International、エスト
ニアEesti Energia等

ヨルダン（オイルシェール貯蔵量約700億ｔ）での電力輸入依存問題解消のために
Attarat Power Company（広東省粤電集団、マレーシアYTL Power
International、エストニアエネルギー企業の共同出資）が建設するオイルシェール
CFB（循環流動床ボイラー）発電所のEPCを中国能建が担当。プロジェクト完成後
は毎年約3.5億ディナールのエネルギー支出を節約可能

4
中国通用技術（集団）控股有限責任公司（傘下の
中機公司）

日本・住友商事、三菱重工、米Black＆
Veatch

インドネシア・中ジャワ州の石炭火力発電プラント（１GW×２基)をBOOTにより実
施。日本の住友商事のEPC契約の下、住友商事は土木及びBOPの設計、調達、
据付、三菱重工は主機、発電機・ボイラー供給、据付、中国通用技術集団傘下の
中機公司と米Black＆Veatchの共同体が周辺機器供給、据付サービスを担当。イ
ンドネシアの電力需給問題を効果的に緩和

5
中国交通建設投資集団有限公司（中国交建
〔CCCC〕傘下の中国路橋公司〔CRBC〕）

ドイツGUAFF
モザンビーク・マプト－カテンベ（Maputo-Katembe)橋及び連絡道路。18年6月完
成。中国交建傘下の中国路橋公司がEPCにより建設、独GUAFFは設計コンサル
ティング、建設品質安全管理スーパーバイズを担当

6
中国電力建設集団有限公司（中国電建〔Power
China〕傘下の中国水電建設集団国際工程有限公
司）

スペインGrupo Puentes

エクアドル政府による病院や学校の建設を含む国民生活改善プログラムの一環
でグアヤキル病院（Guayaquil、Los Ceibos)(550床、160診療科・病理学実験室等）
プロジェクトの建設を中国電建傘下の中国水電建設集団国際工程有限公司がス
ペインのGrupo Puentesとの共同体で請負、14カ月で完成

7 中国東方電気集団有限公司 イタリアSalini-Impreilo

エチオピアの電力網整備とグレードアップ改造、再生可能エネルギー開発のニー
ズに基づくギルゲル・ギーベ（Gilgel Gibe）Ⅲ水力発電の整備につき、東方電気と
イタリアSalini-Impreiloが共同で請負い、東方電気は発電プラントの設計・製造・輸
送・据付を担当、イタリアSalini-Impreiloは土木担当

8 上海電気集団株式有限公司
米Bright Source Energy、スペイン
Empresarios Agrupados、Abengoa

ドバイ水電局開発によるソーラ・パークのフェーズⅣプロジェクトとしての太陽光発
電プラント（タワー＋トラフ式、950MW)建設（中国、UAE、サウジアラビアの合弁）
につき、上海電気はEPCを担当し、米Bright Source Energy、スペイン
Empresarios Agrupados、Abengoaとの共同体を形成

9
中国化工集団有限公司（傘下の藍星〔北京〕化工
機械有限公司、通称「藍星北機（BCMC)）」）

米IPP（米金融公社）

2017年、バングラディシュのソーダ産業の発展状況のもとで、同国SR社がソーダ
工場の中古設備調達による3万ｔソーダプラントを建設するに当たり、米IPP社、中
国化工集団有限公司（傘下の藍星〔北京〕化工機械有限公司とバングラディシュ
SR社が合作契約を締結、IPP社が米金融公社との協調融資を提供、藍星北機が
ソーダ工場のEPS(エンジニアリング・調達・テクニカルサービス）を担当

10 中国鉄建株式有限公司（CRCC) 豪Aurocon、英AFL

カタールのインフラ市場の潜在力は大きく、2022年FIFAワールドカップのメインス
タディアムとしてLusail Icomicスタディアム（92500人収容）を建設中。中国鉄建は
EPC契約により、スタディアムの設計、調達、施工、ワールドカップ後の改築設計
を担当 豪Aurocon社は設計の総請負、コンサルティング、管理、英AFL社は建
築を分担

11
中国機械工業集団有限公司（CAMCE）（傘下の中
工国際〔Sinomach〕）

イタリアDanieli

2018年、アゼルバイジャンの豊かな鉄鉱石資源を利用したGanja製鉄プラント（直
接還元鉄125万ｔ/年。11.7億ドル）建設において、中国機械工業集団傘下の中工
国際がアゼルバイジャン製鉄会社とEPC契約締結。2019年に中国とイタリア両国
元首のもとで中工国際は、イタリアDanieli集団とフルターンキーEPCプロジェクトに
係るDRIプラント等の設備調達契約締結、中工国際はボールユニット、冷間圧延
及び製鉄所全体のユーティリティも担当
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２）ガイドライン＆ケーススタディ概要 

（１／２頁） 
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12 招商局集団有限公司（CMG傘下のCMPort) 仏TL
2013年に招商局集団有限公司が仏TL社株式49％を買収、これを基に2015年に
CMG、CMA CGMとBR（一帯一路）沿線港湾への投資・運営に関する戦略提携。
ギリシャThessaloniki港への投資等

13 中国電力建設集団有限公司 カタールAMC

パキスタンの電力不足問題に対応すべく、2013年に中国電建とカタールAMC社は
パキスタン政府と「投資プロジェクト諒解覚書」を締結し、Qasim港石炭火力応急
発電所（660MW2基、総投資額21億ドル）を含む応急石炭火力発電所開発・建設
協力を明確化

14 中国石油天然ガス集団有限公司 ロシアNovartek、仏Total、日本企業等

中国石油天然ガス集団、シルクロード基金と仏Total、日本企業等との共同投資
によるロシアYamal LNGプロジェクト（2018年に江蘇省へ最初の海上輸送実現）の
建設。中国海洋石油工程株式公司（中国海洋石油集団有限公司傘下）がコアプ
ロセス・モジュール建造を請負。2018年11月に前期生産3ラインは1年前倒しで完
成・稼働

15 国家電網有限公司（SGCC) シンガポールSP（シンガポール・パワー）社

シンガポールSP社は豪市場に参入後、強力な同業パートナーとの共同投資を期
待。これを受けて、2012年に国家電網（SGCC)はシンガポールSPの豪エネルギー
資産の買収に着手し、14年SP資産60％、豪Ausgrid19.9％投資完了（28兆ドル）。
エネルギーネットワーク（北部から東部へのガス輸送管）プロジェクトへ共同投資

16 中国輸出信用保険公司（Sinosure)、中国銀行 イタリアENEL

2016年に中国輸出信用保険公司と中国銀行は、イタリア国家電力（ENEL）社と第
三国協力フレームワークに合意、イタリアENEL及び傘下のグリーンエネルギー社
への総額10億ドルまでの信用保険供与により 南米等での再生可能エネルギー
プロジェクトでの設備調達を支援。例：2018年末までにブラジルでの再生可能エネ
ルギープロジェクトへ330百万ドル融資支援（スペインSantander Bank協調融資）

17 中国輸出入銀行（China Eximbank） 日本国際協力銀行（JBIC)

2009年、中国輸出入銀行は日本国際協力銀行と中日企業の第三国輸出プロジェ
クト支援協力覚書調印、ドル、円融資により企業の資金調達コストとリスクを軽
減。第１例：ベトナムHai Phong火力発電所に関する四川東方設備と丸紅のコン
ソーシアムEPCプロジェクトへの協調融資。第2例：パプアニューギニアLNG上中
下流一体化プロジェクト、米エクソンモービル、豪サントス、日本石油鉱業等共同
開発、シンジケートローン方式により、China Eximbank、JBICのほか18民間銀行
参加

18 中国銀行 国際金融公社（IFC)
ガーナTema港は、西アフリカ最大の人造商用バースの一つ。同港のコンテナ港
拡張支援プロジェクトに関し、IFCが主幹事となって組成されたシンジケートローン
（IFC2億ドル）に、中国銀行は他の海外金融機関と共に4.7億ドル供与

19 中国遠洋海運集団有限公司（中遠海運、COSCO) 仏CMA CGM、エバグリーン、OOCL等

2017年に中遠海運は仏CMA、エバグリーン、OOCL等とグローバル海運アライア
ンスを形成。2018年末までに、米、カナダ、パナマ、英、独、蘭、ギリシャ、イタリ
ア、スペイン、日本、シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、スリランカ等をカ
バーするコンテナ輸送ライン39セット、586港湾間サービス、314船舶投入による
343万TEUコンテナ輸送

20 中国機械設備工程株式有限公司（CMEC) 米GE

2013年に、中国機械設備工程株式有限公司は、多様な市場のプロジェクト協力
を効果的に行うため、米GEと戦略協力了解覚書を締結し、広範な市場でのEPC、
コンソーシアム、共同投融資モデルに向けた協力を深化。パキスタン、ナイジェリ
ア、アンゴラ、ケニア、バングラディシュ、コートジボアール等での300万ｋW火力発
電所、新エネルギー、自動化等の建設、設備、技術供与等

21
山東魏橋創業集団有限公司（関係会社・宏橋集
団）

シンガポールWinning International Group
社

山東魏橋創業集団関連会社の宏橋集団は、ギニアの豊かなボーキサイト資源量
（世界の3分の2）とその未開発状況に鑑み、2010年に中国煙台港集団、シンガ
ポールWinning International Group社、ギニアUMS社との共同体を形成し、宏橋
集団がギニアのボーキサイト鉱山開発を主導、ギニアUMS社が陸路輸送、煙台
港集団が港湾運輸、シンガポールWinning International Group社が海運を担うア
ライアンスを実現。2019年4月までにSMB第１期鉱区、Katouguma港区、第2期
Dapilon港区等のインフラ完成（投資額５億ドル超）、5,000万トン/年輸出能力を形
成。

投
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（２／２頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 98 

７．第 11回日中省エネルギー・環境総合フォーラム 省エネ環境分野における  

日中の第三国市場協力分科会 アジェンダ 

 

（出所）日中経協ジャーナル 2018 年 2 月号所載「省エネ環境分野における日中の第三国市場協力分科会」 

アジェンダ及び関連情報。 

配分

13:30 ～ 13:40 (0:10)

13:40 ～ 13:50 (0:10)

13:50 ～ 14:00 (0:10)

14:00 ～ 14:10 (0:10)

14:10 ～ 14:20 (0:10)

14:20 ～ 14:30 (0:10)

14:30 ～ 14:40 (0:10)

14:40 ～ 14:50 (0:10)

14:50 ～ 15:10 (0:20)

15:10 ～ 15:30 (0:20)

15:30 ～ 15:40 (0:10)

15:40 ～ 15:50 (0:10)

15:50  ～ 16:00 (0:10)

16:00 ～ 16:10 (0:10)

16:10 ～ 16:20 (0:10)

16:20 ～ 16:40 (0:20)

16:40 ～ 16:50 (0:10)

16:50 ～ 17:20 (0:30) 自由交流、名刺交換

質疑応答

休憩

「トルコとパキスタン等第三国における日中双方による廃熱発電協力プロジェクト等の経験紹介」

中国国際工程集団有限公司 副総工程師
姚旦

「第三国における日中協力について」～火力水力発電プロジェクトを念頭に～
東芝エネルギーシステムズ株式会社
代表取締役社長 油谷好浩

総括発言（5分×2）

日本側：経済産業省 貿易経済協力局 総務課長 藤本武士
中国側：国家発展改革委員会 環資司総合処 処長 呂侃

「中国鋼鉄業の省エネ・環境保護発展の情勢とチャンス」

中国冶金工業規劃研究院
院長 李新創

「中国企業との第三国市場協力について」
三井物産株式会社
顧問 木下雅之

中日両国は「認証協力を強化し、国際市場を共同で開拓」

中国質量認証中心
経営発展部処長 徐少山

「中日双方で第三国市場を共同開発」

発展改革委員会
国際合作中心二部 責任者 牟雄兵

質疑応答
(国家発展改革委員会 能源研究所 研究員 戴彦徳 ショートコメントを含む)

「中国および第三国におけるCDQ設備普及状況の報告」

北京中日聯節能環保工程技術有限公司(新日鉄住金エンジニアリング中国合弁会社)
総経理 中馬泰彦

2017年12月24日（日） 於：ホテル椿山荘東京 タワー棟9階 アザレア

議長：

日本側：経済産業省 貿易経済協力局 総務課長 藤本武士

中国側：国家発改委 環資司総合処処長 呂侃

時 間 内 容 （敬称略） ※同時通訳

冒頭挨拶

日本側：経済産業省 貿易経済協力局 総務課長 藤本武士

中国側：国家発展改革委員会 環資司総合処 処長 呂侃

「長所を互いに補完し Win-Win連携で  共に世界生態文明の新たな時代をリードしよう」

国家節能中心
主任 徐強

「省エネルギー環境分野における日中の第三国市場協力(金融）」

みずほ銀行
執行役員 岡豊樹

「新たなチャンスを掴み、ともに新たな発展を」

中国節能環保集団公司
副総経理 李傑

「Win-Win-Winを目指す中国企業との第三国市場における取組み」
丸紅株式会社
顧問 矢島浩一

「光大国際のベトナムにおける省エネ環境保護投資の実践」

光大国際有限公司 ベトナム代表処 常駐代表 光大環保能源（エネルギー）有限公司
総経理 邵啓超
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８．第 1回日中第三国市場協力フォーラム エネルギー環境分科会 アジェンダ 

 

日    時: 2018 年 10 月 26 日 14:00—17:00 開催場所: 北京人民大会堂 西大庁 

司  会: 国家能源局国際合作司 副司長 安 豊全 

        資源エネルギー庁  国際資源エネルギー戦略統括 調整官 竹谷 厚 

14:00-14:14 開幕の挨拶(双方司会者) 

14:14-15:00 企業発表 （進行：安副司長） 

 

1.中国建材股分有限公司（発表者：総裁 彭 寿） 

2.丸紅株式会社（発表者：副社長 柿木真澄） 

「持続可能な地域社会の発展に向けた太陽光発電等エネルギーインフラ・環境分野

における協業」 

3.北京首都創業集団有限公司【環境保護技術】（発表者：副総経理  劉永政） 

4.千代田化工建設株式会社（発表者：社長 山東理二） 

「エネルギープラントの建設およびデジタル技術適用における日中協力」 

5.中石化煉化工程集団【精油と石油化学工業】（発表者：国際部 総経理 陳暁東） 

6.日揮株式会社（発表者：会長 佐藤雅之） 

「LNG 分野を中心とした戦略的な日中協力の可能性」 

15:00-15:20 質疑応答（20 分） （進行：安副司長） 

15:20-15:35 ティーブレイク（15 分） 

15:35-16:35 企業発表  （進行：竹谷調整官） 

 

1.JXTGエネルギー株式会社（発表者：常務執行役員 桑原 豊） 

「水素社会実現に向けた取組み」 

2.協鑫集団有限公司（発表者：副董事長 朱鈺峰） 

3.東芝エネルギーシステムズ株式会社（発表者：社長 畠澤 守） 

「水力発電の更なる連携と火力・地熱発電の協力について」 

4.晶科能源控股有限公司 （発表者：副総裁  銭晶） 

5.電源開発株式会社（発表者：社長 渡部肇史） 

「高効率火力発電をはじめとした発電事業の取組みについて」 

6.上海電气電站集団 （発表者：常務副総裁 呉煥琪） 

7.クボタ浄化槽システム株式会社（発表者：社長 萬 仁志） 

「中国における浄化槽分野での取組みや協力について」 

8.博天環境集団股分有限公司（発表者：総裁 呉堅） 

16:35-16:55 質疑応答（20 分） （進行：竹谷調整官） 

16:55-17:00 会議総括（双方司会者）  
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９．第 13 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム 日中長期貿易分科会   

アジェンダ 

 

（出所）日中経協ジャーナル 2020年 2月号所載「日中長期貿易分科会」アジェンダ及び関連情報。 

 

（了）

配分

13:30 ～ 13:40 (0:10)

13:40 ～ 13:50 (0:10)

13:50 ～ 14:00 (0:10)

14:00 ～ 14:15 (0:15)

14:15 ～ 14:30 (0:15)

14:30 ～ 14:45 (0:15)

14:45 ～ 15:00 (0:15)

15:00 ～ 15:10 (0:10)

15:10 ～ 15:25 (0:15)

15:25 ～ 15:40 (0:15)

15:40 ～ 15:55 (0:15)

15:55 ～ 16:10 (0:15)

16:10 ～ 16:25 (0:15)

16:25 ～ 16:40 (0:15)

16:40 ～ 16:45 (0:05)

2019年12月8日（日）13:30～17:00 於：ホテルニューオータニ 鳳凰（東）
主題：グローバルな水需要に対応するための日中協力
司会者：杉田定大 日中長期貿易協議委員会事務局長（日中経済協会専務理事）

時 間 内 容 （敬称略） ※同時通訳

北控水務 レジリエンス水資源システムの模索と実践
北控水務集団 高級副総裁  楊光

メタウォーター株式会社及び高速ろ過技術について
メタウォーター株式会社 海外本部 海外企画部  汪兆康

休憩

冒頭挨拶（5分×2）
【日本側】村山均 日中長期貿易協議委員会省エネ等技術交流促進部会 部会長

（電源開発株式会社 代表取締役副社長）
【中国側】宋先茂 中日長期貿易協議委員会 環境保護技術合作分会 副会長

（商務部対外貿易司 副司長）

水問題解決のための水リサイクル及び海水淡水化へのUF膜の適用について
旭化成分離膜装置（杭州）有限公司 副総経理・営業総監 張艱

水インフラ市場と日本の取組
経済産業省 製造産業局 国際ﾌﾟﾗﾝﾄ･ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ・水ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室 企画調整官  吉原美保

中国都市汚水処置と再利用の現状、問題点と傾向

華北設計研究総院有限公司 董事長  張毅

「グリーン デサリネイション」を考慮した、２１世紀における持続可能な逆浸透法海水淡水化につ
いて
東レ株式会社 フェロー 栗原優

中国都市生活汚水の処理とリサイクル政策システムと展望
国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 副処長  程慧強

質疑応答

総括発言
中日長期貿易協議委員会 環境保護技術合作分会 副会長 宋先茂

中国の非従来型水資源の利用と需要
北京市市政工程設計研究総院 元副総工程師  杭世珺

横河の海外水ビジネスおよび中東における事例紹介
横河電機株式会社 グローバル営業業種MK部 電力・水営業センター  伊延佳美

日立造船の水処理技術と日中協力事例の紹介
日立造船株式会社 水処理海外営業部  韓家駿

長江環保集団のご紹介
長江生態環保集団有限公司 総経理助理  翁文林



 

 


