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はじめに
米国発の金融危機は外需の落ち込みを中心に中国経済にも深刻な影響を及ぼしています。
こうした中、中国政府は、内需拡大を通じた景気の下支えを図るべく、４兆元（約 56 兆円）
の大型景気刺激策を発表、既に实施に移しています。加えて、「家電下郷政策」（農村地域
での家電普及促進策）などの消費促進策を通じた内需振興への取り組みも实施しています。
さらに、中長期的な発展に向けた基盤の確立といった観点から、主要 10 大産業の調整振
興計画も策定されています。
対中ビジネス展開を深化させている日本企業にとって、中国政府による景気刺激策の实
施状況や 10 大産業調整振興計画など、一連の景気刺激策に関わる情報収集を迅速に行うこ
とは、今後のビジネス展開を考える上で極めて重要といえます。
こうした観点から、本調査では、中国政府が实施中の景気刺激策の实施状況をレビュー
し、今後の見通しについて展望すると共に、日本企業のビジネスチャンスとリスクについ
ても現地日本企業へのヒアリング等を通じて考察しました。ご多忙中にもかかわらず、本
調査にご協力いただきました各企業の皆様にはお礼を申し上げます。
なお、本報告書には 10 大産業調整振興計画の全産業の翻訳を付けております。必要に応
じてご参照下さい。
本報告書が皆様の中国ビジネスのお役に立てれば幸甚に存じます。
2009 年８月

日本貿易振興機構（ジェトロ）
海外調査部 中国北アジア課
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本報告書で提供している情報、データ、訳文は、利用者の判断・責任においてご利用く
ださい。ジェトロでは、できるだけ正確な情報、データ、訳文の提供を心掛けておりま
すが、万が一、本報告書で提供した内容に関連して、利用者が不利益等を被る事態が生
じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。
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＜エグゼクティブ・サマリー＞
（１）４兆元の景気刺激策を背景とした好調な投資により経済は回復基調
・ 2008 年９月 15 日のリーマンショックを契機として、世界的な景気後退が急速に進
む中、中国政府は４兆元（約 56 兆円、2010 年まで）の大型景気刺激策を同年 11
月９日に発表した。中国の景気刺激策の柱は、①政府による大規模な投資、②広範
囲な産業の調整振興、③科学技術に対する大規模支援、④社会保障レベルの大幅な
引き上げである。
・ ４兆元の大型景気刺激策の資金配分は、「鉄道・道路・空港・電力などのインフラ
整備」（１兆 5,000 億元、シェア 37.5％）、「地震被災地域の災害復興のための各
種施策」（１兆元、シェア 25.0％）、「中低所得者層向けの社会保障的な住宅建設」
（4,000 億元、シェア 10.0％）、
「農村のインフラ整備」
（3,700 億元、シェア 9.3％）、
「自主イノベーションと構造改革」（3,700 億元、シェア 9.3％）、「生態環境整備」
（2,100 億元、シェア 5.3％）、「医療衛生・文化教育事業」
（1,500 億元、シェア
3.8％）となっており、インフラ関連投資が約８割を占めている。
・ 中国の 2009 年第１四半期の实質 GDP 成長率は前年同期比 6.1％と、四半期ベース
での統計が発表されている 1992 年以降では最低の伸び率を記録したが、
大型景気刺
激策の本格的な始動に伴い、第２四半期は同 7.9％に上昇、上半期では同 7.1％とな
った。項目別寄与度をみると、消費が 3.8 ポイント、投資が 6.2 ポイント、純輸出
がマイナス 2.9 ポイントとなっており、輸出が大幅に低迷する中、好調な投資の伸
びが経済成長を支えている構図が浮き彫りになった。实際、上半期の固定資産投資
の伸び率は同 33.5％にまで高まっている。
・ 大型景気刺激策を資金の内訳からみると、中央政府資金は 1 兆 1,800 億元で全体の
29.5％にすぎない。資金面からみれば、景気刺激策が实行されるためのカギは、中
央ではなく 70.5％を占める地方財政と銀行融資などの民間資金が握っている。資金
不足問題を抱える地方政府は、金融機関などからの資金調達を積極的に進めている
が、野放図な融資实行が銀行の不良債権増加につながるのではないかと懸念する向
きもある。これに対して、中国政府はプロジェクト融資に対するリスク管理を強化
する方針を示しており、銀行の融資スタンスが慎重さを増せば、下半期には固定資
産投資の伸びが鈍化する可能性も考えられる。
（２）調整振興計画の実行に伴い総体的には最悪期を脱しつつある産業界
・ インフラ関連投資を中心とした需要面からの対策と併せて、中国政府は供給面の対
策として、主要 10 大産業（鉄鋼、自動車、繊維、設備製造、造船、電子情報、軽工
業、石油化学、非鉄金属、物流）の調整振興計画（2009～11 年までの３年間）を策
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定した。同計画は、１年目は困難な状況に直面している業界を救済しつつ、その後
の２年間で、企業再編や技術革新により構造調整を図ることが方向性となっている。
・ 实際、産業調整振興計画では、金融危機から脱却のための緊急対策として、輸出入
税率の調整、消費刺激、金融支援などが複数の業種で採用されている。他方では、
構造調整に向けて、すべての産業で自主イノベーション能力の向上や合併・再編支
援が打ち出されている。立ち遅れた生産設備の淘汰も、鉄鋼、繊維、造船業、軽工
業、石油化学、非鉄金属で採用されている。他方では、設備製造業で国産設備の使
用を奨励する条項が盛り込まれるなど、保護主義的な動きを示唆するような政策も
出ており、今後の動向を注視する必要がある。
・ 産業調整振興計画の効果が特に強く現れているのは、自動車産業である。消費刺激
策が集中的に講じられたことで、1,600cc 以下の乗用車を中心に販売が好調である。
その他の産業についても、総体的には最悪期を脱しつつある状況にある。
・ なお、産業調整振興計画については、第 12 次五カ年規画（2011～2015 年）を前倒
しした内容との見方がある。つまり、金融危機の影響により、今後３年間を対象と
する新たな産業政策の策定が必要になったことから、次の五カ年規画に備えて練ら
れていた内容が今回の計画に援用されたということである。
今回の計画により、
2015
年頃までに、中国政府がどのような分野に注力するのかは見通しやすくなったとい
えよう。
・ 産業調整振興計画に対する日本企業の評価は、計画自体には目新しい部分が必ずし
もあるわけではなく、メリットも限定的とみる向きが多い。しかし、中国の産業政
策を短期・中長期の軸で捉え直し、そこから自社が得られるチャンスとリスクを整
理するには格好の材料となる。日本企業は同計画を分析した上で、自社の中国事業
を改めて再構築していくことも検討すべきであろう。
（３）内需拡大に向けて社会保障制度の整備が最大の課題に
・ この他、中国政府は内需拡大に向けた重要課題である消費拡大に向けて、
「家電下郷
政策」
（農村地域における家電普及促進策）
、
「以旧換新政策」
（古い商品の買換促進
策）
、
「節能恵民工程」
（省エネ製品販売促進キャンペーン）など、さまざまな消費促
進策を相次いで实施している。
・ しかし、中国での消費拡大において最大のボトルネックとなっているのが社会保障
制度の未整備である。中国政府は 09 年４月６日、医療保険制度など医薬衛生システ
ムの改革に向けた方針を発表したほか、
「社会保険法」の制定作業を進めているとこ
ろだが、消費拡大に向け、社会保障制度の早急な整備が求められている。
（中国北アジア課長 真家 陽一）
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第１章

本格的に始動した４兆元の大型景気刺激策

2008 年９月のリーマンショックを契機として、世界的景気後退が急速に進んだ。世界が
G20 のメッセージに注目する中、G20 会合（11 月）を前に中国政府は、４兆元（約 56 兆
円）という自国の GDP の 10％を優に超える大型景気刺激策を同月９日に発表した。
当時中国は、
「金融」危機の波及がほとんどなく世界経済回復のカギと期待されていたこ
とに加えて、こうした大規模な対策を打ち出した。中国の首脳は、
「世界を救うまでの力は
中国にはない、国内経済の立て直しに注力する」との考えを示してはいるものの、先進国
総崩れの世界経済情勢の下、中国への期待は大きい。本稿では期待の中核ともいうべき４
兆元の大型景気刺激策の概要と進捗、若干の見通しについて述べる。

１．４兆元の大型景気刺激策の概要
４兆元の大型景気刺激策は 2008 年 11 月５日の国務院常務委員会で实施が決まり、同月
27 日に国家発展改革委員会から各事業の大枞が示された。その後、2009 年３月６日に資金
配分の内訳の修正が行われた。このとき、「鉄道・道路・空港・電力などのインフラ整備の
加速」が減額される一方、
「中低所得者層向けの社会保障的な住宅建設の加速」、
「医療衛生・
文化教育事業の発展の加速」といった区分が増額され、やや民生重視へのシフトがみられ
たほか、
「自主的イノベーションと構造改革の加速」も増額となった。プロジェクトの概要
は、表１のとおりである。４兆元の大型景気刺激策について国家発展改革委員会は、
「2010
年まで年に１％GDP を押し上げ」
（08 年 11 月 24 日）とみている。
表１ ４兆元の大型景気刺激策の概要（１）
内需拡大のための10項目

規模＇08/11/5（

規模＇09/03/06（

①中低所得者層向けの社会保障的な住宅建設の加速

2,800億元

増額 4,000億元

②農村のインフラ整備の加速

3,700億元

3,700億元

③鉄道・道路・空港・電力などのインフラ整備の加速

1兆8,000億元 減額 1兆5,000億元

④医療衛生・文化教育事業の発展の加速
⑤生態環境整備の強化

⑥自主的イノベーションと構造改革の加速
⑦地震被災地域の災害復興のための各種施策の加速

400億元

増額 1,500億元

3,500億元

減額 2,100億元

1,600億元

増額 3,700億元

1兆

元

1兆

元

⑧都市部・農村部の住民所得の引き上げ
⑨全国・全業種における増値税改革の全面的実施＇企業負担
1,200億元の軽減。（
⑩金融面からの経済成長支援＇含：貸出総量規制撤廃（

（出所）国務院常務会議決定（2008 年 11 月５日）
、国家発展改革委員会（2009 年３月６日）
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２．４兆元の大型景気刺激策の進捗状況
国家発展改革委員会は 2009 年５月 22 日、中央政府投資プロジェクトの４月末時点での
進捗状況を発表した。４兆元の大型景気刺激策のうち 08 年第４四半期实施の 1,000 億元と
09 年に实施の 1,300 億元の事業の中身で、低所得者の生活と福祉の向上と、インフラ整備
で鉄道建設を優先させた様子がみてとれる。主な項目は、（１）保障性住宅建設、（２）農
民生活プロジェクトと農村基礎インフラ建設、（３）重要基礎インフラ建設、（４）医療衛
生、教育文化など社会事業、（５）生態環境建設、（６）自主イノベーションと構造調整、
の６つである。具体的には以下のとおりである。なおカッコ内は 09 年２月末時点の進捗状
況である。
（１）保障性住宅（低所得者の生活保障を目的とする住宅）建設
低賃料住宅の基本的完成 21 万 4,000 戸（19 万 1,000 戸）、着工 65 万戸（29 万 5,000 戸）
、
炭鉱の簡易住宅改造实施中 10 万戸（7 万 2,000 戸）、落盤地区住居の修理 12 万 9,000 戸、
国有林区域の簡易住宅改造 15 万 7,000 戸、国有開拓地域の簡易住宅約 8,500 戸・遊牧民定
住用住居 1 万 8,000 戸の着工。
（２）農民の生活プロジェクトと農村基礎インフラ建設
約 1,460 万人（500 万人）分の農村人口の飲料水の安全問題の解決、農村世帯用メタンガ
ス 160 万戸（151 万戸）分の建設着工、農村道約 2 万キロ・農村送電網各レベル変電施設
254 基・鉄道 4 万キロ余りの完成。
南水北調（長江の水を北方へ輸送）プロジェクトの工事の加速、450 近い重要水利プロジ
ェクト・290（65）の補修が必要とされる大中型ダム・193（40）の大型灌漑区の一体化と
節水改造プロジェクトの基本的完成、標準糧田（食料生産用の田畑）260 万ムー（1 ム―＝
666.7 平方メートル）余りの完成。
動物防疫システムプロジェクト 5,000 件、農産品品質検査設備 1 万 3,427 台の購入、食
品安全検査設備 28 万台、食糧乾燥設備 273 台、油脂油量缶 35 万トン、「以工代振」（労役
や仕事の付与をもって救済に代えること）と貧困者扶助プロジェクト 172 項目の完成、農
村郵便行政営業配達拠点 700 ヵ所の改築。
（３）重要基礎インフラ建設
ハルビン～大連線、武漢～広州線、南寧～広州線、貴州～広州線など一連の重要鉄道プ
ロジェクトの建設加速、高速道路 445 キロの完成、民用航空ターミナル 10 万平方キロ（８
万平方キロ）の完成、都市部送電網改造の加速。
（４）医療衛生、教育文化など社会事業
6,500（2,000）の基礎医療衛生サービスプロジェクト、1,140（560）の基礎計画出産サ
ービスプロジェクトと６大重要中国医学病院プロジェクト、農村初中校舎面積約 150 万平
方メートル（84 万平方メートル）の改造、中等職業学校校舎約 90 万平方メートル（42 万
3
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平方メートル）の完成、郷鎮総合文化ステーション 1,246 ヵ所の基本的完成。
（５）生態環境建設
営林造林面積 2,900 万ムー（800 万ムー）拡大の加速、汚水処理能力日量 283 万トン・
ごみ処理能力日量 3,155 トンの増加、下水管網 2,548 キロの敷設、
化学的酸素要求量
（COD）
削減量約６万 5,000 トンの増加。クロムかす約 32 万トン（同）の処理、標準炭 616 万トン
（99 万 5,000 トン）万トンの省エネ能力・1 億 2,000 万トンの節水能力・廃棄物のリサイ
クル能力 270 万トンの構築。
（６）自主イノベーションと構造調整
08 年に追加された中央政府投資の 176 のハイテク産業化プロジェクト、146 の産業技術
向上プロジェクトの推進の加速、中心プロジェクトの建設と設備の購入設置を既に实施。
09 年の 222 の電子情報産業振興と技術改造プロジェクト投資計画は既に指示。

３．今後の動向
2009 年４月末までに投じられた 2,300 億元は、中国経済にとって 08 年通年の名目 GDP
の 0.8％に相当する規模である。09 年に入ってからの都市部における固定資産投資の伸び
は、１～２月は前年同期比 26.5％増、１～３月は 28.6％増、１～４月は 30.5％増、１～５
月は 32.9％増、上半期は 33.6％増と次第に高まっている。中国の輸出は 2009 年上半期、
前年同期比約２割減と、年初の識者の予想を大幅に上回る低迷となっているが、好調な投
資の伸びが中国の成長を支えている。
もっとも、年初来の固定資産投資の好調について、持続可能性を疑問視する向きもある。
その理由として挙げられるのは、地方政府の資金不足の問題である。投資プロジェクトに
は、中央財政、地方財政、その他の資金が投入される。うち地方については、①中央から
の資金が届いているにもかかわらず、地方側の事務手続きが遅れてプロジェクトが实施で
きない、②地方が行うプロジェクトの公開入札は实施までに 70 日ほどが必要になる、③地
方政府の資金が不足している、などの問題点が指摘されている（中国紙「経済観察報」2009
年５月 25 日付）
。特に「③地方政府の資金の不足」については５月 18 日、国家審計処の調
査結果が発表されている。これは４兆元の大型景気刺激策に限定した調査ではないが、中
国の公共事業について、09 年３月末の時点で 18 の省・自治区・直轄市の 335 のプロジェ
クトを調べたところ、中央政府資金の充足率が 94％であるのに対し、地方政府資金につい
ては 48％にとどまったという。
４兆元の大型景気刺激策を資金の内訳からみると、中央政府資金は１兆 1,800 億元で全
体の 29.5％にすぎない。資金面からみれば、４兆元の対策規模がフルに实行されるための
カギは、中央ではなく 70.5％を占める地方財政と銀行融資などの民間資金が握っている（表
２）
。
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表２ ４兆元の大型景気刺激策の概要（２）
投資負担

国

1兆1,800億元

地方

1兆2,500億元

その他＇国有銀行、民間企業など（

1兆5,700億元

（出所）国務院常務会議決定（2008 年 11 月５日）
地方政府は銀行から直接融資を受けることが出来ないため、傘下の開発投資会社を通じ
資金調達を行うことが多いという。開発投資会社については、損失を地方政府が補填して
おり实質赤字というケースが多いとの指摘もある。北京の有識者は、
「銀行融資は短期的な
処置であり、返済のことを考えるならば、地方債の発行額を拡大すべきである。地方債を
更に発行した方がリスクは小さい」と指摘している。
財政部は 2009 年３月 17 日、地方政府の資金不足を補うための一つの方法として、総額
2,000 億元の地方債の発行を決定した。表３は各地方政府に配分される地方債額である。金
額は省・自治区・市ごとに大きく異なる。もっとも、北京の有識者によれば「地方債を発
行しても資金はまったく足りない状況で、地方政府は商業銀行、国家開発銀行および外国
の金融機関などから必死になって資金を集めている」という。
表３ 地方債の各地域別配分額
省・自治区・直轄市
地方債の配分額
省・自治区・直轄市
陜西省
四川省
180
広東省
109
江西省
黒龍江省
河南省
88
江蘇省
84
河北省
雲南省
84
重慶市
浙江省
82
内蒙古自治区
湖南省
82
北京市
湖北省
81 新疆ウイグル自治区
吉林省
安徽省
77
山西省
上海市
76
山東省
70
寧夏回族自治区
遼寧省
66
海南省
青海省
広西チワン族自治区
65
甘粛省
65
福建省
貴州省
64
天津市
＇注１（チベット自治区は未発表
合計
＇出所（財政部ウェブサイト、中国債券信息網に基づき作成

＇億元（
地方債の配分額
63
62
60
60
58
57
56
55
55
53
30
29
29
34
26
2,000

地方政府の資金不足の問題に関し注目されるのは、国務院が 2009 年５月 25 日付で発表
した「国務院固定資産投資プロジェクト資本金比率の調整に関する通知」
（国発[2009]27 号）
である。ここで国務院は、固定資産資本金比率の引き下げを決定した。ここでいう資本金
比率とは、固定資産投資プロジェクトの３つの資金源（中央財政、地方財政、その他の資
金）に占める中央・地方財政資金の比率である。地方政府の資金不足により執行の遅れが
生じ、これまでのような固定資産投資の高い伸びが維持できなくなる可能性は否定できな
5
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いものの、資本金比率が引き下げられたことにより、地方政府資金の不足が生じていたプ
ロジェクトに民間資金を導入できれば实施が可能となる。
野放図な融資实行が銀行の不良債権増につながると懸念する声もある。この点に関し中
国銀行業監督管理委員会は 09 年７月 18 日、融資業務のリスク管理に力を入れプロジェク
ト融資の健全な発展を促すべく「プロジェクト融資業務の手引き」（銀監発[2009]71 号）
を発表した。さらに同月 23 日、３カ月後の施行を展望して「固定資産融資管理暫行弁法」
を発表、業務拡大偏重ではなく、リスク把握、貸出实行後の管理精度向上を促した。
2009 年６月４日の財政部の発表によれば、５月末時点で、2009 年の中国政府の公共投資
予算 9,080 億元の 61.9％にあたる 5,620 億元の予算執行が決まっている。このうち 1,635
億元は鉄道、道路などのインフラ建設、1,381 億元は農村民生プロジェクト、427 億元は住
居補修プロジェクト、412 億元は企業の技術革新資金へあてられることとなっている。財政
部は、引き続き公共投資予算の实行を早め、内需拡大政策の効果を高めると述べている。
2009 年上半期、中国の固定資産投資の伸びは前年同期比 33.5％に達している。この伸び
を支えたのが４兆元の大型景気刺激策であることは衆目の一致するところである。４兆元
の大型景気刺激策の今後については、地方財政の資金不足が懸念された。しかし、地方債
発行に加え、プロジェクト資本金比率も引き下げられ、地方政府の資金不足による腰折れ
については回遾されつつあるようだ。とはいえ、プロジェクトへの融資については、政府
の方針としてリスク管理強化の方針が示されている。固定資産投資の伸びは、今年一年を
振り返れば高い伸びが期待されるが、プロジェクト融資に対する銀行の姿勢が慎重さを増
すことにより、下半期には加速が鈍化するといった展開も考えられよう。
（北京センター 箱崎 大、清水 顕司）
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（コラム）中国の景気刺激策の韓国企業への影響
韓国にとって中国は最大の貿易相手国であり、最大の直接投資先でもある。在中国の韓国企
業や識者へのヒアリングや各種資料を通じ韓国企業への景気対策の影響を調べたところ、中国
の景気対策からの直接的なメリットは、乗用車や携帯電話の販売増加、液晶デバイスの対中輸
出増加以外にはなかなか得られていないとの見方が強い。また、金融危機の影響で中国の先進
国向け輸出の伸びの鈍化に伴い、中国で完成品を組み立てる韓国企業向けの中間財を中心とし
た韓国から中国への輸出も減尐している。今後の見通しについては、景気対策が中国の内需活
性化をもたらすことで、韓国企業の製品の販売が増加することへの期待が聞かれた。
＜世界金融危機の影響で輸出狙いの進出企業の経営は厳しさを増す＞
2009 年 3 月末時点の累計でみると、韓国から中国への直接投資額（实行ベース）は 269 億ド
ルであった。そのうち山東省向けが 64 億ドル、次いで江蘇省向けが 57 億ドルで、この２省へ
の投資額のシェアは 45％を占めている。山東省には 90 年代前半から中小企業や個人事業者が
加工貿易を行う労働集約型の投資が多いのに対し、江蘇省には 2000 年前後からエレクトロニク
スなど技術集約型で中国市場を狙う企業が多い、という特徴がある。
中国で操業する韓国企業は、国内市場狙いよりも、中間財を主として韓国から輸入し、中国
内で完成品を製造し、米国や日本、韓国に輸出する企業の方が多い。これら企業は、2008 年の
労働契約法施行により低賃金のメリットが低下し、経営状況が悪化していた中で世界的金融危
機に直面、輸出先の景気悪化に伴い経営環境が一層厳しくなっている。青島と威海で 2009 年２
月に企業訪問を实施した韓国人研究者は「企業は半分冬眠状態」「売上が前年同期比 50～70％
減尐したという企業が多かった」という。
他方、広東省への進出企業は内需向けが多く、マイナスの影響は尐ない。同じ研究者が６月
に訪問した際には、大企業の売上が回復しつつあり、納品企業への発注も増えていたとのこと
であった。
韓国にとり中国は 2003 年以降最大の輸出先であり、2008 年の対中輸出額は 914 億ドルで、
対世界輸出の 21.7％を占めた。しかし中国の輸出不振により、韓国から中国への中間財輸出は
減尐している。
その影響で、
韓国の対中輸出の伸び率は 07 年の 18.0％から 08 年は前年比 11.5％
と鈍化し、09 年上半期（１～６月）は前年同期比 22.5％減まで下がった。
＜景気対策によるメリットは自動車や携帯電話などに限られる＞
景気対策が实施されているが、韓国企業が直接のメリットを享受している分野は尐ない、と
いうのが、在中国の韓国企業・関係者に共通の見方であった。４兆元の大型景気刺激策の主な
対象は、鉄道を始めとしたインフラ関連分野や住宅建設、四川省の災害復興であり、实際の事
業を受けるのは中国企業であるという見方が強い。韓国企業にとっては、直接にインフラ開発
を担うのではなく、掘削機など周辺設備・装備を売り込む機会になるという期待もあったが、
7
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实際にビジネスチャンスを得ている韓国企業は尐ない、と関係者は口をそろえた。
個別の景気対策のうち、排気量 1,600cc 以下の乗用車の車両購入税時限的引き下げについて
は、現代自動車のエラントラ 1,600cc クラスの販売が好調である。家電下郷に関しては、サム
スン電子や LG 電子の携帯電話が価格を下げるなどして販売を伸ばし、売り上げ自体は前年に
比べ 80～90％にとどまっているもののシェアはモトローラやソニーエリクソンを上回ったと
いう。また、テレビやモニター用の液晶デバイスの対中輸出は、09 年上半期に前年同期比 44.1％
増加し 50 億ドルを超えた。しかし、この他の分野では、メリットはほとんど得られていない。
家電下郷については、対象品目の価格帯が低く、中国メーカーなら対応ができるが、韓国企業
の主力製品とは価格帯が合わないという見方が強い。
＜内需が活性化することで韓国企業にもチャンスが＞
中国の景気対策について、現時点では韓国企業に対し直接的なメリットは尐ないが、対策の
効果が出て内需市場が活性化されることにより韓国企業にチャンスが出てくるだろう、との見
方が多かった。
インフラ関連プロジェクトがさらに实施されれば、掘削機（斗山インフラコアや現代重工業）
の販売増加が期待できる。また、車両購入税の引き下げは 09 年末までなので、乗用車（現代自
動車、起亜自動車）や自動車用資材の販売も引き続き伸びる可能性がある。
ただ、液晶デバイスの対中輸出は伸びているが、中国と台湾の関係が改善していることから、
中国企業が韓国と台湾が競合するこうした品目の調達先を韓国から台湾に変更するのではない
か、との懸念も出ている。
図

北京現代自動車エラントラの販売台数推移

（単位：台）
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（出所）フォーイン「中国自動車調査月報」2009 年 7 月号
（中国北アジア課 松尾 修二）
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第２章

10 大産業の調整振興計画に向けた動き

１.総論
2008 年の中国は、経済が過熱から減速に大きく振れた。輸出の不振が色濃くなる中、増
値税還付率の引き下げや加工貿易の制限が棚上げされていった。９月のリーマンショック
を契機に不況色が強まると、利下げ、預金準備率の引き下げも实施され、11 月には４兆元
の大型景気刺激策が打ち出された。
年が改まり、2009 年 1 月から２月にかけ、10 大産業調整振興計画の概要が次々に発表さ
れた。同計画は景気後退が色濃くなる中でアナウンスされたため景気刺激への期待が膨ら
んだが、内容としては以前から言われていた産業再編が大きな部分を占めた。
（１）一連の経済対策における 10 大産業調整振興計画の位置づけ
４兆元の大型景気刺激対策がインフラ投資、災害復旧など需要面中心となっているのに
対し、産業調整振興計画は工業分野、供給サイドへの対応策となっている。そうした点で
これらの経済対策は補完的といえる。現地での注目度は、４兆元の大型景気刺激策の方が
圧倒的に高い。
同計画の制定の目的をみると、全ての計画前文に、
「国際金融危機の影響に対応するため、
経済成長の維持と内需拡大、構造調整を实現する」とある。また各産業とも、
「安定的発展」
の实現と「構造調整の推進」を目指している。
国務院関係者は産業調整振興計画の特徴として、①長期と短期の対策を合わせて实施す
ること、②成長の維持と構造調整を合わせて实施することを挙げる。タイムスケジュール
としては、３年（2009～11 年）の計画であり、初年度は困難な状況に直面している業界の
救済、２、３年度は産業構造調整が中心であるとしている。
（２）産業別にみた重要性
当初この調整振興計画の対象は「9 大産業」であり、鉄鋼、自動車、造船、石油化学、軽
工業、紡績、非鉄金属、設備製造業、電子情報産業とされていた。9 大産業のプロフィール
として国営通信社・新華社が報じているのは以下の点である。９業種という尐ない括りな
がら、経済、税収、雇用などの点で影響は大きい。
経済規模・・・2007 年の工業生産（付加価値額）の 80％に迫り GDP の３分の１を占め
る。
税収への貢献・・・2007 年の国の税収４兆 5,600 億元の 37.4％、１兆 7,000 億元を納
付。
雇用への貢献・・・農民工を除く都市部就業人口は 3,615 万 6,000 人で 30％を占める。
10
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三農問題・・・軽工業の食品・製紙・家電等の産業、および２億人の農民市場をカバー。
軽工業だけでも、農民工 2,000 万人を吸収。
ところで、計画を論じる立場から見ると、10 の産業は、自動車、鉄鋼、繊維、造船とい
ったオーソドックスな分類に属するものと、電子情報産業（IT）、設備製造業、軽工業など、
製造品目が極めて広く分析上の困難も大きなものとが混在し、分類のレベルには疑問も感
じる。後者は、一企業は当然、一業界団体といえどもカバーできる業種ではない。また、
物流業だけサービス業なのも奇妙である。各産業はどのような観点で重要と認定され選ば
れたのだろうか。計画前文を基にまとめてみた。
結論を先取りすれば、業種の選定は、他の産業との関連の広さが考慮されているものの
一律の経済的な数値基準というよりも、国防上の重要性、消費のけん引役としての期待、
輸出の増加、三農問題への対応など、現下の中国の経済情勢に対する政府の問題意識を反
映したものといえそうだ。
① 鉄鋼産業
工業製品から構築物まで、最も広範に用いられる金属が鉄である。各方面への波及効果
が大きく他産業との関連性が高い。消費を大きく牽引し、経済建設、税収、国防、雇用面
で重要な役割を担う産業と位置付けられている。
② 自動車産業
長大な産業チェーンを形成している上、相互の関連性が高い。雇用のすそ野が広く、消
費促進効果も大きい。調整振興計画では、自主イノベーション能力の強化と、産業モデル
の転換が強調されている。
③ 繊維産業
以前から中国の主要産業であり、国際競争力が高い。重要な「民生産業」と位置付けら
れている。調整振興計画では、輸出拡大、雇用吸収、農村住民の増収、都市化促進等の点
で期待が大きい。
④ 設備製造業
国民経済の各業界に技術装置および設備を提供する戦略性を備えた産業と位置付けられ
ている。他産業との関連性、就業促進効果が高い。技術および資本の集約性も強く、産業
高度化、技術進歩の要である。国産化率の向上を目指している点が注目される。
⑤ 造船業
日本で造船業が国民経済の中核を担ったのは以前のことであるが、今日の中国で造船業
は、水運業、海洋開発および国防建設事業に必要な船舶および技術設備を提供する総合産
業と位置付けられている。鉄鋼、石油化学、軽工業、紡績、設備製造、電子情報等の重点
産業の発展と輸出拡大に対して大きな促進作用を有する。

11
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⑥ 電子情報産業
電子情報産業は今日、世界における経済・社会発展の重要な原動力であり、調整振興計
画では、国民経済を戦略的かつ基礎的に発展させ、将来へ先導する中核産業との期待を担
っている。また、雇用・経済成長の促進、産業構造の調整、発展モデルの転換および国家
安全保障上、重要とされている。
⑦ 軽工業
雇用拡大、「三農（農業、農村、農民）」問題への対応等、重要な役割を担っている産業
である。
⑧ 石油化学工業
資源・資金・技術が集中し、他産業との関連性も高く、規模の大きな産業である。製品
が国民経済、国民の生活、国防などそれぞれの分野で広く利用されており、関連産業のレ
ベルアップ促進や経済成長の牽引効果などを左右する。
⑨ 非鉄金属業
銅、アルミ、亜鉛といった日用品でも目にするもののみならず、中国が保有する資源の
動向が注目されるレアメタルも、この産業がカバーしている。製品の種類が多く応用分野
も広い重要な基礎原材料産業である。他産業との関連性も高い。国防の充实にも重要と位
置付けられている。
⑩ 物流業
10 大産業唯一のサービス業である。運輸業・倉庫保管業・貨物運送代行業・情報業等含
まれる。国民経済の重要な構成部分であり、関連する分野が広く、就業人数も多い。また
生産の促進や消費に対する牽引効果が大きく、産業構造調整の促進、経済発展方法の転換、
国民経済競争力の増強等の面で重要とされている。
なお物流業はサービス業ではあるが、JIT（ジャスト・イン･タイム）やミルクランが行
われる先進的な生産現場にとって不可欠な存在である。工業を主体とする調整振興計画の
中で物流業が選ばれたのも、そうした点を考慮したものと思われる。
（３）調整振興計画の政策措置とその効果
各産業の調整振興計画は政策措置として７～12 項目を挙げている。詳細は表のとおりで
ある。複数業種に採用されている政策ツールとして主なもの挙げると、供給サイドの政策
措置としては、合併再編支援が、物流業を除くすべての産業で打ち出されている。立ち遅
れた生産設備の淘汰も、鉄鋼産業、造船業、軽工業、非鉄金属業で採用されている。需要
面については、輸出入の税率の調整、消費刺激、買い上げ、金融支援などが複数の業種で
採用されている。これらは金融危機から脱却のための緊急対策とみることができるだろう。
設備製造業のように、
「国産第一号（基）設備使用の奨励」といったユニークなインセンテ
ィブもある。
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表 調整振興計画の政策措置
鉄
鋼
産
業
自
動
車
産
業
繊
維
産
業
設
備
製
造
業

造
船
業

＇1（1部の製品に対
する輸出入税率の
調整。
＇７（建築工事用鋼
材の基準を引き上
げる。
＇1（乗用車購入税減
税
＇7（都市における道
路交通システムの構
築
＇1（紡績製品の輸出
税還付率の引き上
げ継続。
＇7（紡績機業の負担
軽減。
＇1（増値税転換政策
の効果を発揮させ
る。
＇7（企業の吸収合併
および再編を推進す
る。
＇1（生産・経営に対
する銀行貸付支援
の強化
＇7（企業の合併・再
編政策措置の整備

報 電 ＇1（内需拡大措置を
産 子 確実に実行
業 情 ＇7（自主イノベーショ
ン能力構築の強化
＇1（「家電下郷」政策
軽 の手当支給対象品
工 目をさらに拡大す
業 ＇7（中小企業支援に
大いに注力する。
石
油
化
学
工
業
非
鉄
金
属
業

物
流
業

＇2（ 公平貿易政策を ＇3（技術の進歩と技 ＇4（立ち遅れた生産
実施する。
術改良への投資を 設備の廃止メカニズ
拡大する。
ムを万全にする。
＇8（鉄鋼産業と鉄鋼 ＇9（融資支援・融資 ＇10（グローバル化
関連産業の調和の 制限政策を引き続き 戦略を積極的に実
取れた発展を実現 実施する。
施する。
＇2（「汽車下郷」＇農 ＇3（旧車の廃車・買 ＇4（自動車購入を制
村部での自動車購 い替えの促進
限する不合理な規
入に対する補助金
定の整理・撤廃
の支給（の展開
＇8（自動車企業の再 ＇9（技術進歩と技術 ＇10（省エネ・新エネ
編政策を万全とする 改良に対する投資 ルギー車の使用普
への注力
及
＇2（綿花・生糸の買 ＇3（技術進歩と技術 ＇4（国内消費のさら
上に注力。
改革への投資に注 なる拡大。
力。
＇8（中小紡績企業へ ＇9（産業政策による ＇10（業界団体＇商
の補助力度を拡大。 指導の強化。
会（の役割発揮。
＇2（投資プロジェクト ＇3（国産第1号＇基（ ＇4（技術の進歩およ
の設備購入管理を 設備の使用を奨励 び改良に対する投
強化する。
する。
資を拡大する。
＇8（省エネ製品に対 ＇9（産業情報の公開 ＇10（製品の検査・測
する補助金および農 制度を確立する。
定機関および認証
機具の購入に対す
機関の設立・整備を
る補助金政策を実
支援する。
＇2（輸出船舶の発注 ＇3（棄船購入の奨励 ＇4（国内船舶市場に
側に対する銀行貸
おけるニーズの拡大
付額の増加
＇8（研究開発および
技術改良に対する
投入の強化
＇2（国による投資の ＇3（政策的支援の強 ＇4（投融資環境を万
拡大
化
全にする
＇2（軽工業製品の税
還付率の1部引き上
げを行う。
＇8（産業政策による
誘導の強化。

＇1（化学肥料備蓄メ ＇2（石油製品備蓄の
カニズムの整備。
実施を急ぐ。
＇7（公平な課税政策 ＇8（企業の再編と合
を実施する。
併を推進する。
＇1（輸出課税政策を ＇2（国家備蓄メカニ
整備する。
ズムを構築する。
＇7（産業政策を修正 ＇8（資源を合理的に
し充実させる。
配置する。

＇1（組織および調整
作業の強化
＇7（物流業の対外開
放と国際提携の継
続的推進

＇2（物流管理体制の
改革
＇8（物流人材育成の
加速

＇5（企業の再編政策 ＇6（鉄鋼産業政策を
を万全にする。
適時に改定する。
＇11（産業情報公開
制度を構築する。

＇12（産業協会＇商
会（の効果を発揮す
る。
＇5（自動車購入ロー ＇6（中古車市場の標
ンの促進ならびに標 準化ならびに発展促
準化
進
＇11（「自動車産業発
展政策」の遂行と万
全化
＇5（企業の合併・再 ＇6（紡績企業への金
編実施を奨励。
融支援を拡大。

＇5（設備製品の輸出 ＇6（税金特恵政策を
を支援する。
調整する。

＇5（老朽船・旧式船 ＇6（生産設備の新規
舶および単船殻タン 増加に対する厳格な
カーの淘汰処分の コントロール

＇5（優良企業による ＇6（国際市場のさら
合併・再編の支援
なる開拓

＇3（加工貿易目録の ＇4（農業関連製品の ＇5（技術イノベーショ
調整。
貯蔵問題の解決。
ンと技術改良の強化
に努める。
＇9（合併・再編およ ＇10（業界団体にそ
び立ち遅れた生産
の役割を発揮させ
設備の淘汰を奨励 る。
＇3（融資政策による ＇4（精製石油製品の ＇5（技術改良への資
支援を強化する。
価格決定メカニズム 金投入を拡大する。
を整備する。
＇9（産業発展政策を ＇10（法に基づいて、
整備する。
アンチダンピングや
密輸取締りなどの業
務を着実に実施す
＇3（技術の進歩およ ＇4（電力直接調達モ ＇5（企業再編政策を
び改良に対する資
デル事業を展開す 充実させる。
金投入を拡大する。 る。
＇9（保護と抑制の機 ＇10（省エネ・排出削 ＇11（産業情報の交
能を兼備した融資政 減および立ち遅れた 流および公開制度を
策の実施を継続す 生産設備の淘汰に 構築する。
る。
関する問責制を厳格
に実行する。
＇3（物流政策法規シ ＇4（特別計画の制定 ＇5（物流業に対する
ステムの整備
実行
投資ルートの増加
＇9（業界社団組織の
整備および機能強
化

＇6（金融支援にさら
に注力する。

＇6（海外資源の開発
を支援する。

＇6（「走出去」＇企業
の海外進出（を支援
する。
＇12（業界団体＇商
会（にその役割を発
揮させる。
＇6（物流統計指標シ
ステムの整備

（出所）各産業の調整振興計画より作成
計画としては、まず需要サイド、その後供給サイドに対応の重点が移るものと思われる。
現在行われている需要サイドの対応策が効果を発揮しているかをみると、強く感じられる
のは、自動車産業の回復である。自動車産業については消費刺激策が集中的に講じられて
おり、实際、1,600cc 以下の乗用車を中心に販売が好調である。今の中国の景気回復は、内
需の堅調と極端な輸出不振が同居しており、内需型産業である自動車産業に回復の様相が
最も顕著に表れたかたちとなっている。その他については特に目立ったものはなく、ほぼ
産業横断的に、全般的に最悪期を脱しつつある状況かと思われる。
今後やや時間をおいて、供給面での対策である企業の合併再編や立ち遅れた生産能力の
13
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淘汰などに焦点が移るものとみられる。いわば業界内のリストラである。この課題は従来
からあり、今日まで解決をみていない問題ともいえる。このリストラの難しさについて、
素材産業の業界団体から、雇用や税収の観点から見ると淘汰には地元の抵抗が付きもので
あり、残すものと淘汰されるものの境界、基準を明確にすることが、準備として必要との
指摘があった。この点は、リストラが業種横断的な課題となっている点で、今後の重要な
ポイントといえるのではないだろうか。
（北京センター

箱崎

大）
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２．鉄鋼産業
（１）産業動向
①直近の鉄鋼生産動向
中国は、粗鋼生産量で 1996 年以降 13 年連続世界第１位であり、08 年における生産量は
５億 92 万トンと、世界の粗鋼生産に占めるシェアは 37.8％に達した。しかし、世界的な金
融危機の影響を受け、08 年の伸びは前年比 2.4％増と伸び悩んだ。特にリーマンショック
以降は、鋼材そのものの輸出に加え、家電、自動車など、製品に加工された形の間接輸出
が大幅に減尐したことが、生産量にも大きな影響を与えた。

表１ 中国の鉄鋼生産推移
銑鉄
粗鋼
年
生産量
伸び率
生産量
伸び率
00
13,101
4.5
12,850
3.4
01
15,554
18.7
15,163
18.0
02
17,085
9.8
18,237
20.3
03
21,367
25.1
22,234
21.9
04
26,831
25.6
28,291
27.2
05
34,375
28.1
35,324
24.9
06
41,245
20.0
41,915
18.7
07
47,652
15.5
48,929
16.7
08
47,067
-1.2
50,092
2.4
09 上半期 25,880
5.6
26,658
1.2
＇出所（中国統計摘要、中国国家統計局発表

＇単位：万トン、％（
鋼材
生産量
伸び率
13,146
8.6
16,068
22.2
19,252
19.8
24,108
25.2
31,976
32.6
37,771
18.1
46,893
24.2
56,561
20.6
58,488
3.4
31,648
5.7

月別の粗鋼生産量の推移をみると、08 年９月以降生産量は前年同月割れし、11 月には
3,519 万トンにまで落ち込んだ。しかし、中国政府が 08 年 11 月９日に発表した４兆元の景
気刺激策が、09 年３月の全国人民代表大会（全人代）以降本格实施に移されたことが奏功、
鉄鋼需要は底入れし、６月単月の粗鋼生産量は前年比 6.0％増の 4,942 万トン、鋼材生産量
は前年同月比 14.0％増の 6,162 万トンと、いずれも単月ベースで過去最高を記録した。
これにより、
09 年上半期における粗鋼生産量は前年同期比 1.2％増の２億 6,658 万トン、
鋼材生産量は同 5.7％増の３億 1,648 万トンとなった。鉄鋼関連の業界団体である中国鋼鉄
工業協会（以下、協会）は７月 31 日、上半期の生産の趨勢を勘案すると、通年の生産量は
５億 3,500 万トンに達すると分析している。これは、鉄鋼産業調整振興計画にて示された
４億 6,000 万トンや昨年の实績（５億 92 万トン）を大きく上回る生産量である。協会は、
08 年時点での中国国内における粗鋼生産能力が６億 6,000 万トンである一方、見掛消費量
（生産量＋輸入量－輸出量）は４億 5,300 万トンにすぎず、過剰な状態にある生産能力は
２億 700 万トンに達していると分析している。
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表２ 中国の銑鉄・粗鋼・鋼材の生産量推移
＇単位：万トン、％（
銑鉄
粗鋼
鋼材
生産量
伸び率
生産量
伸び率
生産量
伸び率
1月
2月
3,754
10.1
3,888
7.0
4,313
12.2
3月
8.8
4,487
11.5
5,237
12.4
4月
4,127
9.1
4,468
10.2
5,161
11.7
5月
4,304
8.2
4,601
10.5
5,338
13.6
6月
4,339
6.9
4,694
10.2
5,387
11.0
2008年
7月
4,198
4.9
4,489
7.5
5,101
7.0
8月
4,005
-1.5
4,257
1.3
4,780
-0.2
9月
3,755
-6.1
3,961
-9.1
4,592
-5.5
10月
3,413
-16.8
3,590
-17.0
4,293
-12.4
11月
3,352
-16.2
3,519
-12.4
4,230
-11.0
12月
3,623
-9.4
3,779
-10.5
4,882
-1.7
１月
２月
3,957
8.3
4,042
4.9
4,613
8.3
３月
4,322
3.9
4,510
-0.3
5,309
1.2
2009年
４月
4,163
0.4
4,341
-3.9
5,291
2.6
５月
4,543
6.0
4,646
0.6
5,729
7.4
６月
4,753
11.2
4,942
6.0
6,162
14.0
＇注（生産量は中国側が発表した伸び率であり、前年同月の生産量で割り戻して算出し
た伸び率とは一致しない。
＇出所（中国経済景気月報各月版
②余剰感の強まる鋼板類
鋼材は大きく、家電・自動車用部材に用いられる板材（鋼板類）と、建設用に用いられ
る棒鋼、線材（条鋼類）に分類される。鉄鋼産業の高度化に伴い、これまでは鋼材生産に
占める鋼板類のシェアが一貫して上昇する傾向が続いてきた。しかし、金融危機以降は、
世界的な需要の下落により、鋼板類を主に使用する家電などの輸出が減尐、鋼材自体の需
要も減尐した。
鋼板類については、中国政府が鉄鋼産業の高度化を目指し、生産能力の拡大を後押しし
てきたこともあり、ここ数年で生産能力は急増した。しかし、世界的な金融危機の影響は、
機械・電気製品など中国の主力品目の輸出に大きな影響を与える結果となった。これによ
り、鋼材の需要の伸びは大幅に下落した。09 年上半期の見掛消費量は前年同月比 4.6％増
の 1 億 3,599 万トンと微増にとどまったほか、生産量は同 2.7％減の１億 3,256 万トンと前
年比減尐した。中国政府が 09 年１月 20 日から实施している 1,600CC 以下の乗用車購入税
の減税（10％→５％）は鋼板需要の拡大を後押しし、自動車用鋼板の生産量は同 261.3％増
の 83 万 200 トンと大幅に増加したが、
「鋼材生産に占める自動車向けの比率は５％程度」
との見方もあり、自動車の生産増大が、鋼板需要全体を押し上げる状況とはなっていない。
鋼板類は、中国政府の高付加価値材増産の方針などを受けて、生産能力は増大、特に沿
海地域においては、新規の製鉄所プロジェクト計画が林立、一部は既に稼動状態に入って
いる。しかし、足元の需要は大幅に減尐しており、生産能力の余剰感が一気に高まってい
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る。これにより、付加価値の高い鋼板類の余剰感が強まったことで、鋼板類を主に生産す
る大手国有企業の業績は厳しい状況を迎えている。鋼板類を主に生産する中国鋼鉄工業協
会の重点会員企業 71 社の 09 年上半期の生産量は前年同期比 3.3％減尐した。
他方、条鋼類は、４兆元の景気刺激策を通じた主に公共インフラ投資需要の増大により、
全体の需要は拡大し、２月を底に３月から増産に転じた。09 年上半期の見掛消費量は前年
同月比 18.2％増の１億 5,111 万トン、生産量は同 12.4％増の１億 5,184 万トンといずれも
２ケタの伸びを記録した。条鋼類を主に生産する協会非会員企業の生産量は前年同期比
20.8％増加した。このように、中国の足元における鉄鋼生産は、主に条鋼類がけん引する形
での急速に回復しつつある。
鉄鋼生産を巡る状況について、工業・信息化部の朱宏任総工程師・運行観測強調局長は
09 年７月 22 日の記者会見において、価格、生産量が回復傾向にある中、
「生産能力過剰の
状況を注視する必要がある」と指摘している。同時に朱総工程師は、
「一部の鉄鋼の新規着
工プロジェクトは、政府の認可を受けないまま着工したり、規則に反して建設しているも
のも存在する」と懸念を示す。その他、国家統計局の李暁超スポークスマンは７月 16 日、
09 年第 2 四半期における鉄鋼産業の設備稼働率が 73.1％に低下したと発表、鋼板類を中心
に、生産能力の過剰感は再び強まっている。
他方、業界内では、
「第 11 次５ヵ年規画で計画されたプロジェクトが前倒し实施された
もので、需要の先食いではないか」
（鉄鋼メーカー）など、下半期にかけて需要の息切れを
懸念する向きも根強い。
なお、鉄鋼の貿易状況をみると、金融危機を通じた外需の落ち込みにより、輸出は大幅
に減尐、09 年上半期の鋼材の輸出は前年同期（2,695 万トン）比 65.4％減の 935 万トンと
なった。中国政府は、輸出の落ち込みを食い止めるべく、08 年 12 月には、一部鋼材の輸出
暫定税率を撤廃したほか、09 年１月からは鋼材輸出に関わる許可証管理制度の廃止、09 年
４月には主に高付加価値な鋼材を中心に輸出増値税還付率引上げ措置を实施するなど、輸
出促進策を講じてはいるものの、輸出の減尐傾向は続いている。他方、輸入面では、鉄鉱
石の輸入量が前年同期比 29.3％増の２億 9,718 万トンなど輸入増の傾向が強まっているこ
とが注目される。
③鉄鋼企業再編、新規プロジェクトの動き
鉄鋼業界の再編に向けて、中国政府は、05 年７月に発表した「鉄鋼産業発展政策」にお
いて、
「2010 年までに上位鉄鋼メーカー10 社による全国シェアを 50％、
2020 年までに 70％
にする」との目標を設定、同目標に基づき、鉄鋼企業の再編を進めている。08 年以降の主
な企業再編の動きは以下のとおりである。
・宝鋼集団（粗鋼生産量第１位）
：広東省の韶関鋼鉄、広州鋼鉄の資産を再編し、また宝鋼
が 80％を出資して 08 年６月に広東鋼鉄集団を設立。現在広東省湛江市にて 1,000 万トン
級のプロジェクトを計画中。09 年３月には寧波鋼鉄の株式の 56.1％を取得し傘下に。
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・河北鋼鉄集団（粗鋼生産量第２位）
：08 年６月に、唐山鋼鉄集団と、邯鄲鋼鉄集団が合併
して設立。
・武漢鋼鉄集団（粗鋼生産量第３位）
：08 年９月に、広西チワン族自治区の柳州鋼鉄を統合
し、広西鋼鉄集団を設立（80％出資）
。現在同自治区防城港市において 1,000 万トン級の
プロジェクトを計画中。
・山東鋼鉄集団（粗鋼生産量第６位）：済南鉄鋼集団、莱無鉄鋼集団、山東冶金工業集団が
統合し、08 年３月に設立。08 年 11 月には日照鋼鉄との合併を発表したものの、09 年７
月時点では合併は实現せず。
その他、発展政策では、
「鉄鋼産業の配置合理化」の方針が掲げられ、鉄鉱石など鉄鋼資
源の輸入依存度が高まる中、沿海地域での高付加価値材を生産する製鉄所の建設計画が相
次いでいる。
主要なプロジェクト計画をみると、北京の首鋼集団が、唐山鋼鉄（08 年６月に合併して
河北鋼鉄集団に）との合弁会社「首鋼京唐鋼鉄聨合有限公司」を通じ、河北省唐山市沖の
曹妃甸地域にて計画してきた 1,000 万トン規模の一貫製鉄所建設プロジェクトが 09 年５月
にようやく稼動した。
当初は 08 年 10 月の生産開始を予定していたが、
「需要が減退する中、
稼動時期を遅らせた」
（業界筋）ものとみられる。また、鞍本集団が遼寧省営口市において
建設を進めてきた 500 万トン級の製鉄所プロジェクトが、08 年９月ごろ生産を開始したも
のとみられる。
その他、宝鋼集団主導により、広東省湛江市のプロジェクトや、武漢鋼鉄集団主導によ
る広西チワン族自治区坊城港市のプロジェクト（いずれも 1,000 万トン級）が計画されて
いる。いずれも 08 年３月には、前期批准手続き承認を受けているが、最終批准が下りてお
らず、プロジェクトの建設開始には至っていない。その他、山東省政府は、日照市におい
て、山東鋼鉄主導による 2,000 万トン級の一貫製鉄所建設を計画しているが、中国政府の
批准が下りる目処は立っておらず、計画は前進していない。
鋼板需要の回復が遅れる中、高付加価値材の生産能力の余剰感は一層強まっており、鉄
鋼産業の構造調整に向けた課題は一層深刻化している。
（２）調整振興計画の概要
中国政府は 09 年１月 14 日の国務院常務会議にて、鉄鋼業の調整振興計画（以下、計画）
の概要を発表。計画の詳細は３月 20 日に公表された。
計画では、中国の産業における鉄鋼産業の位置づけについて、「国民経済の重要な支柱と
なる産業であり、各方面への波及、他産業との関連性が高いこと」、「消費を牽引し、経済
建設・社会発展・財政税収、国防建設、雇用安定などの面で重要な役割を担っていること」
を強調した。
その上で、計画では、基本原則として、以下の５点を取り上げている。
①危機への対応と産業振興との連携
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②総量抑制と配置の合理化・最適化との連携
③企業の自主革新と技術改造との連携
④企業再編と統合の推進
⑤グローバル展開との連携
その他、計画初年度にあたる 2009 年については、
「鉄鋼産業の低迷を極力回遾し、業界
全体が安定的に推移するよう努力する」と強調、危機に直面している業界の支援を全面に
打ち出す姿勢を示している。そして、2010 年、11 年の２年間は、産業の構造調整に力点を
置く姿勢を示しており、鉄鋼産業の粗放的な発展方式の改編、技術水準・革新能力の新た
なレベルへの引き上げ、競争力の向上、基幹産業としての地位固めと強化を目指す姿勢を
明らかにしている。
計画で示された、それぞれの基本原則に対応する主な目標、目標实現に向けた具体策、
関連する政策措置の概要は以下のとおり。
１．危機への対応と産業振興との連携
（１）目標：09 年年間を通し、鉄鋼産業の減速傾向を抑制し、安定を維持。
（２）具体策：
①

政府の内需促進策を積極的に实施し、建設用鋼材市場の安定化、重点プロジェクト
用の鋼材の確保を図る。

② 建設用資材の全国の鋼材消費量に占める割合を 50％前後で安定化。
③

鉄鋼製品の貿易環境を改善し、輸出増値税還付率の調整等を通じ国際市場でのシェ
アを安定させ、鋼材の間接輸出を奨励。アンチダンピングや相殺措置などへの適切
な対応を図る。

（３）政策措置：
① 一部製品に対する輸出増値税還付率の引上げ。
② 国産材、輸出材に対する公平な取扱（課税政策など）
２．総量抑制と配置の合理化・最適化との連携
（１）目標：
① 09 年の粗鋼生産量を前年比 8％減の４億 6,000 万トン、見掛消費量を同５％減の４
億 3,000 万トン程度に。11 年でも粗鋼を５億トン程度、見掛消費量を４億 5,000 万
程度に抑制。
② 300 ㎥以下の高炉と 20 トンの転炉･電路を淘汰。さらに 3 年以内に、製銑能力 7,200
万トン、製鋼能力 2,500 万トンの削減に注力。
（２）具体策：
①

単純な能力拡張プロジェクトへの批准・支援は行わず、拡張するプロジェクトは、
生産能力の淘汰を前提に申請・批准手続きを取る。

② 2010 年末までに、300 ㎥以下の高炉製鋼能力 5,340 万トン、20 トン以下の転炉・電
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炉製鋼能力 320 万トンを淘汰。さらに 2011 年末までに、400 ㎥以下の高炉製鉄能力
を 7,200 万トン、30 トンの転炉・電炉製鋼能力 2,500 万トンを淘汰。
（３）政策措置：
①

生産能力の淘汰に対する財政面の支援など、淘汰の過程で直面する各種問題の解決
を支援。

② 省エネ・排出削減、淘汰の徹底に向けた検査・監督の強化
３．企業の自主革新と技術改造との連携
（１）目標：
① 技術水準の向上を目指す。重点鉄鋼企業の 60％以上が生産品種の質・量共に国際水
準に達するようにする。発電所用の高付加価値鋼板などの国産化を推進。コアとな
る鋼材品種の自給率 90％以上、400MPa 以上の鉄筋使用率 60％以上を目指す。
② 省エネ・排出削減面の成果を挙げる。
（２）具体策：
①

鉄鋼産業の技術進歩と技術改造に関わる専門プロジェクト推進により、業界の中心
である大手企業のリーダー企業化を促進し重点的に支援。

②

高速鉄道用鋼材などコアとなる鋼材の研究・開発、省エネ・排出削減に関わる技術
の発展などを推進。

③ 認証基準の引き上げなど政策的指導の強化を通じた鋼材の質向上。
（３）政策措置：
① 中央政府予算等を活用して、企業の技術改造・開発・導入を支援。
② 省エネ面の技術改造に対する財政支援を拡大。
４．企業の再編と統合の推進
（１）目標：
①

合併・再編の進展。優れた自主革新能力と国際競争力を備えた若干の超大型企業を
形成。国内で上位５社の製鉄企業の生産能力が生産能力全体に占めるシェアを 45％
以上に。

②

沿海部・沿江部（長江流域）の製鉄企業の生産能力が全国の生産能力に占める割合
を 40％以上として、産業分布を大幅に最適化し、中核都市の製鉄企業による汚染を
大きく減尐させることに注力。

（２）重点任務：
① 企業再編
・宝鋼など大型企業グループのリーダー的役割をさらに発揮。
・鞍本集団・広東鋼鉄集団など、近年合併により誕生した会社の製品供給・販売、人材・
資産の統一管理を通じた实質的な再編の推進。
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・地域内、地域を越えた企業再編の推進。
・2011 年までに、全国で宝鋼集団・鞍本集団・武鋼集団などいくつかの企業の生産能力
を 5,000 万トン以上に引き上げ、優れた国際競争力を備えた超大型製鉄企業と若干の
1,000～3,000 万トンクラスの大型鉄鋼企業を形成。
② 生産立地の最適化
・沿海部への鉄鋼基地の建設。
・都市部の製鉄所の移転を推進。北京・広州・杭州・合肥などの都市にある製鉄所の移
転プロジェクトを計画して確实に实施等
・
「汶川地震（四川大地震）被災地の生産設備の再建と産業調整に関する特別計画」で決
定された鉄鋼プロジェクトを速やかに实施。
（３）政策措置：
・鉄鋼企業再編・統合に向けた政策措置の制定。再編を奨励する税制政策の策定・实施。
５．内需主体とグローバル展開との連携
（１）目標：記載なし
（２）重点任務：
・内外の鉄鉱石資源の更なる探査開拓（大型鉄鋼企業による海外での鉄鉱石開発を奨励）
。
（３）政策措置：
・海外進出の条件を満たす企業による海外での資源探査・開発、企業の M&A を支援。
・製品輸出における貸付規模拡大、輸出信用保険制度の实施。
（３）中国の経済・産業への影響
今回の調整振興計画は、05 年７月に発表された鉄鋼産業発展政策がベースとなっており、
内容面での大きな調整・変更はみられない。専門家は、今回の計画は、発展政策発表後の
業界の状況、金融危機後の産業を取り巻く情勢等を踏まえ、重点分野をさらに明確化した
との見方を示す。
例えば、立ち遅れた設備の淘汰について、発展政策では、2010 年までに 300 ㎥以下の高
炉と 20 トン以下の転炉・電炉を淘汰するとしてきたが、計画では、2011 年までに同様の
立ち遅れた製鉄設備 7,200 万トン、製鋼設備 2,500 万トンを廃止する目標を新たに掲げ、
淘汰をさらに強力に推進することを明確化した。
さらに、企業再編を通じた企業の集約化・大型化についても、ここ数年の企業再編に向
けた動きを踏まえ、
「宝鋼集団、鞍本集団、武鋼集団など、いくつかの年産 5,000 万トン級
の国際競争力を有する特大型鉄鋼企業と、若干の 1,000～3,000 万トン級の大型鉄鋼企業を
形成する」と、さらに具体的な目標を提示した。
中国の鉄鋼専門家は、今回の調整振興計画のポイントについて以下のとおり解説する。
①構造調整：中国の製鉄所は、全国各地に分散しており、また供給過剰でもある。加え
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て、輸出に依存した体質であったことが今回の金融危機における問題となっている。
内需中心で展開していくことが重要。
②集団化：企業が分散しており、鉄鉱石価格交渉なども各社がバラバラに行われている。
③省エネ・排出削減：厳格な基準を設けたものの、どのようにこれを实現していくかが
重要。環境と産業発展との均衡を図っていく必要があるが、環境を重視しすぎると、
雇用、税収面の問題も生じる。
その他、業界団体の機能を強化すべきとの声も強い。前述のとおり、中国の鉄鋼関連の
業界団体としては「中国鋼鉄工業協会」があるが、地方の中小民営企業などは同協会の会
員とはなっていない。鉄鋼関係者は、中国の５億トンの鉄鋼生産のうち協会が把握してい
るのは４億トンにとどまっていると話す。
また、前述のとおり、足元の鋼材需給を巡る状況は、中国政府が推進した鉄鋼産業の高
度化への流れとは逆行した格好となっている。市場の状況をみると、４兆元の景気刺激策
を通じた比較的付加価値の低い鋼材の需要増、外需の不振による高付加価値材の需要低迷
という現实がある。中国政府は、まずは外需の回復を待つことしか方策が見つからない状
況とも言える。他方、計画がいみじくも触れたが、07 年現在、鉄鋼産業に直接従事する就
労者数は 358 万人となっており、鉄鋼産業は一定の雇用吸収力を有する産業といえる。地
方政府にとっては、雇用の維持、企業の発展を通じた税収の確保は重要な視点であり、そ
の意味で、中央政府が淘汰の対象とする鉄鋼企業であっても、地方がこれを保護するとい
った構図がでてくるのは否定できない。
「第 11 次５ヵ年規画において、中国政府は鉄鋼産
業の構造改革の大々的な推進を狙ったが、地方政府は雇用・税収面で貢献度の高い地場の
鉄鋼企業（主に付加価値の低い建材を生産）の存在を重視しており、淘汰・整理統合に対
して強く抵抗した」
（政府系シンクタンク関係者）と指摘する。中央と地方との利害関係を
どのように調整していくかも、中国政府に課せられた大きな課題といえる。
その他、淘汰基準自体の設定にも問題があるとの声も尐なくない。今回の振興計画にお
いては、2011 年までに淘汰の対象となる高炉の上限が 400 ㎥に引き上げられたが、「中国
国内には 450 ㎥の同じ型式の高炉が広く出回っている。こうした高炉はある程度の環境対
策も取られていることから、400 ㎥という淘汰の対象にはならない」
（日系鉄鋼関係者）と、
今回の対策も、根本的な設備の大型化・集約化にはつながらないとの見方を示している。
中国社会科学院工業経済研究所・工業発展研究审の呂鉄主任は、
「都市化、工業化が今後
も続く中国では、鉄鋼産業の規模は今後も拡大する」と指摘する。金融危機の影響、その
後の中国政府による大規模な景気対策を受け、足元の鋼材需要に歪みが生じているが、中
央政府としては、あくまでも業界の構造調整の強化を図る姿勢を堅持していく意向がある
ものとみられる。
高付加価値な板材の需要回復に向けては、中国国内の内需回復だけでは不十分との見方
が強い。まずは、家電、その他機械・電気製品の形での間接輸出向けに使用されるが、世
界経済の回復を通じた間接輸出の回復、それを通じた板材の需要回復が待たれる状況とい
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えよう。
（４）日本企業にとってのメリット・デメリット
今回の振興計画において、
中国政府は産業の付加価値の向上を目指す方針を明確化してい
る。しかし、足元の状況をみると、前述のとおり生産量は過去最高に達する一方で、４兆元
の景気刺激対策により、
高付加価値な板材よりも棒鋼など低付加価値材に対する需要が高ま
っている。その結果、現在計画されている沿海地域における高付加価値材の製鉄所プロジェ
クトの中には、批准作業が遅れているプロジェクトも尐なくない。高付加価値材の需要回復
により、
鋼材の需給状況が正常化すれば、
こうした批准待ちプロジェクトの建設が開始され、
製鉄所に必要なプラント設備など、日本企業への発注が進むものとみられる。
他方、
中国国内需要の２～３割を占めるとされる鉄鋼製品の間接輸出の回復の目処がたた
ない中で、輸入材への需要が拡大する状況にはない。また、中国政府が進める内需拡大に向
けた消費促進策も日本材の需要の急回復にはつながらないとの見方が強い。
家電下郷計画で
需要が拡大するのは、基本的にはローグレードの鋼材であり、地場企業が中心に生産してい
るほか、1,600CC 以下の自動車販売の急増で主に恩恵を受けているのは、中国の民族系自
動車メーカーである。日系鉄鋼メーカーも、1,600CC の自動車購入税の減税を通じた日系
自動車メーカーの小型車の増産を通じ、鋼板需要の回復の恩恵は受けているものの、ある関
係者は「小型車向けの外板は利幅が小さく、生産増でも利益の拡大にはつながらない。排気
量が大きくなるほど、加工度の高いものを使用する。2,000CC 以上の排気量の車の生産台
数が増えてこないと難しい」と指摘するなど、小型車中心の需要拡大に伴う裨益性はそれほ
ど強くないとみられる。
他方、中国の鋼材のレベルが向上してきていることにも留意する必要がある。関係者は、
「天然ガスパイプラインなども、最初は半数以上が輸入材を使用していたが、足元では国産
材へのシフトが大きく進んでいるほか、石油備蓄タンク向け鋼材なども、国産材で対応でき
るようになるなど、国産化が年々進んでいる」という。世界の鉄鋼生産に占める中国のシェ
アが年々拡大していく中、
「中国の国産材が全く駄目という時代は終わった。日本から輸出
するというビジネスモデルは続かない」といった指摘もみられる。世界鉄鋼協会によれば、
2009 年上半期における中国の粗鋼生産量の世界に占めるシェアは 48.5％と、2008 年
（37.8％）比で 10 ポイント以上上昇、世界の生産量が減尐する中、生産量でみると中国一
人勝ちの様相が強まっている。今回の金融危機を通じて、中国の鉄鋼産業の世界における影
響力が一層拡大したことは間違いない。こうした中、日本企業としては、中国国内の鉄鋼市
場や成長を続ける中国鉄鋼企業の動向、さらには中国政府・企業等による業界の構造調整に
向けた動きを睨みつつ、
対中ビジネスモデルのあり方を再度検討する時期に来ているといえ
る。
（中国北アジア課 中井 邦尚）
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３．自動車産業
（１）産業動向
2008 年上半期（１～６月）の中国の自動車生産・販売台数（商用車含む）は、それぞれ
前年同期比 16.7％増の 519 万 9,600 台、同 18.5％増の 518 万 2,200 台と、ともに 500 万台
を超え、通年では 1,000 万台を突破することが期待された。
しかし、下半期に入ると、米国発金融危機の影響を受け、中国経済の減速傾向が鮮明に
なる中、①景気の先行き不透明感の高まり、②株式、不動産市場の低迷に伴う逆資産効果、
③自動車消費税率の改定などにより1、消費者の買い控え傾向が強まった。
自動車販売台数は、８月～９月はそれぞれ前年同月比 6.3％減、2.8％減と前年割れとな
り、10 月はやや持ち直したものの、11 月は 14.5％減、12 月は 11.6％減と、２ヵ月連続で
２ケタのマイナス成長となった。この結果、2008 年通年の自動車生産・販売台数は、それ
ぞれ前年比 5.2％増の 934 万 5,100 台、6.7％増の 938 万 500 台にとどまった2。
図 中国の自動車販売台数の推移
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（出所）CEIC データを基に作成
他方、2009 年に入って、中国の自動車市場は急速な回復を示している。上半期の生産台

2008 年９月１日から、省エネ・環境対策として、小型車（排気量 1,000cc 以下）の税率を３％から１％
へ引き下げる一方、
大型車
（3,000cc 超）
の税率を排気量 3,000cc 超 4,000cc 以下の乗用車は 15％から 25％、
排気量 4,000cc 超の乗用車は 20％から 40％引き上げた。
2 中国の自動車販売台数は中国汽車工業協会から公表されているが、この数字は自動車メーカーが工場か
ら出荷した台数であり、いわば卸売台数に当たる。
1
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数は前年同期比 15.2％増の 599 万 800 台、販売台数は 17.7％増の 609 万 8,800 台と半期ベ
ースでは、過去最高を記録するとともに、販売台数は米国を上回り、世界最大の自動車市
場となった。また、生産台数についても日本を上回り世界一の規模となった。2009 年通年
でも、中国は世界最大の自動車生産・販売台数を達成する公算が大きい。
中国の自動車生産・販売が急回復を遂げた要因としては、以下の３点が指摘できる。
①中国政府は 08 年 11 月９日、総額４兆元（約 56 兆円、2010 年末まで）の大型景気刺激
策を公表、景気の下支えを図るべく、公共投資を中心としたプロジェクトを着实に推進
している。また、財政・金融政策も「積極的な財政政策と適度に緩和的な金融政策」に
転換している。こうした政策措置の効果が現れたことにより、09 年上半期の实質 GDP
成長率は前年同期比 7.1％となった。特に、第２四半期の实質 GDP 成長率は 7.9％と、
四半期ベースで最低の伸びとなった第１四半期の 6.1％から 1.8 ポイント上昇した。こう
した景気回復を背景に、消費者の購買意欲が高まった。
②株価、不動産価格の回復により資産効果も高まった。上海総合株価指数は 08 年 11 月４
日の 1,706.703 を底に上昇に転じており、09 年６月 30 日には 2,959.362 と、底値から
73.4％上昇している。不動産価格も国家発展改革委員会が発表する主要 70 都市の住宅販
売価格指数が、09 年３月から４ヵ月連続で前月比プラスとなっている。
③中国政府は、1,600cc 以下の小型車に対する車両購入税の減税、「自動車・オートバイ下
郷」（農村部での自動車購入に対する補助金支給）、都市部における「家電・自動車買い
換えプロジェクト」といった消費拡大策を相次いで打ち出しており、その効果が表れた。
（２）調整振興計画の概要
計画は中国の自動車産業の現状と直面する情勢を踏まえた上で、基本原則と計画目標、
主要任務、政策措置、計画实施について、具体的に規定している。
基本原則は以下の４項目であり（表１）
、①減税などの財政措置により、自動車市場の拡
大を図り、②合併・再編などの構造調整および、③自主ブランド、新エネルギー車の開発
といった自主イノベーションを推進し、④関連サービス業の発展により産業モデルを転換
していくという方向性が示されている。
表１ 自動車産業調整振興計画の基本原則
項目
①内需拡大

概要
・ 税制政策による奨励と消費環境改善による相乗効果を重視。
・ 財政奨励措置により、自動車市場の需要を拡大し、経済成長を維持す
るとともに消費市場を拡大。

②構造調整

・ 市場の役割発揮と政府の指導強化による相乗効果を重視。
・ 市場メカニズムおよびマクロコントロールを利用し、企業の合併・再
編を推進しつつ、産業の集中度を高め、自動車産業の組織構造の最適
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化を实現。
③自主イノベ

・ 旧型製品の改良と新エネルギー車の普及による相乗効果を重視。

ーション

・ 技術革新の強化、研究開発レベルの向上により、製品のモデルチェン
ジおよび製品構造調整を加速。
・ 自主ブランドの育成、新エネルギー車の開発に取り組む。

④産業モデル

・ 工業の発展およびソフト面での付加価値向上による相乗効果を重視。

の転換

・ 金融業務およびアフターサービスを発展。生産とサービス連携を強化
しつつ、相互支援を促進し、自動車製造業と自動車サービス業が調和
のとれた発展を实現。

（出所）国務院弁公庁資料を基に作成
計画の目標は以下の８項目であり（表２）
、基本原則に基づき、①2009 年の自動車生産・
販売量 1,000 万台超、３年間の年平均成長率 10％、②排気量 1,500cc 以下の乗用車の市場
シェア 40％以上（うち 1,000cc 以下を 15％以上）
、③生産・販売規模 200 万台超の大型自
動車企業を２～３社、100 万台超の自動車企業グループを４～５社設立、市場シェア計 90％
超の自動車企業グループ数を 10 社以内、④自主ブランド乗用車の国内シェアを 40％超、輸
出量が生産・販売量に占める比率を 10％近く、⑤新エネルギー車生産能力 50 万台、乗用車
販売台数全体に占める割合を５％前後、などが数値目標として掲げられている。
表２ 自動車産業調整振興計画の目標
項目

概要

①自動車の生産・

・ 2009 年の自動車生産・販売量を 1,000 万台超とし、３年間の年平

販売の安定的成長
②自動車消費環境
の大幅な改善

均成長率 10％を達成。
・ 自動車消費政策・法規の一貫した枞組みやシステムを構築し、科
学的かつ合理的な自動車税制、先進的な自動車サービスシステム
および高度道路交通管理システムを構築。
・ 電気自動車のインフラ整備および関連システムを構築。

③市場需要構造の
最適化

・ 排気量 1,500cc 以下の乗用車の市場占有率を 40％以上に引き上げ
（うち、1,000cc 以下の尐排気量車の市場占有率は 15％以上）
。
・ 大型トラックのトラック全体に占める比率を 25％以上に引き上
げ。

④合併・再編にお
ける大幅な進展

・ 生産・販売規模 200 万台超の大型自動車企業を２～３社、生産・
販売規模 100 万台超の自動車企業グループを４～５社設立。
・ 生産・販売規模において市場シェア計 90％超の自動車企業グルー
プの数を現在の 14 社から 10 社以内に減尐。

⑤自主ブランド車

・ 自主ブランド乗用車の国内市場シェアを 40％超（うち、セダンは
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の市場占有率の拡

30％超）
。
・ 自主ブランド車の輸出量が生産・販売量に占める比率を 10％に近

大

づける。
⑥電気自動車の生

・ 現有の生産設備を改良し、電気自動車・充電式ハイブリッド車お

産・販売の一定の

よび通常型ハイブリッド車等の新エネルギー車生産能力 50 万台を

規模化

实現、乗用車販売台数全体に占める割合を５％前後。

⑦完成車の研究開
発レベルの大幅な
向上

・ 完成車の自主研究開発、特に尐排気量乗用車の省エネルギー・環
境および安全指標の面で世界の先進レベルへの到達に尽力。
・ 国内の主要乗用車は先進国の法規の要求レベルを満たし、大型ト
ラック・大型バスの安全性および快適性を世界水準へと近づけ、
新エネルギー車の技術全体を世界の先進レベルへと向上。

⑧コアデバイス技

・ エンジン、トランスミッション、ステアリングシステム、制動シ

術の自主開発化の

ステム、駆動システム、サスペンションシステムおよび自動車の

实現

バスコントロール（一元的電子管理）システムにおけるコアデバ
イス技術の自主開発化を实現、新エネルギー車専用部品技術を国
際的な先進レベルへと引き上げ。

（出所）国務院弁公庁資料を基に作成
計画の主要任務は以下の８項目であり（表３）、基本原則に基づき、①自動車市場を育成
しつつ、②産業再編を促進するとともに、③企業に対しては、自主イノベーションや技術
改良に対する支援を行い、新エネルギー車や自主ブランド車の発展を推進、併せて、④自
動車関連製品の輸出や自動車サービス業の発展も図るという方向性が打ち出されている。
表３ 自動車産業調整振興計画の主要任務
項目

概要

①自動車消費市場

・ 自動車生産・販売量の減尐傾向に歯止めをかけ、2009 年における

の育成

安定的成長を保障。
・ 自動車の購入・使用・廃車・買い替え等の各段階において、消費
を奨励し、市場の自信を回復させるような政策措置を調整・施行。
税制等の経済的手段により尐排気量車の消費拡大を促進。

②自動車産業の再
編促進

・ 第一汽車、東風汽車、上海汽車、長安汽車等の大型自動車企業の
全国規模での合併・再編实施を奨励。
・ 北京汽車、広州汽車、奇瑞汽車、重慶汽車等の企業の地域限定的
な合併・再編を推進。
・ 合併・再編により自動車部品の中核的企業の規模を拡大し、国内
外の自動車部品市場における市場シェアを向上。
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③企業の自主イノ

・ 完成車の設計開発プロセスを確立、ボディ・シャーシの開発技術

ベーションの支援

や完成車、エンジン、変速機のマッチング技術および排気浄化技
術を把握。新エネルギー車の設計や製造にかかるコストを抑制。
・ 旧型乗用車の省エネ・環境および安全技術レベルを向上。また、
運転時の快適性と操縦安定性を向上。
・ 自動車産業における戦略的アライアンスを確立し、産学研（産業
界、学術機関、研究機関）の長期的協力メカニズムを形成。

④技術改良専門プ

・ 「自動車産業技術進歩と技術改良プロジェクトおよび製品目録」

ロジェクトの实施

を制定、自動車産業における技術の進歩と構造調整を推進し、技
術改良に注力。
・ 新エネルギー車の動力モジュールおよびトランスミッション、キ
ーパーツの産業化、内燃エンジンの技術向上を推進。
・ 車全体の性能を向上させるキーパーツ、製品の研究開発を支援。

⑤新エネルギー車
戦略の实施

・ 電気自動車、プラグインハイブリッド車およびそのキーデバイス
の産業化を推進。新エネルギー専用エンジンおよび動力モジュー
ルの設計・生産技術とコスト抑制技術を把握。
・ 通常型ハイブリッド車、新燃料車の専用デバイスの開発に注力。

⑥自主ブランド戦
略の实施

・ 自動車メーカーに自主ブランド発展を企業戦略の中心に位置付け
させ、自社開発・他社との共同開発・国内外における買収など多
様な方式を通じ自主ブランドを発展。

⑦自動車関連製品

・ 自動車・同部品の輸出基地の建設を加速。自動車輸出情報・製品

の輸出戦略の实施

認証・共同技術開発・試験および測定・教育訓練等の公共サービ
スプラットフォームを構築。

⑧近代的自動車サ
ービス業の発展

・ 研究開発、物流、小売およびアフターサービス、レンタカー、中
古車取引、自動車保険、オートローン、駐車サービス、廃車・回
収等のサービス業の発展を加速、関連法規・規則および管理制度
を整備。
・ 大手自動車メーカーによる金融系会社設立、オートローン等のサ
ービスの展開を推進。

（出所）国務院弁公庁資料を基に作成
政策措置は以下の 11 項目であり（表４）、基本原則に基づき、自動車の内需拡大を図る
べく、1,600cc 以下の尐排気量乗用車に対する車両購入税の５％減税、農村部での自動車購
入に対する補助金の支給、旧車の廃車・買い替えへの財政補助、自動車購入を制限する不
合理な規定の整理・撤廃、自動車購入ローン制度の改善と充实、中古車市場の標準化なら
びに発展促進、都市総合交通運輸システムの発展などの措置が掲げられている。
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また、合併・再編などの構造調整については、自動車企業再編支援政策措置を制定し、
関連する問題を解決することや、自動車メーカーの合併・再編を通じ製品資源の整理統合
や新製品開発を推進することが謳われている。
さらに、自主ブランド、新エネルギー車の開発といった自主イノベーションについては、
今後３年間、技術進歩・技術改良の専用資金として、中央政府から 100 億元を調達するこ
とや、中央財政からの補助金支給により、省エネ・新エネルギー車の宠伝・普及を推進す
るとしている。
この他、自動車産業発展政策を遂行するため、道路自動車管理条例、新エネルギー車の
基準・試験方法およびキーパーツの参入基準を制定することや、完成車メーカーの市場撤
退メカニズムを構築することも挙げられている。
表４ 自動車産業調整振興計画の政策措置
項目

概要

①乗用車購入税減

・ 2009 年 1 月 20 日から 12 月 31 日まで、1,600cc 以下の尐排気量

税
②「汽車下郷」
（農

乗用車に対し車両購入税を５％減税。
・ 中央政府から 50 億元の資金を調達し、2009 年３月１日から 12 月

村部での自動車購

31 日まで、農民が排気量 1,300cc 以下のワゴン車を購入する場合、

入に対する補助金

あるいはオート三輪または低速トラックを廃車にして軽量型トラ

の支給）の展開

ックへ買い替える場合、一度限りの補助金を与える。

③旧車の廃車・買
い替えの促進

・ 旧車の廃車・買い替えへの財政補助政策を調整し、補助金による
支援を強化し、補助金の基準を拡大させることにより、旧車の淘
汰を促進。
・ 2009 年の旧車の廃車・買い替えへの補助金総額を６億元から 10
億元に増加。

④自動車購入を制

・ 各地域・各部門は現行の自動車購入を制限する不合理な規定を整

限する不合理な規

理・撤廃。2009 年３月末までに国家発展改革委員会に整理情況を

定の整理・撤廃

報告。
・ 継続する必要のある購入制限規定は、2009 年４月 1 日から 12 月
31 日まで、暫定的に執行停止。

⑤自動車購入ロー
ンの促進ならびに
標準化

・ 自動車購入ローン制度の改善と充实を図り、自動車購入ローン管
理条例を制定。
・ 条件に適合する国内大手自動車メーカーのオートローン会社設立
を支援。

⑥中古車市場の標
準化ならびに発展
促進

・ 中古車の鑑定・評価の国家基準および臨時財産権登記制度を設立
整。中古車販売を専門とする企業の発展に注力。
・ 中古車市場の管理・監督を強化、市場参入許可を厳格化、中古車
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取引行為を標準化し、市場の秩序を維持。
⑦都市における道
路交通システムの
構築

・ 都市総合交通運輸システムを発展させ、総合管理効率および近代
化レベルを向上。
・ 交通渋滞解消工事を实施し、都市路線交通設備の建設を加速。公
共交通機関への乗り換え促進により、交通渋滞レベルを軽減。

⑧自動車企業の再
編政策の整備

・ 自動車企業再編支援政策措置を制定し、余剰人員の再配置、企業
資産の分割・移転、債務審査およびその処置、課税・利益の分配
等の問題を解決。
・ 自動車メーカーの合併・再編を通じ製品資源の整理統合や新製品
開発を推進。
・ 新たに設立される自動車メーカーおよび他地域での工場設立は、
現有の自動車生産企業との合併を基礎として实施。

⑨技術進歩と技術

・ 今後３年間、技術進歩・技術改良の専用資金として、中央政府か

改良に対する投資

ら 100 億元を調達し、自動車メーカーによる製品アップグレード

への注力

や、省エネ・環境・安全等のコア技術の水準向上を推進。

⑩省エネ・新エネ

・ 国家による省エネ・新エネルギー車モデルプロジェクトを始動さ

ルギー車の使用普

せ、中央政府の財政から資金を調達して補助金を支給することに

及

より、省エネ・新エネルギー車の宠伝・普及を推進。

⑪自動車産業発展

・ 自動車管理法規システムを一貫性あるものにするため、道路自動

政策の实施と整備

車管理条例を制定。また、産業に貢献し、産業を保護する役割レ
ベルの研究の制定作業を始動し、新エネルギー車の基準・試験方
法を修正制定。完成車メーカーの市場撤退メカニズムを確实に構
築。新エネルギー車のユニット系キーパーツの参入基準を制定。

（出所）国務院弁公庁資料を基に作成
（３）中国の経済・産業への影響
自動車産業振興調整計画は、自動車の内需拡大を基本原則として掲げ、1,600cc 以下の尐
排気量乗用車に対する車両購入税の５％減税、農村部での自動車購入に対する補助金の支
給、旧車の廃車・買い替えへの財政補助などの措置をすでに实施している。
日欧米など先進国の自動車市場がそろってマイナス成長を余儀なくされる中で、中国の
2009 年上半期の自動車販売台数が 17.7％増の 609 万 8,800 台と過去最高を記録したのは、
こうした政策措置によるところが大きい。
国務院発展研究センターによれば、中国の自動車普及台数は現在、人口 1,000 人当たり
38 台と、世界平均の 120 台と比較して３分の１の水準にあり、市場拡大のポテンシャルは
大きい。また、中国が経済成長を持続する中で、自動車購入を希望し、かつそれだけの収
入のある層は着实に増大しており、これに政府の大型景気刺激策や自動車産業の調整振興
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計画の实態が加わったことで需要が大きく喚起されている。
2009 年通年でみても、調整振興計画が掲げる生産・販売台数 1,000 万台超を達成するこ
とはほぼ確实な情勢にある。また、同計画では今後３年間の年平均成長率 10％を達成する
ことを目標として掲げている。加えて、自動車販売市場が沿海部のみならず、内陸部や農
村にも拡大しつつあり、買い替え需要も増加していくことも踏まえれば、当面は安定的な
生産・販売台数の増加が続くと見る向きが多い。
なお、小型車に対する減税措置は 2009 年末までの時限措置であることから、需要の先取
りとなっているのではないか、との指摘もあるが、内容を調整しつつ、2010 年以降も減税
措置を継続するのではないか、との見方もある3。また、仮に減税措置がなくなっても、景
気回復や株価・不動産価格の上昇が持続すれば、相応の販売台数の伸びは期待できるとの
声は多い。
他方、調整振興計画は、中国の自動車産業は非合理的な産業構造、技術水準の低さ、自
主イノベーション能力の弱さ、不完全な消費政策等の問題を依然として抱えており、エネ
ルギー、環境保護、都市交通等の面において、業界が受ける制約も顕著になりつつあるこ
とから、発展は厳しい局面にあるとも指摘している。
こうした構造問題に対処すべく、調整振興計画では内需拡大に加えて、構造調整、自主
イノベーション、産業モデルの転換を堅持することが基本原則として打ち出されている。
ただし、これらの問題は中長期的な取り組みが求められるものでもあり、調整振興計画の
３年間で解決できるものではない。ただし調整振興計画は具体的な任務や政策措置も打ち
出しており、そうした政府方針に基づいて、中国の自動車産業が徐々に高度化を図ってい
くことが期待される。
当面の焦点は、調整振興計画において、全国規模での合併・再編实施を奨励する大型自
動車企業として挙げられた第一汽車、東風汽車、上海汽車、長安汽車、地域限定的な合併・
再編を推進する企業として挙げられた北京汽車、広州汽車、奇瑞汽車、重慶汽車を中心に、
2008 年現在、100 社を超える自動車メーカーを、計画の目標通り、生産・販売規模 200 万
台超の大型自動車企業２～３社、生産・販売規模 100 万台超の自動車企業グループ４～５
社に再編させるとともに、生産・販売規模において市場シェア計 90％超の自動車企業グル
ープの数を現在の 14 社から 10 社以内に減尐させられるのかが注目される。ただし、以前
とは違って M&A の機運は高まっており、一部では業界再編に向けた動きもみられるように
なっている。今後は再編が着实に進むものとみる向きもあるが、それには 10 年以上はかか
るのではないか、との見方もある。
もう１つの焦点は、自主ブランド車や新エネルギー車の開発といった自主イノベーショ
ンの推進である。中国は 2015～20 年には販売台数が 1,700～1,800 万台に達し、世界一の
例えば、今回の減税措置は 1,600cc 以下が対象だが、調整振興計画では、排気量 1,500cc 以下の乗用車の
市場占有率を 40％以上（うち、1,000cc 以下の尐排気量車の市場占有率は 15％以上）に引き上げることを
目標としており、より排気量の尐ない車種に対象を絞って減税措置が継続される可能性もある。
3
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販売市場としての地位を確固たるものにするとの中国政府系シンクタンクの予測もあるが、
他方、
中国の石油の輸入依存度は 2008 年には５割を超えている。石油消費の内訳をみると、
自動車が 40％のシェアを占めているが、2020 年には 65％に達し、自動車が中国の石油消
費の主因となるとの予測もある。そういう意味で、化石燃料に対する依存度の低下という
エネルギー安全保障の観点からも、新エネルギー車の開発は中国にとって喫緊の課題とな
っている。
また、中国企業がガソリン車の技術で先進国に追い付くことはほぼ不可能であるが、新
エネルギー車であれば、一足飛びにグローバルスタンダードを握って輸出産業として育成
できる可能性もある。BYD を始め、バッテリーを生産できる企業も出てきており、中国は
後発がゆえに電気自動車のインフラ整備を進めやすい環境にある。調整振興計画は、2011
年に新エネルギー車の生産能力 50 万台、乗用車販売台数全体に占める割合を５％前後とす
ることを目標としている4。
（４）日本企業にとってのメリット・デメリット
自動車産業調整振興計画が日本企業に与えるメリットは限定的と見る向きが多い。車両
購入税の減税措置は 1,600cc 以下の小型乗用車に対するものであり、一部の車種の販売促進
に効果があるに過ぎない。農村部での自動車購入に対する補助金の支給も余り対象にはな
っていない。中国における自動車の潜在需要は大きく、ポテンシャルのある市場であり、
販売台数は伸びているものの、小型車が中心で、かつ価格競争も厳しいことから、利益の
増加には必ずしもつながっていないとの指摘もある。
他方では、中古車市場やオートローンが整備され、健全な市場が形成されていけば、日
本企業にとってメリットが出てくると期待する向きもある。
自主ブランド車の普及を目標とする余り、保護主義的な動きが出てくることも懸念され
る。今般の産業調整振興計画では、当初政府調達の 50％を自主ブランド車とするとの目標
もあったが、この目標は結局削除されたという。
また、中国が新エネルギー車の導入に力を入れていることは、同自動車の分野で技術を
有する日本企業にとってはパイが広がるという意味ではビジネスチャンスといえるが、他
方、
中国政府は 09 年７月１日から
「新エネルギー自動車生産企業および製品参入管理規則」
を施行した。同規則には、コア技術の開示を、中国での新エネルギー車の生産における参
入条件とするような規定が盛り込まれており、進出日本企業は当惑している状況にある。
規則は「①車載エネルギーシステム、②駆動システム、③制御システムの３つのコア技
4

新エネルギー車については、中国ではバッテリー生産企業が育っていることもあり、電気自動車を中心
に進める方向だが、産業化に 10 年はかかるのではないかとの見方もある。この間、新エネルギー車の主流
は当面ハイブリッド車が担うことになる見込みである。調整振興計画では 2011 年に新エネルギー車のシェ
アを５％に高めることを目標としているが、他方、このシェアを今後どこまで高めていくのかは決まって
いない。中国政府系シンクタンクの幹部は「2020 年に 20％程度まで引き上げることが目標ではないか」
との見解を示している。
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術のうち、尐なくとも１つを掌握すること」を参入条件として規定している。自動車の完
成車メーカーは、現状では合弁形態でしか進出が認められていない。規定は、合弁企業が
生産主体としてコア技術を理解することを求めたものであり、いわば「技術を教えろ」と
同義だと、自動車業界関係者は解釈している。しかも規則はパブリックコメントなしで公
布されてしまっており、現状では従うしかないという。
中国が世界一の自動車市場になり、日本の自動車メーカーにとってビジネスチャンスが
広がる可能性は高いが、他方では、現地での生産における知的財産権や技術の流出といっ
たリスクは依然残されている。
中国政府が技術情報の開示など、民族系メーカー側に立った政策を今後も打ち出してく
る可能性は高い。中国政府との摩擦を回遾しつつ、その対応にどうやって知恵を絞ってい
くか。当面は共通の利害関係を有する日欧米の政府と業界が連携して対応していくしかな
いところだが、市場への参入を優先するべく、技術の開示に踏み切る企業が出てくる可能
性も否定できない。世界最大の市場としての地位を確固としつつある中国市場を開拓する
上で、新たなリスクへの対応が今後の大きな課題となっている。
（中国北アジア課長 真家 陽一）
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表 中国の自動車産業調整振興計画の概要
基本原則

目標

主要任務

政策措置
2009年1月20日から12月31日まで、1,600CC以下の尐排気量
乗用車に対し車両購入税を５％減税。
中央政府から50億元の資金を調達し、2009年３月１日から12
①自動車の生産・販 2009年の自動車生産・販売量を1,000万台超とし、３年
月31日まで、農民が排気量1,300CC以下のワゴン車を購入
売の安定的成長
間の年平均成長率10％を達成。
する場合、あるいはオート三輪または低速トラックを廃車にし
税制政策による奨励と
て軽量型トラックへ買い替える場合、一度限りの補助金を与
消費環境改善による相
自動車生産・販売量の減尐傾向に歯止めをかけ、2009年
える。
乗効果を重視。財政奨
における安定的成長を保証。自動車の購入・使用・廃車・
励措置により、自動車
①自動車消費
旧車の廃車・買い替えへの財政補助政策を調整し、補助金
買い替え等の各段階において、消費を奨励し、市場の自信
市場の需要を拡大し、
市場の育成
を回復させるような政策措置を調整・施行。税制等の経済 ③旧車の廃車・買 による支援を強化し、補助金の基準を拡大させることにより、
経済成長を維持すると
い替えの促進
旧車の淘汰を促進。2009年の旧車の廃車・買い替えへの補
的手段により尐排気量車の消費拡大を促進。
排気量1,500CC以下の乗用車の市場シェアを40％以上
ともに消費市場を拡
助金総額を６億元から10億元に増加。
③市場需要構造の に引き上げ＇うち、1,000CC以下の尐排気量車の市場
大。
最適化
シェアは15％以上（。大型トラックのトラック全体に占め
④ 自 動 車 購 入 を 各地域・各部門は現行の自動車購入を制限する不合理な規
る比率を25％以上に引き上げ。
制 限 す る 不 合 理 定を整理・撤廃。2009年３月末までに国家発展・改革委員会
な規定の整理・撤 に整理情況を報告。継続する必要のある購入制限規定は、
廃
2009年４月1日から12月31日まで、暫定的に執行停止。
① 乗 用 車購 入税
減税
②「汽車下郷」＇農
村部での自動車
購入に対する補
助金の支給（の展
開

①内需拡大

②構造調整

③自主イノ
ベーション

市場の役割発揮と政
府の指導強化による相
生産・販売規模200万台超の大型自動車企業を２～３
乗効果を重視。企業の
社、生産・販売規模100万台超の自動車企業グループ
④合併・再編におけ
②自動車産業
合併・再編を推進しつ
を４～５社設立。生産・販売規模において市場シェア計
る大幅な進展
の再編促進
つ、産業の集中度を高
90％超の自動車企業グループの数を現在の14社から
め、自動車産業の組織
10社以内に減尐。
構造の最適化を実現。

旧型製品の改良と新エ
ネルギー車の普及によ
る相乗効果を重視。技
術革新の強化、研究開
発レベルの向上によ
り、製品のモデルチェ
ンジおよび製品構造調
整を加速。自主ブラン
ドの育成、新エネル
ギー車の開発に取り組
む。

第一汽車・東風汽車・上海汽車・長安汽車等の大型自動車
企業の全国規模での合併・再編実施を奨励。北京汽車・広
州汽車・奇瑞・重慶汽車等の企業の地域限定的な合併・再 ⑧ 自 動 車企 業の
編を推進。合併・再編により自動車部品の中核的企業の規 再編政策の整備
模を拡大し、国内外の自動車部品市場における市場シェア
を向上。

完成車の設計開発プロセスを確立、ボディ・シャーシの開
発技術や完成車・エンジン・変速機のマッチング技術およ
自主ブランド乗用車の国内市場シェアを40％超＇うち、 ③ 企 業 の 自 主 び排気浄化技術を把握。新エネルギー車の設計や製造に
⑤自主ブランド車の
セダンは30％超（。自主ブランド車の輸出量が生産・販 イ ノ ベ ー シ ョ ン かかるコストを抑制。旧型乗用車の省エネ・環境および安
市場占有率の拡大
売量に占める比率を10％に近づける。
の支援
全技術レベル、運転時の快適性と操縦安定性を向上。自
動車産業における戦略的アライアンスを確立し、産学研の ⑨技術進歩と技
長期的協力メカニズムを形成。
術改良に対する
「自動車産業技術進歩と技術改良プロジェクトおよび製品 投資への注力
現有の生産設備を改良し、電気自動車・充電式ハイブ
⑥電気自動車の生
④技術改良専
リッド車および通常型ハイブリッド車等の新エネルギー
産・販売の一定の規
門プロジェクト
車生産能力50万台を実現、乗用車販売台数全体に占
模化
の実施
める割合を５％前後。
完成車の自主研究開発、特に尐排気量乗用車の省エ
ネルギー・環境および安全指標の面で世界の先進レベ
⑦完成車の研究開
⑤ 新 エ ネ ル
ルへの到達に尽力。国内の主要乗用車は先進国の法
発レベルの大幅な向
ギー車戦略の
規の要求レベルを満たし、大型トラック・大型バスの安
上
実施
全性および快適性を世界水準へと近づけ、新エネル
ギー車の技術全体を世界の先進レベルへと向上。
エンジン・トランスミッション・ステアリングシステム・制動
システム・駆動システム・サスペンションシステムおよび
⑧コアデバイス技術
自動車のバスコントロール＇一元的電子管理（システム
の自主開発化の実
におけるコアデバイス技術の自主開発化を実現、新エ
現
ネルギー車専用部品技術を国際的な先進レベルへと
引き上げ。

目録」を制定、自動車産業における技術の進歩と構造調整
を推進し、技術改良に注力。新エネルギー車の動力モ
ジュールおよびトランスミッション、キーパーツの産業化、内
燃エンジンの技術向上を推進。車全体の性能を向上させる
キーパーツ、製品の研究開発を支援。

自動車企業再編支援政策措置を制定し、余剰人員の再配
置、企業資産の分割・移転、債務審査およびその処置、課
税・利益の分配等の問題を解決。自動車メーカーの合併・再
編を通じ製品資源の整理統合や新製品開発を推進。新たに
設立される自動車メーカーおよび他地域での工場設立は、
現有の自動車生産企業との合併を基礎として実施。

今後３年間、技術進歩・技術改良の専用資金として、中央政
府から100億元を調達し、自動車メーカーによる製品アップグ
レードや、省エネ・環境・安全等のコア技術の水準向上を推
進。

電気自動車、プラグインハイブリッド車およびそのキーデバ
イスの産業化を推進。新エネルギー専用エンジンおよび動
力モジュールの設計・生産技術とコスト抑制技術を把握。
通常型ハイブリッド車、新燃料車の専用デバイスの開発に
注力。

⑩省エネ・新エネ 国家による省エネ・新エネルギー車モデルプロジェクトを始動
自動車メーカーに自主ブランド発展を企業戦略の中心に位 ルギー車の使用 させ、中央政府の財政から資金を調達して補助金を支給す
⑥自主ブランド
ることにより、省エネ・新エネルギー車の宣伝・普及を推進。
置付けさせ、自社開発・他社との共同開発・国内外におけ 普及
戦略の実施
る買収など多様な方式を通じ自主ブランドを発展。
⑦ 自 動 車 関 連 自動車・同部品の輸出基地の建設を加速。自動車輸出情
製 品 の 輸 出 戦 報・製品認証・共同技術開発・試験および測定・教育訓練
略の実施
等の公共サービスプラットフォームを構築。
⑤ 自 動 車 購 入 自動車購入ローン制度の改善と充実を図り、自動車購入
ローンの促進なら ローン管理条例を制定。条件に適合する国内大手自動車
びに標準化
メーカーのオートローン会社設立を支援。

④産業モデ
ルの転換

工業の発展およびソフ
ト面での付加価値向上
による相乗効果を重
視。金融業務およびア
フターサービスを発展
②自動車消費環境
させ、生産とサービス
の大幅な改善
連携を強化しつつ、相
互支援を促進し、自動
車製造業と自動車サー
ビス業が調和のとれた
発展を実現。

中古車の鑑定・評価の国家基準および臨時財産権登記制度
⑥ 中 古 車市 場の
を設立整。中古車販売を専門とする企業の発展に注力。中
標準化ならびに
古車市場の管理・監督を強化、市場参入許可を厳格化、中
発展促進
古車取引行為を標準化し、市場の秩序を維持。

自動車消費政策・法規の一貫した枠組みやシステムを
研究開発、物流、小売およびアフターサービス、レンタ
構築し、科学的かつ合理的な自動車税制、先進的な自 ⑧近代的自動 カー、中古車取引、自動車保険、オートローン、駐車サービ
都市総合交通運輸システムを発展させ、総合管理効率およ
動車サービスシステムおよび高度道路交通管理システ 車サービス業 ス、廃車・回収等のサービス業の発展を加速、関連法規・ ⑦ 都 市 に お け る
び近代化レベルを向上。交通渋滞解消工事を実施し、都市
ムを構築。電気自動車のインフラ整備および関連シス の発展
規則および管理制度を整備。大手自動車メーカーによる金 道 路 交 通 シ ス テ
路線交通設備の建設を加速。公共交通機関への乗り換え促
テムを構築。
融系会社設立、オートローン等のサービスの展開を推進。 ムの構築
進により、交通渋滞レベルを軽減。
自動車管理法規システムを一貫性あるものにするため、道
路自動車管理条例を制定。また、産業に貢献し、産業を保護
⑪ 自 動 車産 業発
する役割レベルの研究の制定作業を始動し、新エネルギー
展政策の実施と
車の基準・試験方法を修正制定。完成車メーカーの市場撤
整備
退メカニズムを確実に構築。新エネルギー車のユニット系
キーパーツの参入基準を制定。

（出所）国務院弁公庁資料を基にジェトロ作成。
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４.繊維産業
（１）産業動向
中国の繊維産業5は生産規模、貿易額、就業人員共に中国の産業において大きなシェアを
持つ巨大産業である。また、2000 年以降の繊維産業工業増加額の伸び率は年平均 20％と、
高い成長を維持してきた産業でもある。国家統計局によると、2008 年の一定規模以上の繊
維企業6４万 7,000 社の工業生産総額は前年比 13.7％増の３兆 4,781 億元と、全体の 26.9％
を占める。貿易においても、2008 年の繊維・アパレル製品の輸出総額は 1,852 億ドルと、
輸出総額の 13.3％のシェアを占める。「繊維産業調整振興計画（以下、計画）
」によると、
繊維品の 30％は国際市場へ輸出されており、全世界の繊維・アパレル製品の 30％は中国製
と、国際市場におけるプレゼンスも大きい。また、繊維産業は雇用吸収力も高く、2007 年
時点の業界全体の就業者数は 2,000 万人となっている。
表１は各分野の就業人数と、各分野別シェアをみたものである。綿糸紡績と服装がそれ
ぞれ 25.6％、35.1％と大きなシェアを占めており、これらは中国の繊維産業の中でも主力
産業であることといえる。
表１ 一定規模以上の繊維企業就業人数（2008 年１～11 月）

全繊維産業
綿糸紡績
染色
羊毛紡績
麻織物
絹織物
ニット品
服装
化繊
繊維機械
その他

就業人数＇万人（ シェア＇％（
1,082
100.0
277
25.6
48
4.4
32
3.0
12
1.1
40
3.7
134
12.4
380
35.1
45
4.2
15
1.4
72
6.7

（出所）中国紡織工業協会
これまで堅調な成長をしてきた繊維産業だが、08 年第３四半期以降は金融危機を通じた
外需の減尐により、加工貿易依存度の高い同業界は大きな影響を受けた。繊維・アパレル
製品の 08 年通年輸出額は前年比 8.2％増の 1,852 億ドルとプラスを維持したものの、伸び
率は 10.8 ポイント減尐した7。さらに 09 年上半期には、繊維製品の輸出額は前年同期比
5中国では「紡織産業」と表現されることが通常だが、紡績・紡織からアパレルまで含まれる場合が多いた

め、本稿では「繊維産業」と表現する。また、
「繊維産業振興計画」の中では、紡績・紡織およびアパレル
に関しても定められている。
6 全ての国有企業および年間売上高 200 万元以上の民間工業企業と 500 万元以上の民間商業企業
7中国海関総局発表データ参照。
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15.1％減の 270 億ドル、アパレル製品の輸出額は同 8.4％減の 459 億ドルとマイナスに転じ
た。月別でみても、09 年に入ってから下げ幅は落ち着いたものの、伸び率はマイナスで推
移している。なお、繊維輸出の減尐率がアパレル輸出に比べて大きいのは、アパレル製品
が不況に左右されにくい基礎消費品である一方、繊維製品はアパレル製品の需要減の影響
を受ける上に、自動車、不動産などの産業界の不調に伴って、産業用繊維の需要も低迷し
ていることが考えられる。また、中国紡織品輸出入協会の馬英主任によると、今年に入っ
て加工用繊維製品を輸入している開発途上国の景気悪化により、開発途上国向け繊維製品
の輸出減が更に進んでおり、このことも全体の輸出減につながっている。
図 中国の輸出伸び率（累月）
＇％（
40

全体
30

繊維
20

アパレル
10
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-20

-30
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（出所）中国海関統計
世界経済の急速な悪化を通じた輸出の落ち込みに加え、これまでの急速な発展に伴って、
中長期レベルで解決すべき問題点も表面化している。①繊維産業の工業能力が沿海部に集
中しており、中西部への産業移転が遅れていること、②輸出の約半分が EU、米国、日本な
ど先進国に偏っており、先進国発の景気悪化の直接的影響を受けやすいこと、③省エネ・
排出削減が普及しておらず、繊維産業のエネルギー消費や廃水排出量が依然と高いシェア
を占めていることなどが問題視されている。
（２）調整振興計画の概要
こうした状況の中、国務院は 2009 年２月４日に開催された常務会議にて「繊維産業調整
振興計画」の概要を決定し、同４月 24 日に計画の詳細を発表した。内容は、短期的な経済
成長を維持すると共に、2011 年までの中長期的発展と構造転換の方向性について明確化さ
れたものになっている。ただし、新しい政策措置を盛り込んだというよりは、これまで目
指してきた方向性が再定義されたものとなっている。
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まず計画では、
「指導的思想」として、「持続的成長、内需拡大、構造調整」の要求に基
づき、繊維工業の「量から質」への転換を推進するとしている。その上で、計画の「基本
原則」を以下のとおり提示した。
① 国際市場の開拓と内需拡大の両立を堅持。
② 中核的企業への支援と中小企業への指導の両立を堅持。
③ 自主イノベーション、技術改革と立ち遅れた生産能力淘汰の両立を堅持。
④ 市場のメカニズムの役割発揮と政策指導の強化の両立を堅持。
また、４つの基本原則を踏まえ、５つの目標を掲げた。その詳細は以下のとおり。
① 持続的成長の維持：繊維企業の工業生産増加額 1 兆 2,000 億元、年平均成長率 10％、
輸出総額 2,400 億ドル、年平均成長率８％の達成。
② 産業構造の最適化：繊維加工量の急成長を抑制。服装、家庭用、産業用といった三大最
終生産品の繊維消耗比率を 49:32:19 に調整。中西部の繊維工業生産額の生産総額に占
めるシェアを 20％前後に引き上げ。有力な自主ブランド企業を 100 社前後育成し、自
主ブランド製品の輸出比率を 20％に引き上げ。
③ 基礎的技術力の引き上げ：国際レベルの先進繊維技術設備の比率を 50％前後に引き上
げ。新製品の生産額比率を引き上げ。労働生産性を年平均で 10％引き上げ。
④ 省エネ・排出削減：単位工業増加額当たりのエネルギー消費を年平均５％引き下げ、水
消費を年平均７％引き下げ、廃水排出量を年平均７％引き下げ。
⑤ 老朽生産能力の淘汰：高エネ、高水消費、低技術水準の捺染能力 75 億メートルを淘汰。
古い化学繊維生産能力 230 万トンを淘汰。綿糸紡績、羊毛紡績の古い生産能力の淘汰。
注目すべき点は、目標のうち、
「③基礎的技術力の引き上げ」
「④省エネ・排出削減」
「⑤
老朽生産能力の淘汰」の３項目とも、自主イノベーションや技術水準の向上をうたう基本
原則の③に関するものであるという点だ。また、後述する８大任務のうち、
（２）自主イノ
ベーション能力向上、（３）技術改革の加速、（４）古い生産能力の淘汰の３つが同様に③
に関する内容であり、具体的な数字目標も揚げられている。これらのことから、ハイテク
技術化やローテク設備の淘汰が政策の中で重要な位置にあると言える。
目標について更に具体的な定めた８大任務のうち、数値目標は以下の通り。
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表２：主要任務
主要任務
具体的内容
＇１（国内外市場の安定 具体的数値目標なし。
①ハイテク繊維の産業化および応用を促進：高性能炭素繊維、アラミド繊維、新型
ポリエステル等ハイテク繊維や複合材料の総生産量を７万トンから14万トンに引き
上げ。農産品などの資源の有効活用。再生可能なバイオ繊維の開発実現。有機溶
剤紡糸セルロース繊維の一万トン規模の産業化、生物法による多価アルコール生
産の一千トン規模の産業化、バイオセルロース繊維の比率を現在の6.3％→８％に
引き上げ。
＇２（自主イノベーション ②産業用繊維製品の開発・応用の加速：多機能複合材料を重点的に発展。ハイエ
能力の向上
ンドのジオテキスタイルの国内市場占有率を20％→50％に引き上げ。新素材の比
重を20％→50％に引き上げ。高性能強化複合材料の年間生産量5,000万平方メー
トルの達成。
③繊維設備の自主化水準の向上：国産紡績機械の市場占有率を現在の60％→
70％に引き上げ。
④標準化体系の構築強化：炭素繊維などの高性能繊維、バイオ紡績製品、機能性
紡績製品、新型プラントの産業技術基準の早期制定。
①紡績・紡織業界：原料の精密化、検査の計器化推進。電子制御による混綿能力
向上。高付加価値製品の開発に注力。
②捺染業界：企業の単位付加価値増加値あたりのエネルギー消費を10％以上引き
＇３（技術改革の加速 上げ、工業用水の再利用率を35％以上に高める。新型繊維生地、機能的整理用品
等の高級製品の比重を20％→30％前後に引き上げ。
③化繊工業：化学繊維の差別化率を現在の36％→50％前後に引き上げ。
綿紡績業：建国前に生産されたもの、頭文字「１」系列の紡績機全てと紡績設備、
A512型、A513型系列の精紡機を重点的に淘汰。
羊毛紡績業：B250型梳毛紡毛紡績機、H212型毛織機等の老朽設備を重点的に淘
汰。捺染業：74型捺染生産ライン、フラットスクリーン捺染機、高温染色機、テン
＇４（老朽生産能力の淘 ター、ショートループヒートセッター等老朽設備の淘汰。
汰
化学繊維工業：旧型のR５３１型酸性ビスコース紡糸機、温式ウレタンエラストマー
生産技術、2万トン/年以下のビスコース生産ライン、N,N-ジメチルホルムアミド
＇DMF（溶剤法によるアクリル繊維とポリウレタンの製造技術、テレリンフのスピンド
ル長900以下の半自動フィラメント糸巻き取り装置及び間欠法による重合ポリエステ
ル生産技術・設備を重点的に淘汰。
・東部沿海地区は高技術・高付加価値・低資源消費の紡績産業と製品を重点的に
発展。
・中西部地区では労働集約型産業移転を促進。
＇５（地域配置の最適化 ・内地と新彊ウィグル自治区との協力を強化し、優良な綿糸、綿布、および綿紡績
製品生産基地を建設。
・新彊ウィグル自治区を内陸から中央アジア、ヨーロッパへ向けた紡績品・服装輸出
加工基地および地域的国際紡績センターとして育成。
＇６（公共サービス体系 ・企業、品質等の追跡モニタリング制度設立。
の完備
・中小企業向け公共サービスプラットフォームを30個設立。
＇７（自主ブランド構築
の加速・競争力向上

・アパレルの自主ブランドによる輸出比率を10％にまで高める。
・100社前後の優良ブランド企業を選定し、発展をサポート、合弁・再編を支援。
・「走出去＇海外進出（」を奨励、指導。

＇８（企業の競争力向上 具体的数値目標なし。

（出所）繊維産業調整振興計画を基に作成
また、目標達成に向けた政策措置として 10 項目が発表された。
「計画」で発表されてい
ない通達なども含め、これまで発表された主な措置や、今後発表予定の措置としては以下
の通り。
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① 輸出増値税還付などの輸出支援策：2008 年８月から計４回にわたり引き上げ、還付率
は 11％から 16％（17％中）にまで引き上げられた。その他、08 年 11 月 28 日に海関
総署より、競争力のある一部労働集約型加工貿易製品に対して、通関手続きの簡素化を
図る通達が発表された8。また 09 年４月 24 日には、同年 12 月 31 日までの間、服飾品
（HS61、62）の出入国検験検疫費用を通常の 70％に削減する（「農産品と繊維服飾製
品輸出の際の出入国検験検疫費減免に関する通知（財綜〔2009〕25 号）9」等の政策措
置が発表されている。
② 中小繊維企業への融資拡大：2008 年 12 月８日に発表された、「国務院弁公庁の目下の
金融情勢および経済発展の促進に関する若干意見（国弁発（2008）126 号）10」に基づ
き、中小繊維企業への融資拡大、輸出ローン貸付業務や信用担保サービスの奨励、不良
貸付の解消条件の緩和化などを図る。
③ 繊維企業の負担軽減：関係規定に基づき、一時的に経営困難に陥っている企業に対して、
社会保険費の納付猶予や、関連社会保険比率引き下げ等の政策を实行。
④ 国内消費の拡大：中国国内の自主ブランド構築加速についての指導意見を制定し、ブラ
ンド品販売店舗の設立や農村進出を加速。産業用繊維製品の関連技術基準と使用規範を
制定・改善し、産業技術水準や製品の品質を向上。国内インフラ建設プロジェクトでの、
産業用繊維製品の採用を奨励。
（３）中国の経済・産業への影響
①生産コスト削減：金融危機以前から一連の金融引き締め政策、人民元上昇、08 年より实
施された労働契約法による人件費上昇、原材料高などにより企業の生産コストが上昇し
た。金融危機により環境が一気に悪化する中、政府は政策方針を転換し、これまで引き
下げてきた輸出増値税の大幅引き上げや金融緩和策を行った。特に輸出増値税還付率の
引き上げは、企業の輸出コスト削減に一定の効果を表している。
他方で、税負担が軽減されても、外需が回復しない限り厳しい経営状態からの脱却は
難しく、政策効果は限定的とみられている。また、輸出増値税還付率はすでに 17％中 16％
にまで引き上げられ、これ以上の還付率調整による輸出促進効果はあまり期待できない。
②中小企業融資拡大による輸出減への一定の効果：輸出の大幅減は中小加工貿易企業に深
刻な影響を与えており、その回復が求められている。輸出減の要因には外需低迷のほか
にも、資金繰りの悪化により、輸出が困難になっていることが挙げられる。代金回収リ
スクが更に高まる中、業績悪化により流動資金が不足している中小企業にとっては、１
回の取引の成否が企業に与える損失は大きく、リスクをとれないために取引を行わない
中小企業が増えている。これに関連し、政策措置としては、中小企業に対して融資拡大
8
9

http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab1/module1187/info144263.htm
http://zhs.mof.gov.cn/zonghesi/zhengwuxinxi/zhengcefabu/200905/t20090504_139418.html

10

http://gxs.ningbo.gov.cn/xinghe/nbcoop.nsf/8b805bcbda79fc184825678d00011290/c7c4d39754d29f704
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措置や輸出信用保険業務拡大などが打ち出されている。
③中西部への移転の加速：計画の目標の一つに、産業構造の最適化が挙げられ、中西部の
繊維工業生産額のシェアを 20％前後に引き上げるとの具体的数値が示されている。中西
部への産業移転は、2006 年から商務部が推進している「万商西進」プロジェクトにて、
３年間で約１万社の海外企業と東部沿海地域企業を中西部へ誘致する目標を掲げ、本格
的に实施されてきた。实際、ここ数年は繊維企業の中西部への固定資産の伸びが顕著に
表われている（表３）。また、中国紡織品輸出入協会の馬英主任によると、同協会の会員
企業（1 万 1,000 社余り）の中でも中西部に労働集約型工場を移転し、上海や広州など沿
海部に技術センターや営業センターを設置する企業が増えているという。
他方で金融危機を期に、加工貿易企業の経営難を緩和するため、中国沿海部の生産環
境は改善されており、一時的には中西部への移転は減尐すると見る向きもある。
表３ 東部、中部、西部における繊維企業固定資産投資の伸び率（単位：％）

全国
東部
中部
西部

2005
39.1
36.8
40.8
15.6

2006
27.1
21.1
46.9
41.1

2007
25.7
16.3
54.2
37.4

2008
6.8
-3.6
27.1
28.5

（出所）国家統計局
④自然淘汰による業界再編：計画では、産業構造の最適化や、老朽産業の淘汰を目標に掲
げるが、中国紡織品輸出入協会の馬英主任は、「繊維産業界では企業が自然淘汰されてい
る状態。繊維企業の経営状態が非常に厳しい中、底辺の企業が淘汰され、力のある企業
が生き残ることにより、健全な業界再編につながっている」と、金融危機による環境悪
化を一つの機会と捉える考えを示す。实際に厳しい状況の中でも、繊維関係企業の３割
はブランド力や技術力により、利益を出しているという。
（４）日本企業にとってのメリット・デメリット
計画は国内産業の振興を焦点にしたものであり、輸出増値税還付などいくつかの具体的
措置を除いては、直接的な影響は实質あまりないとの声は尐なくない。しかし、特に中長
期的な視点でみたときに、日本企業への影響がいくつか考えられる。下記のメリット・デ
メリットは、今後政策が浸透し始めた時に、影響を及ぼす可能性が高い。
まず、輸出増値税還付率の引き上げ政策は、短期的対策として、加工貿易企業を中心に
一定の効果を表している。収益性の低い同業界では、増値税還付率の１％の変動が企業収
益の赤字・黒字を決定する要因にもなり得るため、収益減に直面する輸出企業にとって即
効性の高い措置といえる。
また、企業の輸出コストや生産コストが、金融危機を期に全体的に低下しているのも事
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实である。08 年は原材料価格や燃料費が高騰したが、09 年は価格が下落し、原材料は値引
き交渉も容易になり、買い手市場になっているとの声もある。更に、09 年は円高が進んだ
ことにより、相対的に元安に転じ、中国から日本への輸出環境はむしろ好転、一時的では
あるが、加工貿易企業のコスト負担は軽減されていると言える。
計画で打ち出されている、繊維産業のハイテク化を推進する方針は、中長期的には日本
企業に有利であると言える。例えば、ハイテク繊維分野では「高性能炭素繊維、アラミド
繊維、新型ポリエステル等ハイテク繊維や複合材料の総生産量を７万トンから 14 万トンに
引き上げ」などと、増産量が具体的に設定された。日本は炭素繊維の世界シェアが 70％以
上、有機繊維の中でも最大の引張強度、弾性率を持つパラ系アラミド繊維の世界シェアも
約半数11と、ハイテク繊維分野においては高い实績を持ち、技術・品質の面で強みを発揮す
る。また計画では、産業繊維製品の導入を積極化する方針であり、こうした動きも、日系
企業にとってチャンスになり得る。日本企業の中には「高付加価値製品に対する中国国内
の需要が低く、日本レベルの技術と品質を求めるところは尐ない」との意見もあるが、今
後こうした政策の効果が表れれば、市場ニーズも変化していく可能性が高い。中国紡織工
業協会の孫主任は、
「日本企業は技術面、設備面で強みを持ち、市場ニーズは高い」との見
解を示す。
さらに、計画では「単位工業増加額あたりのエネルギー消費の年平均５％引き下げ」
「水
消費の年平均 7％引き下げ」
「廃水排出量の年平均７％引き下げ」といった具体的な数値が
決定され、環境規制も更に強化される予定だが、こうした動きは従来から環境に配慮した
経営を行い、ノウハウも蓄積されている日本企業にとっては追い風との見解を示す企業が
多い。「汚水処理費用が全経費の２％を占める」（現地進出繊維メーカー）などと、コスト
面の負担増は遾けられないが、
「以前から環境整備にしっかり対応していたため、ISO14000
の取得も容易だった」
「地場企業は環境対策を十分に行っていないため、環境規制が強化さ
れれば差別化が図れる」との意見もあるなど、環境面の強化は、相対的には日本企業にと
って有利だと見られる。他方で、環境対策を強化した場合の優遇措置が享受できるか否か
は、計画では明らかにされておらず、
「省エネ対策を地方政府に申請している企業に対して、
ある程度の補助金を出すとの話もあるが、リップサービスに過ぎない。地場企業は特別な
人脈や情報網があるかもしれないが、外資系企業がこうした優遇政策を享受するのは難し
い」との声もあった。
他方、計画はあくまで国内産業の振興を目的としており、日本企業にとって不利な方針
もある。また、保護主義的な記述もいくつかある。例えば、
「繊維設備の自主化水準の向上」
「自主ブランド構築の加速」などと、国内産業を中心とした開発、発展を推進する記述も
あり、こうした分野では外資系企業はメリットを享受できないばかりか、一部国内企業に
対する政府の支援が強まれば、外資系企業にとっての脅威にもなる可能性がある。实際に、
「陽光集団などに代表される中国の大手地場企業は資金力が潤沢にあり、最新鋭の設備導
11

株式会社富士経済「高機能繊維市場实態総調査 2008」参照。
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入が容易に行える。設備を導入すればある程度のレベルのものは生産可能になる」と、地
場企業の競争力の強さを懸念する声もあり、今後更に保護主義的な要素が加われば、こう
した企業の成長が更に加速することも考えられる。
また、計画で打ち出されている、労働集約型産業の中西部移転推進については、日本企
業は一様に否定的な見解を示す。小規模・小ロット生産の日本企業では、内陸移転は採算
が合わないためだ。さらに加工貿易企業が中心であるため、海外へのクイックデリバリー
にも対応できない。
「労働集約業の中西部移転」「沿海部のハイテク化」が今後推進される
中では、沿海部を選択する場合、日本企業は更なる技術向上などの対応策が求められるこ
とになろう。
また、計画では「国内消費・需要の拡大」を打ち出すが、加工貿易型の日本企業にとっ
ては、内販への移行は難題が待ち受ける。中間製品を扱う企業は、「中国の繊維メーカーは
川上から川下まで一貫生産を行うところが多く、小規模で分業制の日系メーカーが中間製
品を売り込むのは難しい」
「汎用品に対するニーズが依然と高く、価格競争力で地場企業に
勝てない」
「商品に求めるスペックが異なる」などその難しさを指摘する声が多い。この他、
「計画には内需拡大に関する具体的措置が盛り込まれておらず、家電下郷政策などは低所
得者層への効果はあるものの、日本企業が対象とする高所得層に与える影響は限定的」と、
一連の景気刺激策の効果に関しても期待は薄いようである。
08 年後半から沿海部での生産環境が改善されたことを受け、東南アジアへ移転していた
日本企業の一部が、生産効率の高い中国へ再移転している動きもあるという。衣類・アパ
レル製品輸入の９割を中国に依存する日本の繊維産業にとって、金融危機の中において、
生産拠点としての中国の重要性がむしろ高まっていると言っても過言ではないだろう。中
国市場の役割が不動である中、早い段階から中国政府の政策方針を把握し、その分野での
比較優位をいかに確立するかが、今後の事業展開を展望する上で、大きな試金石となろう。
（中国北アジア課 黄 チャーニ）
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５．設備製造業
（１）産業動向
設備製造業は、中国独特の概念である。その定義について中国工業設備ネットは、
「国民
経済の各部門が拡大再生産する際に技術設備を提供する各製造工業の総称」としている。
包含される産業分野としては、
「機械工業」および「電子工業」における投資類品目であり、
①専用設備製造業、②通用設備製造業、③金属製品業、④ 電気機械・機材製造業、⑤儀器
儀表および文化事務用品製造業、⑥通信設備計算機・その他電子設備製造業、⑦交通機材・
その他交通運輸設備製造業の７大業種における 185 の小業種が当該産業分野に属する。ま
た、装備製造業は、
「工業の母機（マザーマシーン）
」との呼称で呼ばれることもある。
７大業種のうち、設備製造業分野に含まれる機械・設備等は表１のとおり。

表１ 設備製造業の範疇に含まれる主な機械・設備等
大業種
専用設備製造業

主な機械・設備

重機、建設・鉱山用機械、農機・トラクター、食品機械、繊維機械、
プラスチック加工機械、印刷機械、環境汚染防止用設備

ボイラー、原動機、金属加工機械、工作機械、クレーン、ポンプ、バ
ルブ、圧縮機、ベアリング、ギア、伝動・駆動部品、電炉、衡機、包
金属製品業
コンテナ、金属包装容器、金属表面処理・熱処理、金属工具
発電機、発電ユニット、送配電・制御設備、電線・ケーブル、光ファ
電気機械・器材製造業
イバー、電池
工業自動制御システム装置、計測測量儀器、試験分析器、環境測
儀器儀表および文化事務用機械製造業
定機器、複写機
電子設備製造業
半導体・電子部品製造設備、フラットパネルディスプレー製造設備
交通運輸設備製造業
鉄道交通設備、鉄道車両、信号システム、列車制御システム
＇出所（中国機械工業年鑑、装備製造業調整振興計画などより作成
通用設備製造業

設備製造業の発展は、90 年代の中盤から重視されてきた。中国政府は 2006 年２月、
「国
務院の設備製造業の振興加速化に関する若干の意見」（国発[2006]８号）を発表、産業のレ
ベルアップに向けた取り組みを強化する方針を示していた。
産業が包含する範囲は幅広く、その技術レベルも千差万別である。中国社会科学院工業
経済研究所・工業発展研究审の呂鉄主任は、
「建設機械分野は現在発展しつつある。一方で
エネルギー、冶金分野の機械類は発展段階にあり、航空、宇宙、医薬などの設備はまだ学
習、消化吸収の段階にある」とその発展段階を評する。ただし、産業全般の状況について、
中国機械工業連合会の蔡惟慈副会長は、
「規模は大きいが、技術、製品のレベルは低い」12と
その問題点を指摘する。
設備製造業の生産額等についての詳細な統計は公表されていない。ただし、設備製造業
を含む７大分野の工業生産増加額（2007 年、付加価値ベース）をみると、全体の 28.5％を
占めるほか（表２）
、GDP 総額に占める比率は 12.9％と、中国の産業、経済において大き
12

中央電視台「経済熱点面対面」（09 年４月 21 日放送）
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な位置づけにある。他方、中国機械工業連合会の蔡副会長は、2008 年における装備製造業
の産業規模について、
工業生産増加額は総額の 24.4％の２兆 9,000 億元と GDP 全体の 12％
を、
装備製造業の従業員数は 2,100 万人と全体の 26％、粗利益は 9,651 億元と全体の 21.2％
をそれぞれ占めていることを明らかにした13。

表２ 設備製造業を構成する７大業種の工業生産増加額＇付加価値ベース（位置づけ
＇単位：億元、％（
2005年
2006年
2007年
電子・通信設備製造業
5,722
7,084
7,925
交通運輸設備製造業
3,831
4,933
6,974
電気機械及器材製造業
3,574
4,618
6,054
通用設備製造業
2,967
3,799
5,108
専用設備製造業
1,682
2,296
3,067
金属製品業
1,693
2,226
3,010
儀器儀表および文化、事務用機械製造業
733
968
1,163
７業種合計
20,202
25,925
33,301
工業生産増加額＇付加価値ベース（総額
72,187
91,076 117,048
GDP
183,218 211,924 257,306
工業生産増加額に占める７業種のシェア
28.0
28.5
28.5
GDPに占める７業種のシェア
11.0
12.2
12.9
＇注（7大業種に属する業界全てが装備製造業の範疇に含まれる訳ではない。
＇出所（中国統計年鑑各年版より作成
工業・信息化部によれば、2009 年上半期における設備製造業（自動車、船舶を含む）の
工業生産増加額（付加価値ベース）は前年同期比 9.2％増、６月単月では前年同月比 13％
増と回復傾向にある。他方、中国機械工業連合会国際合作部外事処の楊俊綿処長は、
「回復
具合はまだら模様」と指摘する。好調なのは、「農機下郷」（農村部における農業機械の普
及プロジェクト）の政策効果を受け、生産・販売が好調な農業機械分野である。また４兆
元の景気刺激策の影響を受け、建設機械、重機なども好調である。他方、工作機械、産業
機械分野は、金融危機による輸出減尐のため、工業生産の伸びが大幅に低下した影響を受
け、厳しい状況が続いている。
（２）調整振興計画の概要
①重点プロジェクトの実施を通じた設備の国産化を目指す
中国政府は 09 年２月４日の国務院常務会議にて、設備製造業の調整振興計画（以下、計
画）の概要を発表。計画の詳細は５月 12 日に発表された。
計画では、中国の設備製造業の状況について、「既に設備製造業大国となっているが、規
模は大きいものの、能力不足であり、イノベーション能力が低い」とその課題を指摘する。
加えて、金融危機による影響について「国内外市場における設備需要が急激に萎縮してお
り、長年維持してきた高成長の勢いは減退している」と影響の大きさを指摘している。
13

１と同じ
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その上で、計画では、基本的な原則として、「設備の国産化と重点建設プロジェクトの連
携」を掲げた。これは、全国で進展している様々な大規模プロジェクトの進展を通じ、当
該プロジェクトに投入する設備等の国産化を図っていこうとする狙いである。計画では、
設備製造業の振興を図る重点プロジェクトとして 10 の産業分野（表３）およびそれぞれの
産業分野における重点プロジェクトを具体的に列挙し、当該分野での設備の国産化を含め
た振興を図っていく方針を示した。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

表３ 設備製造業の振興を図る10大産業分野
高効率クリーン発電設備
超高圧送電・変電
炭鉱および金属鉱採掘
天然ガスパイプライン輸送と液化貯蔵・輸送
高速鉄道
都市軌道交通
農業・農村
インフラ
生態環境および国民生活
科学技術重点専門プロジェクト
＇出所（設備製造業調整振興計画より作成

また設備製造業は、各工業分野の「マザーマシーン」という位置づけであり、他の産業
にも密接に関連する産業である。そのため、計画では、調整振興計画が発表された 10 大産
業のうち、非製造業である物流産業と、設備製造業を除く８産業に加え、国防・軍事産業
を含めた 9 産業を具体的に列挙し、それぞれの産業分野における重点プロジェクト・重点
施策を通じ、設備の国産化を推進する方針を示している。
②部品産業の育成を重視
さらに計画では、設備製造業分野の調整振興にあたり、部品産業の発展を重視する姿勢
を示している。中国機械工業連合会の蔡副会長は、
「ここ数年の設備、機械本体の速い発展
を通じ、基礎部品が機械本体の要求に対応できないといった矛盾が突出してきた」14と指摘
する。大連機床集団の姜懐勝副総裁は、
「高精度のベアリングにおいて、中国国内で調達で
きない高精度のベアリングは 10 分の１ほどだが、この 10 分の１のベアリングが大きな問
題をはらんでいる。具体的には、国外からの輸入価格が高いこと、注文から入荷までの時
間が長く、ベアリングによっては、調達に８～10 ヵ月も要する。さらに、ベアリングの性
能は、工作機械自身の性能を左右する」と、高付加価値材を輸入に依存している現状を指
摘する15。また蔡副会長も、中低レベルのベアリングは国外に輸出しているが、風力発電用、
高速鉄道用、一部の高級乗用車用のベアリングは大量に輸入している」と指摘している。
14
15

１と同じ
１と同じ
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計画では、今後重点的に開発・改良すべき部品等について、以下の 4 分野を挙げている。
(a) 大型鋳造、鍛造部品
(b) 工業基礎部品
(c) 加工補助工具
(d) 特殊原材料
③７項目の重点事業を推進
また、計画では、今後の設備製造業の発展にあたり、企業再編、イノベーション能力の
増強、人材の活用・育成など、今後の重点事業について以下の７項目を示している。
(a) 再編の加速化：企業再編を重点的に支援し、国際的に競争力をもった大型企業集団を形
成。
(b) 自主イノベーション能力の増強：産業発展の妨げとなっている共通性を持つ技術を集中
的に研究・開発。
(c) 集中生産レベルの向上。
(d) 製品標準システムの整備加速化。
(e) 海外の資源・市場の活用：海外の先進的な管理手法を吸収し、適切に選択しつつ先進技
術を導入。海外在住の中国人技術者の帰国を奨励し、産業技術レベルを向上。企業の海
外企業や研究開発機関との合併等を支援。
(f) 現代的製造サービス業を発展：プロジェクトの受注、システムの集約化など、設備製造
業企業の付加価値サービスの展開をサポートし、条件を満たす企業の研究開発、設計、
情報化サービスなどの業務拡大を奨励。
(g) 企業管理の強化と人材育成の強化。
④国産設備の購入・使用を奨励・支援
計画では、目標達成に向けた具体的な政策措置を定めている。
今回の政策措置で特に重視されているのは、国産第一号機の使用奨励措置である。ある
日本企業関係者は、
「中国における設備製造業のユーザーは、外国の設備を使用したがる傾
向が強い。そのため入札書の中で過去の納入实績を設けるなどして、国内メーカーを事实
上排除するなどの行為が实際に行われている。特に政府調達の中では、国内品に対する差
別的な対応がとられてきたのが現实」と指摘する。つまり、国産部品に対する信頼性が低
いため、莫大なコストを要する設備製造業機械の購入に際し、ユーザー側は過去に使用实
績がある海外品を調達する傾向があるとの指摘である。
これについて計画では、国産設備の使用を奨励する条項が盛り込まれたほか、第一号機
の国産設備購入に際するリスク補償メカニズムを確立すると記されている。一号機の購入
奨励策は、06 年 2 月に発表された「国務院の設備製造業の振興加速化に関する若干の意見」
にも盛り込まれたが、その後効果的な具体策が示されてこなかったという。今回は、政策
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の具体化に向けて、現在関係部門（工業・信息化部ならびに国家発展改革委員会）が、第
一号機使用奨励に向けた具体的な細則の作成を急いでいるもようである。
その他、中国政府は、４兆元の景気刺激策のうち、毎年 200 億元（計 600 億元）を、企
業の技術改造に関わる利子補給の財源に充てるとの方針を発表している。工業・信息化部・
設備工業司の張相木司長は、今回の措置が 4,600 億元の企業等による投資に繋がり、うち
2,000 億元は設備調達に充当されるとの見方を示している16。
（３）中国の経済・産業への影響
中国政府は、これまでも、設備製造業の国産化の推進、技術水準の向上を目指す方針を
示しており、今回の計画に盛り込まれた条項については、それほどの目新しさはないとい
える。その一方で、設備製造業についての振興計画が発表された意味合いについて、ある
日本企業関係者は、
「改革開放後、中国は一貫して外資を誘致し、製品を輸出することで経
済発展を遂げてきたが、一方で自主イノベーションに対する取組不足、外資・輸出依存に
対する問題意識が 2006 年頃から強まった。そこで自主イノベーションなど技術水準の向上
を唱えるようになったが、今回の金融危機による輸出減は予想だにしなかった。輸出が期
待できない中、やはり内需拡大を通じた経済の底上げをはかるべく、自主イノベーション
が再度強調されるようになった」と強調する。つまり、計画を通じ、設備製造業のレベル
アップに向けた対策が改めて示されたことで、今後政府はこの方面での取り組みを一層強
化するものとみられる。
これに関連して、中国政府８部門は 09 年６月４日、
「内需拡大と経済成長促進のための
政策配置の实行とプロジェクト建設の入札作業への管理強化に関する意見の印刷・配布の
通達」を発表した。通達では、政府調達分野に該当するプロジェクトについては、中国国
内で調達不可能な製品以外は、国産品を調達するよう求めている。同通達に関連し、国家
発展改革委員会と商務部は６月 26 日、談話を発表し、同通達にて規定する国産品の調達を
求める製品の範囲は、財政資金で实施されるプロジェクトに限られ、国産品には、外資系
企業が生産した製品も含まれることを明らかにした。ただし、通達の本格实施により、「輸
入設備の使用はこれまでより難しくなった。合弁ないしは中国国内メーカーからの調達へ
の変更を求める声が強まる」
（日本企業）と、通達を通じた中国政府の取組を懸念する声も
ある。
ただし、前述のとおり、中国のユーザーは、国産品よりも、品質面で優れている輸入品
を使用する傾向が強く、国産化の推進といっても課題は山積している。ある日本企業関係
者は、
「BtoC の分野であれば、中国国内に多くのコンペティターが存在するが、BtoB 部門
は発注側も实績を求めてくる。BtoB 分野は技術の蓄積が必要であり、一足飛びに技術力が
向上するわけではなく、設備製造業分野の技術力向上に向けた中国側の取り組みは中長期
16

工業・信息化部ウェブサイト
（http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/12458440.html）
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に渡るであろう」と指摘する。
その他、技術力向上に向けた新たな取り組みとして、計画では、海外留学生をより一層
活用する方針が示された。具体的には、海外の留学生で、かつ实際に研究開発等に携わっ
ている中国人の帰国を大いに奨励しており、技術を習得した人材に加え、経営管理ノウハ
ウを有している中国人の帰国も奨励している。これまで中国は、合弁企業を通じて技術移
転を進めてきたが、それに加え、人材の確保・育成を通じた自主イノベーションの促進に
本腰を入れたものともいえる。
設備製造業は、調整振興計画が発表されたその他９大産業を始め、中国の産業発展の鍵
を握る産業でもある。中国機械工業連合会の蔡会長は、
「設備製造業を除くその他９大重点
産業が、調整振興計画の目標をそれぞれ達成できるか否かは、設備製造業分野が、それぞ
れの産業に対して設備面で十分に支援していけるかにかかっている」とも指摘する。計画
の発表、实際の政策实施を通じ、中国の設備製造業分野の強化に向けた取り組みは今後加
速化しそうだ。
（４）日本企業にとってのメリット・デメリット
設備製造業調整振興計画が日本企業に与える影響について、短期的、長期的それぞれの
観点から、以下分析する。
①短期的状況
足元の状況をみると、兆元の景気刺激策等を通じ、鉄道・道路・空港などインフラ投資
が活発化していることもあり、関連プロジェクト向けに設備・高度な部品等を供給する日
本企業への発注は増加しているものとみられる。例えば、鉄道関連のプロジェクトは、
「次々
に建設許可が下りている」
（日本企業関係者）状態であり、電気系統の部品など発注量が増
大しているという。また、電力網整備プロジェクトの進展を通じ、送配電器関連の受注が
増大しているほか、４兆元のうち、1 兆元が四川大地震の復興対策に充当されることとなっ
たこともあり、四川省を中心に建設機械需要が増大、それによる関連企業の受注増加とい
った効果もみられる。
他方、金融危機を通じた輸出の減尐などに伴い、産業機械分野や半導体設備等の受注は
大きく落ち込んでいる。中国は内需主導での景気回復を目指すが、社会保障制度の未整備
など、消費拡大に向けた制約要因の存在により、消費が急激に拡大する環境とはなってい
ない。その意味で、当該分野での需要回復の鍵を握るのは、日欧米経済の回復を通じた中
国からの輸出の回復にあるといえる。
つまり、日本企業にとっては、４兆元の景気刺激策を通じたインフラ関連材の受注増が
足元の最大のポイントといえる。加えて、輸出が早期に回復し、産業機械、工作機械など
の受注が回復軌道に乗るかがその次の焦点といえる。
なお、前述のとおり、設備製造業分野において、短期的に中国企業が技術力を向上させ
るのは難しいとみられ、中国における関連製品等の需要増を通じた日本企業への裨益性は
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Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

小さくないものとみられる。
②長期的状況
計画が示すとおり、中国は設備製造業分野においても、自主イノベーションの強化、国
産化の推進を図っていくものとみられる。ただし、国産化に向けた取り組みは、最近始ま
ったものではない。改革開放以降、中国は「市場換技術」（市場を技術と交換する）を念頭
に、外国企業に対し市場を提供する代わりに、技術の供与を求める方針を一貫して示して
きた。
金融危機下において、世界需要が大きく落ち込む中、09 年上半期の GDP 成長率が 7.1％
と成長を続ける中国市場に対する世界各国企業の期待はかつてないほど高まっている。こ
うした中、中国としては、成長市場を「撒き餌」として、「市場換技術」を一層推進したい
意向ともいえる。实際、日本企業によれば、中国政府、相手側企業の国産化率向上に向け
た要求は年々強まっており、
「技術移転の促進を念頭に、独資形態ではなく、あくまでも合
弁形態での企業設立を要求する」ケースもあるという。实際に設備によっては、国産化率
が高まってきており、技術水準が着实に向上している分野も尐なくないという。
中国が次に目指すのは、
「フルセット型工業形態の確立」である。その意味で、組立中心
の現在の産業構造を転換し、部品から完成品まで一貫して中国において生産できる体制を
目指す意向といえる。
こうした中、日本企業としては、国産化の推進、自主イノベーションの向上に向けた中
国側の取り組みの変化を注視しつつ、同時に中国におけるビジネスチャンスの拡大に向け
た方策も検討していく必要がある。その一環として、ケースによっては、日本企業の技術・
ノウハウを活用して、技術力を有する中国企業とのアライアンスを通じ中国で製造したプ
ラント等を第三国へ輸出するなど、中国企業との連携を通じた新たなビジネスチャンスの
模索も重要となってくるであろう。
（中国北アジア課 中井 邦尚）
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６.造船業
（１）産業動向
中国の造船業は 2003 年以降、中国経済の急速な発展と世界的な好景気による貿易量の拡
大を背景に、外国および国内船主から受注が増加し、急成長を遂げてきた。船舶建造量は
2003 年から 2008 年の６年間、年平均 35％を超える伸びで、累計 9,463 万 DWT（載貨重
量トン数：dead weight tonnage）となった。このうち輸出された船舶は生産量全体の 69.6％
を占める 6,585 万 DWT に達した。
中国工業・情報化部によれば、2008 年の船舶生産は、新造船竣工量が世界シェアの 29.5％
を占める 2,881 万 DWT（前年比 52.2％増）、新造船受注量が同 37.7％の 5,818 万 DWT（同
40.9％減）
、手持ち工事量が同 35.5％の 20,460 万 DWT（同 28.7％増）となった。手持ち
工事量のうち、バラ積み貨物船の国際市場におけるシェアは 46％を占め、世界第 1 位とな
っている。タンカーとコンテナ船はそれぞれ 27％と 20％と、いずれも世界第２位となって
いる。
また、中国の一定規模以上（国有企業および年間売上高が 500 万元以上の民間企業）の
「造船および造機企業」は 1,242 社に及び、これら造船関連企業の工業総生産額は前年比
59.8％増の 4,143 億元、工業生産（付加価値）は同 61.2％増の 1,183 億元で、2003 年比そ
れぞれ６倍、7.7 倍に急拡大している。

図１ 中国造船業の主要な生産指標の推移
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＇出所（中国船舶工業行業協会
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しかし、2008 年第３四半期以降は、金融危機の発生により国際海運市況は急変し、中国
の造船業も大きな影響を受けている。
2008 年９月の新造船受注量は前年同月比 65％減の 319 万 DWT、10 月は前年同月比で
94％減尐し、60 万 DWT にも満たなかった。11 月は 30 万 DWT、12 月はわずか１万
9,600DWT と大幅に落ち込んだ。2009 年１月は 30 万 3,000DWT、２月の受注は１隻で２
万 1,000DWT に過ぎず、１～５月期では前年同期比 96％減の 1,216 万 DWT となった。
金融危機の影響で世界貿易量、海運需要は縮小、船腹過剰となり、海上運賃は大幅に下落
した。企業業績の悪化により船主への貸付条件も厳しくなり、造船業への投資は激減した。
現在船主からのオーダーのキャンセルや船舶引渡し延期の要求が出始めている。国家発展
改革委員会によれば、2008 年９月以降 100 隻超、3,000 万 DWT に上るキャンセルが生じ
ているという。今後も海運市況の低迷が続く場合、キャンセルや引渡し延期はさらに増え
ることが予想される。
また、中国の造船業は金融危機による影響に加え、①重複投資、②生産過剰、③研究開発
不足、④海洋プロジェクト関連設備の開発の遅れなどの問題も抱えている。
①重複投資と②生産過剰については現在、中国の５万 DWT 規模以上の造船生産能力は、
すでに竣工している分と現在建造中の分を合わせておよそ 6,600 万トンとなっている。こ
れは 2003 年の生産力の 8 倍に当たる。このうち地方企業の生産力が 3,370 万トンである。
なお、地方については、計画されている新規の生産力が 2,000 万トンを超える。他方、世
界の船舶需要は今後２～３年のうちに飽和状態になる見込みで、世界の新船需要は海運市
況と造船市況が回復したとしても１億トン前後とみられている。そうなった場合、国内の
生産力は３分の１近くが過剰となる。
次に、③研究開発能力不足については、大型 LNG コンテナ船、大型自動車輸送船、海洋
プロジェクト関連設備などのハイテク・高付加価値船舶の多くは外国の設計に頼っている
状況にあり、国際競争力も弱い。またエンジン、操舵审設備、甲板機械といった主な舶用
工業製品も外国の特許技術に頼っており、独自の製造技術を持たない製品が多い。
このほかに、環境対応といった新たな国際基準が打ち出され、船舶設計や生産管理などに
関して、さらに高い要求が求められていることも新たな課題となっている。
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表１

2008年世界造船業の主要生産指標
（単位：百万DWT/下段は世界シェア）
国・地域 新造船竣工量 新造船受注量 手持ち工事量
20.2
57.4
211.4
中国
22.7%
37.4%
36.2%
27.4
17.9
106.9
日本
30.7%
11.6%
18.3%
33.4
68.8
214
韓国
37.5%
44.8%
36.7%
5.7
2.3
19.1
欧州
6.40%
1.50%
3.30%
2.4
7.2
32.5
その他
2.70%
4.70%
5.50%
総計
89.1
153.6
583.9
（出所）英国クラークソン・リサーチ社
（注）中国船舶工業行業協会発表データと一部異なる。

（２）調整振興計画の概要
こうした状況の中、国務院は「船舶工業調整振興計画」を 2009 年６月９日に発表した。
国家発展改革委員会は造船業を「水上交通、海洋開発および国防建設に設備装置を提供す
る現代的な総合産業であり、鉄鋼、化学工業、紡績、電子情報などの重点産業の発展を大
きくけん引する役割を担っている。国際貿易の発展と国民経済の成長を促進する重要な基
幹産業である」と位置付けている。
同計画の指導思想・基本原則は、
「経済成長の維持、内需拡大、構造調整」という大原則
のもと、積極的な銀行融資により造船受注を安定させ、経営リスクを軽減する。過剰生産
をコントロールし、産業の構造調整を推進する。企業の合併再編を通じて大型造船企業の
競争力を拡大する。研究開発能力の強化により、ハイテク・高付加価値船舶の開発と海洋
プロジェクト関連設備の発展を目指すとしている。
計画目標としては、2011 年の船舶建造量 5,000 万 DWT、2011 年の造船竣工量の世界シ
ェア 35％以上、三大主流船型（バラ積み貨物船、タンカーおよびコンテナ船）の平均建造
日数 10 カ月以内などとなっている。
（表２）
。
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表２ 造船業調整振興計画目標
項 目

具体的な内容および数値目標
期限
船舶建造量5,000万DWT、舶用低速ディーゼルエンジン生産量として出力換算で1,200万
船舶生産の安定成長
2011年
馬力にする
造船完工量の世界シェアを35％以上にする。ハイテク・高付加価値船の世界シェア
市場シェアの拡大
2011年
20％、海洋プロジェクト関連設備のシェア10％にする
三大主流船型の舶用関連設備における国産品の平均取付率を65％以上。舶用低速
関連設備生産力の向上 ディーゼルエンジン、中速ディーゼルエンジンおよび甲板機械等の関連設備の国産品
シェアを80％以上にする
大型造船企業集団が高付加価値造船市場においても国際競争力を有するようにする
産業構造調整の推進 専門的な海洋プロジェクト関連設備製造基地の一定規模の達成
環渤海湾地区、長江河口地区および珠江河口地区を世界レベルの造船基地にする
三大主流船型の研究開発・設計の系列化・標準化および国際競争力を有する船型ブラ
ンドを構築する。
研究開発能力の向上
ハイテク・高付加価値船舶および海洋プロジェクト関連設備の開発において画期的な成
果を挙げる
主要造船企業における現代的な造船モデルの確立
三大主流船型の平均建造周期を10ヶ月以内に短縮する
品質の改善
工業生産の単位当りエネルギー消費を3年累計で15%低減する
2011年
鋼材利用率の効率化を実現する
＇出所（造船業産業調整振興計画より作成
政策措置は全部で８項目あり、４項目に金融・財政面による支援策が盛り込まれた。例
えば、船舶輸出のバイヤーズクレジットの拡大を金融機関に奨励する、遠洋船舶の国内販
売に対する財政金融支援策を 2012 年まで延長する、中央政府による産業振興・技術改造資
金を新設する、などである。
そのほか、企業再編（M＆A により大型の主要造船企業が川上、川下分野の中小企業を吸
収し総合力を高めることなど）
、生産過剰の調整（ドック拡張を３年間凍結し、造船能力の
増加を抑制することなど）などが盛り込まれた（表３）
。

表３ 造船業調整振興計画 政策措置
項目
主な内容
造船企業の生産・経営に対する銀行融資の強化
船主が納船を延期した場合、適切な範囲内での融資期間の延長を実施
金融機関によるバイヤーズクレジットの増加
棄船*購入の奨励
棄船となった輸出船舶の金融・リース会社による購入を奨励
国内造船市場におけるニーズの拡大
政府公用船および公益船舶につき、財政資金投入を強化し、建造を前倒しする
老朽船・旧式船舶および単船殻タンカーの淘汰の加速
生産設備の新規増加に対する厳格なコントロール
ドックの拡張建設を３年間凍結し、生産過剰になっている造船能力を抑制する
企業の合併・再編
M＆Aにより大型の主要造船企業が川上、川下分野の中小企業を吸収し総合力を高める
研究開発および技術改良への支援強化
ハイテク船舶＇LNG船など（の研究経費の支援強化
*発注された船体の引き取り拒否や契約キャンセルによる船体の放棄をいう
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（３）中国の経済・産業への影響
造船業産業調整振興計画は、2009 年２月 11 日に開催された国務院常務会議で審議・可
決された。
その翌日の２月 12 日付の新華社は、
「中国の造船業は輸出が 70％を占めており、
輸出船舶の買い手への融資拡大が盛り込まれたことは、資金需要が相対的に大きい造船業
にとっては明るいニュース」だと報道した。また、同日付の中国紙「21 世紀経済報道」も、
国内業界関係者の声として「現在多くの海運会社が経営困難に陥り、資金不足により船舶
の発注、購入ができない状況にある。政府は船の建造に関する支出を減尐させることで、
困難な状況におかれている海運企業をサポートしたいと考えている」とのコメントを紹介
している。
これらの報道からも分かる通り、金融危機の影響により中国の造船業が現在直面してい
るのは、新造船受注量の大幅な減尐、船主も含めた資金難の発生、船主による納船延期や
発注キャンセル、あるいは棄船の問題などがある。
産業調整振興計画では、これら問題に早急に対応するため、銀行による融資強化を打ち
出している。船主の資金調達問題については、発注側への銀行融資（バイヤーズクレジッ
ト）を拡大する。これは、船主が資金調達の困難が原因で発注のキャンセルを検討してい
る場合、中国側が資金的支援をすることでキャンセルを踏みとどまらせ、国内造船企業の
損失を発生させないことを意図している。他方、造船企業への融資については、一定の造
船手持ち工事量を有する信用度の高い国営造船所、中でも中国船泊工業公司（CSSC）と中
国船泊重工集団公司（CSIS）の２大造船集団に対して滞りなく融資することで、資金問題
を原因とする納船遅延を発生させないことを意図している。
しかし、産業調整振興計画による積極的な融資拡大で造船企業および船主の資金繰りは
改善するものの、重複投資や生産過剰により構造調整を遅延する可能性がある。
この６年間は世界的に造船需要が好調だったため、中国では造船所が多数新設され、既
存の造船所も設備増強を積極的に行ってきた。特に 2003 年頃からは「船があれば貨物が来
る」といわれるほどの好景気で、バラ積貨物船の引き合いが増加した。中国の造船業は急
成長を遂げたが、新興企業の多くは技術や建造工程レベルも低い中堅・中小企業である。
金融危機の影響で世界貿易量が減尐、海運需要も縮小したことなどから、船拍が供給過
剰になり、需給のインバランスが起きている。金融危機が企業を淘汰し、この問題を緩和
するとの期待もあったが、中国政府が融資拡大をはじめとする支援策を打ち出したため、
欧州や日本の造船業界は懸念を表明している。
産業調整振興計画では、能力の過剰に対応し、中小造船所が船舶本体ではなく付帯設備
の生産にまわるか、あるいは船体の一部を製造する工場（中国語で「分段廠」）となり、そ
れでも経営が成り立たない場合は市場から撤退するという方向性を打ち出している。また、
海洋プロジェクト分野や修船事業の比重を高めることや、大型鋼鉄や橋梁などの他分野へ
の転換にも言及している。
具体的な構造調整の方法として、まず老朽船・旧式船舶の淘汰・処分を挙げている。中
54
Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

国国内には多くの老朽船・旧式船舶がある。そもそも耐用年数を超えた船舶は廃棄すべき
であるが、ここ数年の好景気で処分が進まなかった。次に海洋汚染を防止するなどの理由
から、国際海事機関が 2015 年までに単船殻タンカーの廃止を求めている。産業調整振興計
画により廃止を進めることで、買換え需要による内需拡大が見込まれる。
政府はこうした措置を通じて、今後の中国造船業の業績を好転させることができるとし
ている。船舶は基本的に受注生産であり、契約から納船まで３年程度の期間を要する。こ
こ数年の中国造船企業の手持ち工事量が大量にあるため、今後の竣工船舶数は徐々に増加
するとみられていた。しかし金融危機後から発生している受注激減の影響で、数年後には
手持ち工事量も激減することが考えられる。2009 年に新規受注が尐なく、2010 年も同様な
状況になれば、中国の造船業は 2012～13 年に非常に大きな困難に直面することになる。
産業調整振興計画では、短期的には成長維持と内需拡大のための一連の措置が講じられ
ている。長期的には構造調整および研究開発・技術改造への投資拡大など、いずれも造船
業の長期的発展を目指したものとなっている。
（４）日本企業にとってのメリット・デメリット
前述のとおり、中国政府が融資拡大などの支援策を打ち出したことは、結果的に過剰生
産を助長することにもつながりかねない。世界の需給バランスの回復を遅らせることを日
本および欧州の造船業界は懸念している。世界生産シェアの約９割を日本、中国、韓国な
どのアジアが占めている。韓国でも政府による支援が取りざたされており、市場メカニズ
ムを通じた調整と自国産業保護のバランスをどうとるかが重要になっている。
また、これまで中国の中堅中小企業の中には、見込み生産を行っているところが多く、
認可を得ずに船舶を製造しているところもあった。産業調整振興計画により企業再編・淘
汰が方針として明確に打ち出され、そうした企業の整理が進むと予想されることを、大手
の造船企業、船主ともに歓迎している。しかし、地方の雇用問題などを考えると、企業再
編・淘汰の現状は必ずしも楽観視できないとの指摘もある。江蘇省南通市では 48 社（08
年時点）の民間造船企業が存在し、地方政府は雇用を維持するため５つの銀行にこれら企
業に融資するよう指示をしているという。淘汰されるべき企業が淘汰されない状況は現实
に起きており、需給インバランスは依然として大きな問題として存在している。
他方で、2005 年２月の京都議定書の発効を契機に、船舶エンジンなどからの排出ガス規
制、オイル漏れなどによる海洋環境汚染、船の安定を保つためのバラスト水放出による生
態系への影響など、世界の造船業おいても今後の大きなテーマが「環境対応」となってい
る。中国政府も「環境保護・省エネ」の推進を重視しており、産業調整振興計画において
も同様である。業界関係者の中には、今後「環境・省エネ」に対応できない中国企業の淘
汰は確实に進んでいくとの見方が多い。
中国政府が基幹産業である造船業の国際競争力の向上を図るため「環境対応」に力点を
おいていること、産業調整振興計画の中で LNG 船などのハイテク・高付加価値船の建造お
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よびイノベーションの強化を通じた産業の高度化を強調していることは、これら分野で高
い技術力を持つ日本企業にとってビジネスチャンスとなり得る。
中国政府は「自分の船は自分で造る（中国語で「国輪国造」）」という方針のもと、原則
として外国企業の造船業への出資を規制しており、日本企業をはじめとした外国企業にど
れほどのビジネスチャンスがあるかは不透明であるが、尐なくとも中国の造船市場におい
て、環境に対応した新たな製品、技術の需要は拡大が見込まれる。
（北京センター 清水 顕司）
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表 中国の造船業調整振興計画の概要
基本原則

目標

主要任務

政策措置
造船企業が造船および契約履行に必要とする流動資金の
貸付について、各関連銀行が滞りなく行うよう融資する。船
主が納船を先延ばしにした場合、適切な範囲で造船企業の
大型造船企業および海運企業が期日通りに契約を履行でき ①生産経営に対 貸付返済期間を延長する支援措置を講じる。また、信用度の
るよう支援し、納品の先延ばし、キャンセルおよび棄船等の する銀行貸付支 高い船主や造船企業に対しては、支払・返済保証書を速や
かに発行する。銀行と企業の協力関係を強化し、建造中の
納船の先延ばしや棄 ①造船生産の安定 2011年の船舶建造量5,000万DWT、舶用低速ディーゼ ①船舶企業の 経営リスクに積極的に対処する。また、造船企業が自社の生 援の強化
船舶に対しては抵当融資を行うようにする。条件を満たす造
ルエンジン生産量として出力換算で1,200万馬力にする 生産安定化
産管理の強化および合理的な生産計画により、造船の品質
船のリスクに積極的に 成長
船企業による上場と債券発行を支援する。船舶産業投資基
および進度を確保し、生産の連続性を維持できるよう指導す
対応し、発注キャンセ
①造船受注
金の設立を急ぐ。
る。
ルの大量発生を防止
の安定と生産
金融機関によるバイヤーズクレジットの増加を奨励し、大型
する。各造船企業が期
②バイヤーズクレ
拡大の維持
船舶企業集団とその他の中核造船企業が、手持ちの輸出船
日通りに受注した業務
ジットの増加
舶受注契約を安定して履行するための助けとする。
を完成し、安定した生
産拡大を実現する
関連措置を制定・整備して、三大主流船型の国際市場にお
ける中国造船業の優位性を確固たるものとし、ハイテク・高
2011年の造船竣工量を世界シェア35％以上を目指す。
関連政策措置の策定を通じて、棄船となった遠洋船舶の中
付加価値船舶および海洋プロジェクト関連設備の国際市場 ③棄船購入の奨
②市場シェアの拡大 またハイテク・高付加価値船舶の市場シェア20％、海洋 ⑧国際市場
核水運企業による購入、および棄船となった輸出船舶の金
におけるシェアを拡大する。舶用付帯設備企業による海外販 励
プロジェクト関連設備シェアを10％にする
融・リース会社による購入をそれぞれ奨励する。
売ネットワークおよびアフターサービスシステムの構築を奨
励し、製品の輸出拡大を図る。
②船舶市場
ニーズの拡大
②内需拡大

輸送構造の調整・高度
化および老朽化船・旧 ③付帯設備の生産
式船舶を淘汰し、市場 能力の向上
ニーズを拡大

三大主流船型における付帯設備の国産化率65％以
上、舶用低速ディーゼルエンジン、中速ディーゼルエン
ジンおよび甲板機械等の付帯設備の国内市場シェア
80%以上を目指す

既存の造船施設を利用した、造船企業による修船業務を奨
⑤老朽船・旧式船
励する。修船技術に関する研究を強化し、大型船舶、特殊船
⑦修船業務の
舶および単船殻タ
舶および海洋プロジェクト関連設備の修理・改造能力を向上
積極的推進
ンカーの淘汰の
させる。また、船舶解体業の秩序立った発展を実現し、定点
加速
解体制度を実施する。

大型造船企業集団がハイエンド市場において強い国際
競争力を有するようにする。専門的な海洋プロジェクト
④企業の合併再編
④企業の合併・
関連設備の製造拠点を一定規模の達成、一連の舶用
を実施し、大型企業
再編に対する
付帯設備生産企業の大きな発展に加え、環渤海湾地
集団を育成する。
支援
区、長江河口地区および珠江河口地区を世界レベルの
造船基地とすることを目指す。
企 業 の 合 併 再 編 を実
③構造調整 施し、大型企業集団を
育成する。
⑥品質の改善

中核船舶企業では現代的な造船モデルの基本的な確
立を達成する。三大主流船型の平均建造周期を10ヶ月
⑨船舶企業管
以内に短縮し、工業増加値単位当りエネルギー消費を
理の強化
3年累計で15%低減するとともに、鋼材利用率の顕著な
上昇を実現する。

③海洋プロジェ
クト関連設備の
推進

④自主イノ
ベーション

国内海上石油・天然ガス採掘企業に対し、国内企業が海洋
老朽船・旧式船舶の廃棄・更新および単船殻タンカーの淘汰 ④ 国 内 船舶 市場 プロジェクト関連構造物を販売する際、引き続き増値税還付
を加速するとともに、遠洋漁船、特殊船、工事用船、加工用 におけるニーズの の政策を実施する。国の基本計画に組み込まれている政府
船等の専用船舶の製造を積極的に推進する。
拡大
公用船および公益性船舶については、財政資金投入の強化
により建造を前倒しする。

基幹技術及び新製品
の研究開発を強化す
三大主流船型の研究開発・設計の系列化・標準化に加 ⑤自主革新能
る。造船関連設備のレ
⑤研究開発レベルの え、国際競争力を有する一連の船型ブランドを構築し、 力の向上
ベルアップを図り、海洋
向上
ハイテク・高付加価値船舶および海洋プロジェクト関連
プロジェクト関連設備を
設備の開発において画期的な成果を挙げる。
発展させ、国際競争力
を向上させる

⑥企業の技術
改造の強化

老朽船・旧式船舶の廃棄・更新奨励政策に関する検討を行
う。単船殻＇単船殻二重底および二重船殻一重底を含む（タ
ンカーの強制淘汰政策の公布を急ぎ、規定年数を超えた船
舶の改造および運行の禁止を徹底する。

大型造船企業集団およびその他の中核船舶企業の合併・再
企業の合併・再編を奨励する政策措置を制定・公布して、余
編を支援する。大型造船企業と川上・川下企業による戦略的
剰人員の配置や企業資産の転換、債務の統合と処理、財税
同盟関係の構築を推進する。中小造船企業が自社の業務内 ⑦企業の合併・再 利益分配等の問題を適切に解決する。資本注入や銀行貸付
容を調整し、中間製品、船舶修理および特殊船舶製造等の 編 政 策 措置 の整 等の方法により、大型造船企業集団による合併・再編を支援
非船舶製品市場を開拓するよう導く。条件を満たす企業が海 備
する。中核造船企業によるその他造船企業との合併・再編を
外の舶用付帯設備企業、研究開発機構または販売ネット
支援し、技術改良プロジェクトを優先的に認可して、業界の
ワークの買収を支援する。
製品構造調整を後押しする。
造船企業が現代的企業制度を確立し、情報化の推進によ
り、意思決定・管理レベルを向上させる。また、世界造船業界
の新協定、新基準の研究を強化し、関連業務を積極的に行
う。省エネ・省材料に関する新技術の普及により、エネル
ギー効率および鋼材利用率を向上させ、エネルギーおよび
材料消費量を低減させる。市場分析・契約管理の強化、資金
効率の向上および財務コストのコントロールを通じて、国際市
場への参画能力を強化する。人材面ではイノベーション型研
究開発・設計スタッフ、開拓型経営管理スタッフ、高級技能ス
タッフ等の専門的人材の育成を強化。また、研修を充実させ
スタッフのレベルアップを図り、企業発展のためのニーズを満
たす。
造船企業による新型自昇式掘削プラットフォーム、海洋プロ
ジェクト関連作業船および大型モジュール、総合一体型施設
ユニット等の海洋プロジェクト関連設備の研究開発を支援し、
海洋プロジェクト関連のキーシステムおよび付帯設備の研究
開発を奨励する。
「船舶工業科学研究開発重点プロジェクト目録」を策定し、
三大主流船型のレベルアップを支援し、新基準および省エ
ネ・環境保護の要求に合致する船舶を開発する。大型LNG
船、大型LPG船、大型自動車輸送船、調査船等のハイテク・
高付加価値船舶の設計開発能力を向上させる。また、新型
舶用ディーゼルエンジンおよびその重要部品、甲板機械、船
室設備等の自主研究開発を加速するとともに、現代的造船
技術および船舶・海洋プロジェクト関連設備の基礎となる共
通技術に関する研究を急ぐ。
「船舶工業技術改造プロジェクトおよび製品目録」を策定し、
ハイテク・高付加価値船舶と海洋プロジェクト関連設備専用
生産施設プロジェクトの建設を支援する。省エネ・環境保護
効果を有しているものの、生産能力・設備が市場のニーズに
対応しきれていない船舶・海洋プロジェクト関連設備およびそ
の付帯製品に関する技術改良を支援する。

⑥ 生 産 設備 の新
規増加に対する
厳格なコントロー
ル

「船舶工業中長期発展計画＇2006～2015年（」に記載されて
いる造船プロジェクトを除き、各級政府の土地、海洋、環境保
全、金融等の関連部門は、ドックおよびバースの新規建設プ
ロジェクトについて、その申請を受理しないこととする。大型
海洋プロジェクト関連設備専用インフラプロジェクトの新規建
設については、国の許可を得なければならない。また、既存
造船企業のドックおよびバースの拡張プロジェクトについて
は、今後3年間、暫定的に許可を停止する。

ハイテク船舶の研究開発に対する投入を強化し、ハイテク新
型船舶、海洋プロジェクト関連設備および重点付帯設備に関
する研究開発を支援する。カギとなる共通基礎技術および先
進的製造技術についての研究を支援し、造船業における基
⑧研究開発およ 準システムの構築を加速する。舶用付帯設備と海洋プロジェ
び技術改良に対 クト関連設備および特殊船舶製造用の専用施設・設備等に
する投入の強化 関する技術改良、大型船舶企業の合併再編後の情報化推
進およびビジネス・プロセス・リエンジニアリング、中小造船企
業を関連産業政策に合致させるために行われる調整・構造
転換、船舶企業と研究機関による研究環境整備等の計画を
支援する。

＇出所（国務院弁公庁資料を基にジェトロ作成。
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７．電子情報産業
（１）産業動向
電子情報産業17の中国経済におけるプレゼンスは極めて大きい。
「電子情報産業調整振興
計画」18によると、2008 年の GDP 成長率（9.0％）における同産業の寄与度は 0.8 ポイン
トを超えている。2008 年の営業収入は６兆 3,000 億元、工業生産増加額（付加価値ベース）
は１兆 5,000 億元である。輸出額は 5,218 億ドルで、全輸出の 36.5％を占める。
しかし、同産業は規模こそ大きいものの、産業構造は脆弱なものであると言える。同産
業が自律的、かつ持続的な発展を遂げる上でのボトルネックとなる構造問題は従来から指
摘されており、その解消が大きな課題となってきた。
構造問題としては、①製造業の比重が極めて大きく、なかでも労働集約的な低付加価値
製品が中心であり、
輸出製品は加工組み立てがほとんどである、
②外需への依存度が高い、
③外資系企業が産業の中心であり、地場企業の競争力が弱い、の３点が指摘できる。
同産業を所管する工業・情報化部（工業和信息化部）によると、同産業の 2008 年の営
業収入のうち、製造業（一定規模以上）が５兆 1,000 億元と約 80％を占めている。他方、
サービス分野では、ソフトウェア産業が 7,573 億元と大きいものの、12.0％を占めるに過
ぎない19。また、これら製造業においては、中国は生産の「量」では既に「世界の工場」
の地位を確立しているが、
「質」の面ではそうとは言えないのが現实である。完成品に組み
込まれる付加価値の高いキーコンポーネントは輸入によって賄われている部分が大きく、
中国内で付加される付加価値はそれほど大きくない。例えば、輸出をみると、製造工程の
うち主に低付加価値の部分を担う加工貿易の割合が輸出全体の 8 割を超えている20。現状
では、薄型テレビなどの電機製品のキーコンポーネントは輸入に依存する部分が大きく、
半導体分野でも最先端技術を必要とする IC では外資系企業が優位性を保持しており、中
国で生産されるのは付加価値の低い IC や後工程のパートである。
サービス分野でみても、
ソフトウェアではプログラミングや単純な入力作業など、人手が必要となる部分は中国が
強みを有するところだが、設計などの上流工程やソリューションといった高付加価値部分
は外資系企業に一日の長がある。
外需依存度についてみると、電子情報製造業における売上の過半は外需によるものであ
る。2009 年１～５月の同産業（一定規模以上）の販売額、１兆 7,497 億元（前年同期比
5.7％減）のうち、輸出額は１兆 276 億元（同 12.9％減）となっており、全体の 58.7％を

電子情報産業（原文：電子信息産業）の範疇は単なる IT（情報技術）産業よりも幅広く、パソコン、
音響機器、ディスプレイパネルなどの電機・電子系の製造分野と、通信やソフトウェア開発などのサービ
ス分野の両方が含まれる。
18 同計画については、概要が 2 月 18 日、詳細が 4 月 15 日に公表された。本稿では、特記な限り、
「計画」
は後者を指すものとする。
19 工業・情報化部ウェブサイト
（http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293877/n12177140/n12177158/12271951.html）
20 同上
17
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占めている21。また、2009 年７月９日に工業・情報化部が発表した 2009 年の電子情報企
業 100 強（2008 年の売上高に基づく）をみると、100 社の売上は１兆 1,194 億元で、輸
出額は 3,014 億元と全体の 26.9％を占めている。つまり、中国の電子情報産業は、海外市
場の動向の影響を尐なからず受ける構造になっているのである。
関連製品の輸出を品目別にみると、通信機器（主に携帯電話）、パソコン、家庭用視聴関
連機器（テレビ・DVD 機器・ステレオなど）が全体の約 75％を占めている22。これら品
目では、輸出のほとんどが外資系企業によるものである（表１）。つまり、中国の電子情報
製品の輸出はアセンブリングが中心の加工貿易が太宗を占めており、地場企業のプレゼン
スはかなり低いのが現状である。
表１ 電子情報製品の輸出額および外資系企業が占める割合（2006 年）

パソコン・周辺機器
パソコン部品
携帯電話
テレビ

全体の輸出額
外資系企業の輸出額
930
867
326
302
312
298
130
103

＇単位：億ドル、％（
外資系企業の割合
93.2
92.6
95.5
79.2

（出所）中国外商投資報告 2007、中国税関統計
さらに、こうした構造問題を抱える電子情報産業を取り巻く環境は年々厳しくなってき
ている。第１に、人件費の高騰が挙げられる。豊富かつ低廉な労働力供給が中国でのロー
コスト生産を可能にしていたが、ここ数年は沿海部のワーカー層を中心に人手不足が顕在
化し、人件費は高い上昇率を示してきた。第２が、中国政府による、一連の輸出抑制的な
政策の導入である。これまでは輸出奨励策の１つとして機能していた輸出増値税の還付に
つき、低付加価値品や環境負荷、エネルギー消費が大きい製品を中心に還付率が継続的に
引き下げられ、また、加工貿易に対する制限・規制も年々厳格化されていった。第３が人
民元の対ドルレートの切り上げと上昇である。足元では横ばいが続いているが、2005 年７
月の 2.1％の切り上げ以降、元の対ドルレートは上昇基調にあった。これは实質的には輸
出価格の上昇であり、中国の輸出競争力を低下させる方向に働く。
こうした環境の変化は中国が経済発展を遂げる過程で遾けられないものである。よって、
中国の電子情報産業にとっては、環境変化の影響を緩和・回遾するためにも、上記で指摘
した構造問題、特に過度な外需依存の解消は重要な課題となってきた。これは数年来、機
会あるごとに指摘されてきたことで、それ自体は目新しいイシューではない。しかし、米
国発のサブプライム・ローン問題に起因する世界的な金融危機により、同産業が抱える構

21

工業・情報化部ウェブサイト
（http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/12438123.html）
22 注 2 に同じ
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造的脆弱性が实体経済、企業経営におけるダメージとして顕在化した。
特に 2009 年第１四半期が最も落ち込みが激しい時期であった。例えば、工業生産（付
加価値ベース）
の伸び率でみると、
電子情報製造業は工業全体の伸び率を下回って推移し、
特に第１四半期は、前年同期比 5.3％減と前年实績を割り込んだ（表２）。３月以降は持ち
直しの兆しが見えるが、従来のような２桁の伸びには届いていない。同産業の利益額は１
～５月累計で 281 億元となり、前年同期の 521 億元から大幅に減尐している23。
表２ 工業生産（付加価値ベース）の伸び率（2009 年）

工業全体
電子情報製造業

１－２月
3.8

３月
8.3

４月
7.3

５月
8.1

-9.4

1.2

1.1

4.3

＇単位：％（
６月
10.7
6.5

（出所）国家統計局、工業・情報化部
輸出はさらに厳しい状況である（表３）
。同産業の主力輸出品目であるパソコン、携帯電
話、カラーテレビについてみると、09 年外需の急激な減尐により、08 年 11 月以降は基本
的に前年同月比でマイナスが続いてきた。09 年６月にはパソコン、携帯電話がかろうじて
プラスに転じたが、日本、欧米などの先進国市場の内需動向に左右される部分が大きく、
先行きはなお不透明となっている。
表３ 主力製品の輸出の伸び率

パソコン＇HS8471（
携帯電話＇HS851712（
カラーテレビ＇HS852872（

10月
20.9
18.7
8.5

＇単位：％（
2008年
2009年
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
▲ 2.9 ▲ 11.6 ▲ 18.8 ▲ 18.0 ▲ 14.2 ▲ 11.8 ▲ 20.1
0.5
▲ 8.2 ▲ 26.3 ▲ 25.1
3.5
▲ 12.0 ▲ 6.6 ▲ 10.8
3.4
▲ 26.8 ▲ 34.5 ▲ 24.9 ▲ 14.9 ▲ 14.6 ▲ 26.6 ▲ 11.9 ▲ 11.7

（出所）中国税関
現地に進出している電機・電子関連の日系メーカーにヒアリングをすると、やはり 09
年第１四半期が最も厳しかったとのコメントが多く、第２四半期に入り、生産や輸出にお
ける底打ち感を指摘する企業も尐なくない。しかし、金融危機以前の生産量まで回復する
には相当な時間が必要だとの見方が大勢を占める。
ソフトウェア産業については、確かに金融危機の影響は受けているものの、前年实績を
割り込むほどの落ち込みにはなっていない24。しかし、ソフトウェア開発企業、アウトソ
23

工業・情報化部ウェブサイト
（http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/12472665.html）
24 工業・情報化部による上半期のソフトウェア産業に関する報告（７月 24 日）によると、上半期の営業
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ーシング受注企業などにヒアリングすると、08 年第４四半期以降、日本や欧米からの発注
量は明らかに減尐している。他方、内需、つまり中国市場からの受注については堅調に推
移しているとのコメントもあり、外需依存度の高い企業ほど厳しい状況にあるのは製造、
サービス両分野ともに同様とみられる。
（２）調整振興計画の概要
今回の金融危機により、構造調整の必要性が改めて認識される一方で、上記のとおり、
金融危機が同産業に与えたダメージは非常に大きい。この状況下で構造調整を一気に進展
させれば、関連企業がさらに大きな痛手を負いかねない。したがって、短期的には、ダメ
ージが大きい産業をできるだけ早く安定的な成長軌道に回復させた上で、中長期的な産業
構造の調整を適宜進めるというのが、金融危機下における中国の電子情報産業の成長プラ
ンとなる。
实際、
「電子情報産業調整振興計画」は、
「現在の情勢と長期的な展望を総合的に考慮す
る」と明言しており、短期的には輸出の支援、内需拡大による関連企業の売上確保の实現、
中長期的には供給サイドにおける構造調整を中心に据えている。同計画において「発展の
中で安定を保ち、安定の中でスタイル転換」との記述があるように、中国側としては、従
来から主張している構造調整を基調としつつも、あくまでも同産業の安定的な成長の確保
が前提であり、急激な構造転換によって同産業にマイナスの影響が出るのは遾けたいとの
思惑が見て取れる。
①同計画の目標
同計画で設定されている目標は上記の大前提に対応している（表４）
。成長・安定の維持
については、売上高の安定的成長が１番に挙げられている。続いて GDP 成長に対する寄
与度や新規雇用の創出について数値目標が掲げられているのは、同産業の中国経済におけ
るプレゼンスの大きさと、安定成長に対する期待の表れと言えよう25。「今回の 10 大産業
に選ばれた他の産業と異なり、
（電子情報は）産業として新しく、流動性に富んでおり、発
展余地は相当大きい」
（政府系シンクタンク）との認識も、こうした期待の背景にあると思
われる。
また、
ソフトウェア産業は比較的金融危機の影響が軽微であったこともあってか、
電子情報産業におけるプレゼンスの向上が見込まれている（産業全体に占める売上シェア
を 12％から 15％まで引き上げ）
。
②同計画の任務（対象となる分野）
非常に幅広い産業が含まれる電子情報産業だが、同計画が主力として挙げている分野は

収入は前年同期比 22.7％増で、月次ベースでも年初から 20％以上の増加率を維持している。ただ、2008
年上半期に比べて、伸び率は 7.7 ポイント減尐している。
25 新規雇用 150 万人という目標については、あくまでも期待値と理解するのが適切であろう。現地ヒア
リングでは「合理的に積み上げられたものではない」
（政府系シンクタンク）といったコメントが得られ
ている。
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９つある（表５）
。これらは大分類として、①安定的成長の实現を目指す分野（コンピュー
ター、電子デバイス、オーディオビジュアル）、②革新技術でのブレイクスルー、自主イノ
ベーションの实現が期待される分野（集積回路、新型ディスプレイ、ソフトウェア）
、③技
術の応用による新たな成長の实現が期待される分野（通信設備製造、情報サービス、情報
技術）に分けられており、それぞれに３つの分野が入っている。
表４ 「電子情報産業調整振興計画」の目標（一部）
・売上高の安定的成長
・ＧＤＰ成長への寄与度0.7ポイント以上を確保
・新規雇用150万人の創出 ＇うち、大学生を100万人（
成長・安定の維持
・輸出の安定
・新型製品および関連サービスの新たな消費分野への育成
・情報技術の応用による伝統産業の再構築
・中核企業の国際競争力の向上
・自主ブランドの影響力の向上
・ソフトウェア・情報サービスの同産業における比率の引き上げ＇12％→15％（
構造の調整・転換
・加工貿易の産業パターンの転換・高度化の推進、他産業との連携
・国際的影響力のある産業集積の形成
・中核技術におけるイノベーションの実現
（出所）同計画より作成

表５ 「電子情報産業調整振興計画」の主要な任務に挙げられている主力分野

任務

注力分野
①コンピューター： 製造業の競争力の強化
中核産業の安定成長の確保
②電子デバイス： 高付加価値化の強化
③オーディオビジュアル： デジタル化の推進
④集積回路： 産業システムの整備
革新技術におけるブレークスルー
⑤新型ディスプレイ： ボトルネックの解消
⑥ソフトウェア： 自主発展能力の向上
⑦通信設備製造： 成長の加速
技術の応用による新たな成長の実現 ⑧情報サービス： 新たなモデル・業態の育成
⑨情報技術： 従来産業への応用・融合
（出所）同計画より作成
①に該当するのは、安定成長を目指すとしていることからも分かるとおり、既にかなり
の輸出量がある（＝外需の影響が大きい）製造業分野である。３つの大分類のうち、
「輸出
の安定を維持」のように外需を意識した言葉があるのは、この①のみとなっている。この
分野では、生産の量から質への転換に重きを置いているようだ。
②は安定成長よりも、むしろ中長期的な競争力の確保に向けた、コア技術におけるイノ
ベーションを強く意識している分野であり、最も自主創新（イノベーション）が期待され
ている分野とも言える。事实、ここに挙がっている集積回路、新型ディスプレイ、ソフト
ウェアはいずれも、同計画内で、中国政府による直接的資金投入の対象分野として挙げら
れている（詳細は後述）
。
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③の分野では技術水準の向上とともに、その運用・応用に力点が置かれている。背景に
は、
「産業全体の発展という観点では、自主創新による製品開発よりも、伝統的産業分野へ
の情報技術の応用の方が重要」
（同計画に詳しい地場系コンサルティング会社）といった認
識もあるようだ。特に民生改善の観点から、医療や社会保障、交通といった分野への応用、
三農（農村・農民・農業）問題解決に資するような応用が期待されている26。
③同計画における政策措置
政策措置の多くは従来から实行されてきたものでもあり、新鮮味はないものの、内需拡
大措置が第１に挙げられるなど、今回の計画の性格を端的に示すものとなっている。
注目すべき点は、３番目の政府による投資の対象分野（集積回路、新型ディスプレイ、
３Ｇ（TD-SCDMA）
、デジタルテレビ・シネマ、コンピューター・次世代インターネット、
ソフトウェア・情報サービス）である。これらは中国のメディア報道などでは、
「６大プロ
ジェクト」
（原文：六大工程）と呼ばれており、いわば政府の肝入りプロジェクトであると
言える。
特にこれらのプロジェクトの中でも、
「最も期待が大きいのは第３世代移動体通信（いわ
ゆる３Ｇ）
」
（政府系シンクタンク）である。３Ｇにおいて、中国移動通信（チャイナ・モ
バイル）に対してライセンスが付与された、中国の独自開発規格である TD-SCDMA につ
いては、今回の計画における政策措置において、
「政府による投資」
「国際市場の開拓」
「自
主イノベーション能力の構築」で言及されるなど、重要な国家プロジェクトに位置付けら
れていることは明らかである27。TD-SCDMA のライセンスを持つ中国移動の今後の動向
を注視しておくことは、中国の主力企業の育成・支援政策のあり方を把握する上で有用で
あろう。
また、内需拡大の具体策として名前が挙がっている太陽光発電、半導体（LED）照明器
具についても、今後の動向が注目される28。両者ともに、その利用は省エネルギー経済の
实現に資するものであり、今後、政策的措置を伴って普及が後押しされていくものと見ら
れる。实際、09 年７月 21 日には、財政部が科学技術部、国家エネルギー局との連名で、
太陽光発電における事業者支援策を発表した。原則として、事業者に対して総投資額の
50％を補助するなど、供給サイドには大きなインセンティブとなる内容となっている
（LED については後述）
。
具体的な動きとして、農業部は 09 年７月 14 日、通信最大手、中国移動通信と「農業農村情報化共同
推進枞組み取り決め」を締結した。同社は今後３年間で、農村の通信インフラの整備に 700 億元を投入す
る。あわせて、TD-SCDMA 技術の農業部門における応用も推進される。これに関連して、
「中国の通信
大手にとって、農村における情報インフラの基盤整備は対政府の義務になっている」
（日系通信関連企業）
との指摘もある。
27 工業・情報化部は 09 年７月 22 日、
「2009 年上半期の通信業の状況、３ＧとＴＤの発展状況」を発表
した。表題において、３Ｇの中の一規格である TD-SCDMA が独立している点からも、同規格が別格であ
ることが分かる。
28 LED 照明は、科学技術部が主導して先端技術の産業化を支援・促進する「863 計画」の対象に選定さ
れており、規格策定も含め、近年産業化・商用化が積極的に進められている。
26
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表６ 電子情報産業振興調整計画の政策措置
目的

具体策＇一部（
・家電下郷
・３Ｇ・次世代インターネットなどの先端ネットワークの建設・推進
①内需拡大
・農村の情報化推進＇「村村通」の加速など（
・太陽光発電、半導体＇LED（照明器具などの普及
・６大プロジェクトへの資金投入
＇集積回路、新型ディスプレイ、TD-SCDMA、デジタルテレビ・シネマ、
②政府による投資
コンピューター・次世代インターネット、ソフトウェア・情報サービス（
・地方の主要プロジェクトへの資金援助
・情報技術による旧来産業の再編に対する予算規模の拡大
・集積回路、新型ディスプレイにかかる適切な優遇政策の実施
③政策的支援
・ハイテク企業認定にかかる、認定項目・基準の適切な調整
・太陽光発電、半導体＇LED（照明器具の普及・応用を奨励する政策の立案
・信用担保システムの効果的運用による、中小企業への融資拡大
・先端技術導入に伴う外貨需要に対する輸出入銀行の低利融資
④投融資環境の整備
・海外からの帰国人材による創業の支援
・外資系企業による中国内での生産安定、投資拡大の支援
・主力分野＇集積回路、ソフトウェア、新型ディスプレイ等（における
有力企業による同業他社の吸収・合併
⑤企業の合併・再編の支援
・海外進出における企業合併・出資などによる国際競争力の強化の
支援
・金融機関による企業再編に対する資金提供
・一部製品の輸出増値税還付率の維持・引き上げ
・輸出信用保険による輸出促進、輸出貸付の中小企業への適用
⑥国際市場の開拓
・総合的な措置による、新興市場の開拓の支援
・TD-SCDMAなど自主技術規格の海外市場での利用拡大
・アウトソーシング発展への政策の実行
・国主導での科学技術大型専門プロジェクトの実施
・企業間の連携によるイノベーション事業の促進
・TD-SCDMA、地上波デジタルテレビ等における情報共有による産業化の
⑦自主イノベーション能力の構築 促進
・各種製品分野における標準規格の策定と普及
・知的財産権の保護
・６大プロジェクトにかかる人材の確保と、それによる国内のＲ＆Ｄ

（出所）同計画より筆者作成
（３）中国の経済・産業への影響
以下、今回の計画が同産業に与える影響について、短期的な成長・安定の維持、中長期
的な構造の調整・転換の２つに分けてみていくことにする。
①短期的な影響
まず、輸出拡大の側面支援と内需拡大政策による、プラスの影響はある程度あったと評
価できよう。工業・情報化部は 09 年上半期の電子情報製造業について、輸出増値税還付
率の調整（引き上げ）
、
「家電下郷」などの政策により、生産が戻りつつあると評価してい
る29。
計画において海外市場開拓の具体策として挙げられている輸出増値税還付率の引き上げ
は、計画の概要が 09 年２月に発表された後に２回行われている。まず４月１日からカラ
ーテレビ、一部のテレビ用部品などの還付率が 17％まで引き上げられた。続いて、６月１
日から、前回対象外となった一部のテレビ用部品については 17％、また一部の光学部品な
29

注７に同じ
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どについては 15％まで引き上げている。増値税率は 17％であるから、還付率 17％の場合
は全額が戻ってくることになる。同引き上げ措置は企業の輸出採算の改善に直結する。
ただし、増値税還付率の引き上げは輸出企業の採算改善や競争力の向上には一定の効果
は見込めるが、欧米市場を中心に需要自体が落ち込んでいる状況では、輸出が一気に改善
するとは考えにくい。現地ヒアリングでも、欧米市場の本格回復は 2010 年以降になると
予想する企業が多い。よって、短期的な売上確保という点では、内需拡大に期待が掛かる
のが現状である。
電子情報産業に関連する内需拡大策としては、
「家電下郷」以外にも、
「以旧換新」
（５月
から实施。自動車、家電が対象で、家電では主に都市部における買い替えを促進する内容）、
「節能産品恵民工程」
（６月から实施。省エネ家電の普及を促進するため、メーカーに補助
金を支給し、価格の引き下げを实現する内容）が挙げられる30。
この中で、計画において内需拡大の具体策として名前が挙がる「家電下郷」については、
もともと購買力が低く、市場規模の小さい農村市場が対象となっていることから、内需拡
大への貢献度は比較的小さいとされる。その意味では、同政策が電子情報製造業の生産を
大きく引き上げる要因になるとは考えにくい。
他方、
「短期的な効果を期待するのであれば、
（
「家電下郷」より）購買力がある都市部での需要拡大措置の方がインパクトは大きい」
（電
機メーカー）との声もある。今後、主に都市部で实施される「以旧換新」
「節能産品恵民工
程」が本格化すれば、対象商品となっているパソコン・テレビ関連産業の生産拡大が期待
される。
今回の計画により、短期間のうちに普及が進む可能性が高いものとしては、LED 照明器
具が挙げられる。既に 2009 年より、科学技術部が「十城万盞（都市街灯の LED 化）」プ
ロジェクトを推進している。2009 年は 21 の实験都市で 100 万灯の LED 街頭の設置を目
指し、2015 年には LED 照明の割合を一般照明の 30％まで高め、その市場規模を 5,000
億元まで拡大するとしている31。まずは街頭など公共面での普及が推進されるが、一般消
費者レベルについても、従来型の家庭用照明から LED 照明への買い替えは、「以旧換新」
「節能産品恵民工程」で明らかになっている、省エネ家電の普及を内需拡大に結びつける
という、当局の政策の方向性に合致している。今後、供給サイド、需要サイドの双方にお
いて、インセンティブを与えるような政策が打ち出され、LED 照明の消費者市場が急拡大
するようなことも十分に考えられる。
同じように、
現時点では商用化が進んでいない、
あるいは普及率が低いものであっても、
計画の中で言及されている分野に関連する技術・商品については、比較的インパクトの大
きい政策が出てくる可能性もあり、留意しておく必要があろう。
計画で挙げられている６大プロジェクトの中で動きが早いのは３Ｇである。08 年、通信

30

「以旧換新」
「節能産品恵民工程」は、その発表が産業振興・調整計画の公表後になったため、計画の
内需拡大策として名前は挙げられていない。
31 『通商弘報』2009 年 7 月 31 日付
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企業の再編が完了して以降、３Ｇ規格のライセンス発行が待たれていた。３Ｇ関連の投資
は今後３年間で最大２兆元に達するとみられており、３Ｇの普及は景気刺激策としても期
待がかかるからだ。实際、09 年１月７日、工業・情報化部が通信大手３社にライセンスを
発行して以降、通信関連の投資は急速に動いている。09 年６月末時点での通信３社の３Ｇ
関連の投資額は約 800 億元にのぼっている32。また、１～５月の通信設備産業の利益は前
年同期比 35.1％増の 139 億元と急伸しており、電子産業の主要 11 業種のうち、利益額が
前年同期を上回っているのは通信設備産業のみである。基地局設備の生産も前年同期比で
約４倍となっている33。現在は通信設備関連の需要が盛り上がっている状況だが、今後３
Ｇでの通信サービス提供が本格化していけば、３Ｇ向けのソフトウェアやコンテンツの開
発といった川下分野にも経済効果が波及していくことが期待される。
②中長期的な影響
焦点は構造調整・転換がどこまで進むかであるが、現時点で先行きを見通すのは非常に
難しい。
既に指摘したとおり、
電子情報産業が抱える構造問題は従来から指摘されており、
構造問題の解消に向けて様々な政策や「指導」が打たれてきた。しかし、期待された速度
では構造調整は進展しなかった。今回の計画について、現地の研究者やコンサルタント、
日本企業は共通して「それほど新鮮味のある内容ではない」と評価している。今回の計画
は確かに構造調整の進展を支援する内容ではあるが、それを大きく前進させるほどのイン
パクトがあるものではないとも言えよう。逆に、短期的には外需依存型の加工貿易企業を
救済する内容でもあり、構造調整の進展を遅らせる可能性も否定できない。
他方、企業レベルで考えれば、６大プロジェクトを中心に、政府による資金援助をはじ
めとする政策による支援により、主力企業の競争力向上に有利な環境の整備は着实に進む
だろう。さらに、TD-SCDMA に典型的にみられるように、巨大な国内消費市場を背景と
して、中国独自の標準・規格を国際的に展開し、海外でも主力企業に有利な環境を作ろう
とする意図が読み取れる。産業全体の高度化とは異なる速さで、国際競争力をつけた中国
企業が限定的ながらも、いくつか出てくる可能性は十分にある。この点に関しては、政府
の手厚い支援による企業育成について、
「（他産業に比べて）同産業はもともと市場原理が
強く動いてきた分野であり、さらに政府のバックアップが加われば、発展はかなり期待で
きる」
（政府系シンクタンク）といったコメントがある一方で、企業サイドからは、「本当
に自律した实力のある産業として発展する上では、政府の過度の関与が阻害要因になる可
能性もある」といった声も聞かれている。
なお、今回の計画については、
「
（2011 年から 2015 年までを対象年とする）第 12 次五
カ年規画（の一部）を前倒ししたとも言える」
（前出のコンサルティング会社）との見方が
32

工業・情報化部ウェブサイト
（http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/12470620.html）
33 工業・情報化部ウェブサイト
（http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/12470664.html）
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ある。つまり、金融危機の影響により、今後３年（2009～2011 年）を対象とする新たな
産業政策の策定・公表が急遽必要になったことから、次の五カ年規画に備えて練られてい
た内容が今回の計画に援用されたということである。このように考えると、第 12 次５カ
年規画は今回の産業計画から大きく外れる内容にはならないものと推察される。今回の計
画により、2015 年あたりまで、中国政府がどのような分野に注力するのかは見通しやすく
なったと言えよう。
（４）日本企業にとってのメリット・デメリット
①メリット
短期的には、①内需拡大策と②輸出支援策によるメリットが考えられる。まず①内需拡
大については、高付加価値・高機能で高価格帯の商品を主力とする日系家電メーカーにと
って、比較的低価格の商品を補助金支給の対象とし、農村市場で展開される「家電下郷」
から得られるメリットはそれほど大きくないとの指摘がある。ただ、
「家電下郷」により売
上が増えている地場系家電メーカーと取引のある日系部品メーカーの中には、同政策によ
るメリットを实感できているところもあるようだ。
なお、
「家電下郷」の内容については見直しが進められている。７月９日には、財政部経
済建設司の副司長が「家電下郷」における対象商品の価格上限を撤廃し、支給する補助金
額に上限を設定する方向で政策を調整している旨を示唆している。同政策は、今後は民生
の観点を残しつつも、より消費刺激としての色彩を強くしそうである。農村部にも十分な
購買力を持った層も尐数ながら存在する。政策が調整され、農村の富裕層がより高付加価
値な製品に手を伸ばしやすくなれば、日本企業にとっては、ビジネスチャンスが広がるこ
とが期待される。
ただし、省エネなどの点で強みを持つ日系メーカーの場合、現時点では、同計画では名
前が挙がっていない「以旧換新」
「節能産品恵民工程」の方が享受できるメリットは大きそ
うだ。
電子情報産業内で内需拡大の恩恵を受ける可能性がある完成品分野として、既に市場競
争が相当激化しているものでは、テレビ、パソコンといったものが挙げられる。また、今
後、関連市場の拡大が期待される産業としては、３Ｇ（携帯端末、コンテンツ、付随サー
ビス）
、太陽光発電、LED 照明などが挙げられる。特に携帯端末では、日系メーカーは一
度中国市場からの撤退を余儀なくされただけに、３Ｇの普及が進めば、高付加価値化競争
を展開してきた日本市場での経験が活かせるため、中国市場に再挑戦できるとの期待は大
きい。日系メーカーの中で先行しているのはシャープで、08 年夏から中国市場に高機能携
帯端末を投入して再挑戦しており、３Ｇ対応機種も８月から投入するという34。太陽光発
電、LED 照明についても、同分野関連での特許を有する日本企業もあり、製造設備などの
川上部分から、関連サービスの提供といった川下部分まで、ビジネスチャンスは大きい。
34

「日本経済新聞」2009 年７月 23 日付
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次に、②輸出支援策については、日系メーカーの中でも、輸出増値税還付率の引き下げ、
加工貿易への制限などから、輸出事業が非常に厳しい状況に陥った企業は尐なくない。こ
の点では、採算改善に寄与する輸出増値税の還付率の引き上げはメリットと言える。しか
し、このメリットは外需が回復するまでの短期的なものとなる可能性が高い。外需が回復
し、内需が順調に拡大すれば、構造調整のスピードが上がり、低付加価値の品目を中心に
再び輸出増値税還付率は引き下げられる可能性は否定できない。関係する日系メーカーと
しては、近い将来の輸出環境の悪化を事業計画に十分に織り込み、中国市場の開拓や製品
の高付加価値化に取り組んでおく必要があるだろう。
中長期的にみると、やはり内需拡大はメリットになる。既にかなりの購買力をつけてい
る都市部のみならず、
「家電下郷」などの政策効果により農村部でも家電が普及し、上級機
種への買い替え需要などが出てくれば、高価格帯商品を主力とする日系完成品メーカーに
とってもビジネスチャンスとなりうる。また、高付加価値なキーコンポーネントに強みを
持つ日系部品メーカーが間接的に享受できるメリットも大きくなる。
また、産業構造の調整・転換が進み、産業が高度化することにより、日本企業にとって
は、中国拠点に新たな役割を与えることが可能になる。従来、日本企業は中国を低コスト
オペレーションが可能な製造・輸出拠点と捉えてきた。しかし、人件費の上昇などにより、
低コストの強みは徐々に失われてきており、また輸出環境も悪化している。こうした中、
日本企業は中国拠点を、より高付加価値な製品の中国市場向け生産拠点とする動きを強め
ている。産業全体の高度化が促されていけば、日本企業としても、中国拠点の位置付けの
転換を進めやすくなるだろう。ソフトウェア産業のようなサービス分野においても、例え
ばプログラミングのみならず、提案やソリューションも可能な企業が増えれば、開発委託
やアウトソーシングといった点で、今まで以上に中国を活用できるようになる。
②デメリット
中国の内需拡大が直接的に日本企業にとって不利益を生むことにはならない。ただし、
留意すべきなのは、内需拡大を享受できる企業が实質的に地場系企業に限定されてしまう
ようなケースである。例えば、同計画で内需拡大の具体策に挙げられている「家電下郷」
では、当初、補助金支給の対象となる製品の上限価格が低く設定されたことから、対象製
品のほとんどが地場メーカーのものとなった。テレビなどでは上限価格が引き上げられ、
徐々に外資系企業の製品も対象に入ってきているものの、
「实質的には輸出環境の悪化に苦
しむ地場系企業の救済策」
（電機メーカー）
との見方は根強い。
今後の内需拡大策において、
外資系企業が实質的に対象外となるような政策が出てくる可能性も否定できず、注意が必
要だ。
中長期的にみると、同計画にあるような補助金投入、優遇税制、市場の整備（技術の標
準化・規格化）などの政策によって、様々な分野で地場企業が急速に競争力を増大させて
くる可能性が高い（表６）
。中国市場のみならず、海外市場においても日本企業の競合相手
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となるだろう。計画の中では、外資系企業に対しては「生産の安定、投資の拡大の支援」
といった言及がある一方で、政府支援の対象を地場企業のみに限定すると明言する文章は
ない。しかし、電子情報産業の発展におけるキーワードである「自主イノベーション」が
そもそも地場企業によるイノベーションを想定しているように、地場企業の育成と彼ら自
身による産業レベルの引き上げ、国際市場でのプレゼンス拡大が中国の狙いであることは
明らかである。このような姿勢はこれまでにも明らかにされてきたし、今回の計画でも変
更はない。同計画で具体名が挙がっている分野では、地場企業の育成・競争力強化の姿勢
が一層強く出てくるものと思われる。標準・規格についても、TD-SCDMA を筆頭に、中
国独自の標準・規格を海外に「輸出」する姿勢は鮮明で、グローバルに事業を展開する日
本企業としては、中国の標準化・規格化の動きには留意しておきたい。
さらに、計画の中で、特に新型ディスプレイパネル産業において「台湾海峡両岸にまた
がる産業協力を強化」と明記するなど、一部産業では台湾系企業との連携を強化する方向
も鮮明に打ち出している35。今後、中国市場および海外市場での競争という観点から、地
場企業と台湾系企業との協業に目配りしておく必要がある。
③最後に：調整振興計画を踏まえた中国事業の再構築
今回の計画自体にはそれほど目新しい部分があるわけでもなく、企業関係者の注目度も
それほど高くないのが实情である。しかし、改めて短期、中長期の軸で中国の電子情報産
業における政策を捉えなおし、そこから自社が得られるメリットとデメリット、もしくは
チャンスとリスクを整理するには格好の材料となる。日本企業は本計画を分析した上で改
めて自社の中国事業を見直し、メリット・チャンスを最大化し、デメリット・リスクを最
小化するような対応をできる限り迅速に取ることが求められる。
電子情報分野（特に家電）における内需拡大に向けて、中国は相次いで消費刺激策を打
ち出している。これは確かにポジティブな材料であるが、問題はどこまでビジネスチャン
スに結び付けられるかである。内販のための体制整備では他の外資系企業に比べて遅れが
指摘される日本企業だけに、内需拡大のメリットを最大限享受するためには、的確なマー
ケティング戦略の構築が必要になる。加えて、内需拡大の具体的政策には期限があるが、
期限に縛られず、中長期的な競争力の確保につなげるのが理想的である。有効期限が 2010
年までの「以旧換新」
、2012 年までの「節能産品恵民工程」は消費者の省エネ性能に対す
る関心を高める契機になりうる。省エネ面で強みを持つ日系企業としては、ブランドイメ
ージの向上に向け、これらの政策を活用したいところだ。
さらに、競争力を高める地場企業を単なる競合として捉えるのではなく、パートナーと
して協業する可能性を模索することも重要になろう。特に中国市場では、チャネル面では

09 年 6 月中旪には、台湾で「両岸 LED 照明産業協力交流会」が開催され、LED 産業における中台の
協力関係構築について議論がなされ、5 項目にわたる合意がなされた。その中には「共同での世界レベル
の LED 照明企業の創設」も含まれている（『通商弘報』09 年 7 月 31 日付）
。
35
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一般的に地場企業の方が優位にある。迅速な販路拡大を目指し、地場企業と提携するのも
一案となろう。部品メーカーやソフトウェア企業であれば、顧実のほとんどが日本企業と
いうところが多いが、今後は関連政策の恩恵を受けやすい地場企業との取引を拡大してい
くような取り組みが重要になるだろう。また、中国市場の開拓では独自の強みを有する台
湾系企業との協力も検討する価値は十分にある。
いずれにせよ、同計画を踏まえて、メリット・チャンスの最大化、デメリット・リスク
の最小化を考える際には、従来の事業のあり方の延長線上でそれらを捉えるだけでは不十
分であろう。メリットを最大限享受し、デメリットをメリットに転換できるように、事業
のあり方を根本から見直すような姿勢も同時に求められよう。
（中国北アジア課 岡野 陽二）
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８．軽工業
（１）産業動向
中国軽工業年鑑 2008 によれば（中国大陸に所在する売上 500 万元以上の企業が対象）、
2007 年の軽工業における工業生産総額は７兆 6,041 億元、前年同期比 29.2％の伸び率を
示した。中国の軽工業分類には 45 の産業が含まれ、極めて幅広い産業に跨っているが、
生産額ベースでみた上位５位は、
農副食品加工（１兆 7,458 億元）、
プラスチック製品（8,018
億元）
、製紙（6,260 億元）
、家電器具（6,053 億元）、飲料製造（5,086 億元）となってお
り、この５産業で総額の 56.4％を占める。
地域別では、広東省、山東省、浙江省、江蘇省の４省で工業生産総額の 56.3％を占めて
おり、それぞれ、１兆 5,123 億元、１兆 2,446 億元、8,398 億元、6,809 億元となってい
る。また、企業数は９万 9,601 社に及んでおり、これは全企業数の 29.6％に相当する。
今回、中国政府が発表した「軽工業調整・振興規画（2009 年５月 18 日発布）」の現状
認識部分や国家発展改革委員会・産業協調司副司長の賀燕麗氏、中国軽工業聯合会会長の
陳士能氏によると、2008 年、軽工業における工業生産増加額は２兆 6,235 億元、全工業生
産増加額の 20.3％、GDP の 8.7％を占めた。軽工業製品の輸出は 3,092 億ドル、中国の輸
出総額の 21.7％を占めており、2000 年と比較して 3.4 倍の規模に成長した。また、1996
年から 2008 年の 12 年間において、軽工業が生み出した貿易黒字は１兆 113 億元に達して
おり、現在（09 年６月末）の中国の外貨準備高の 47.4％を占めるに至っている。
軽工業製品は世界の 200 余りの国・地域に輸出されており、家電、皮革製品、家具、羽
毛製品、自転車、陶磁器などは国際市場において 50％以上のシェアを占める。中国は軽工
業製品の生産大国であり、軽工業製品輸出の動向は中国の対外貿易に大きな影響を及ぼし
ている。軽工業界の規模以上（売上 500 万元以上）の就業者数は 2,042 万人と、全国の規
模以上工業関連企業の４分の１以上の就業人口を抱え、規模以下を含めた軽工業界全体の
就業者数は 3,500 万人以上に達する。製品は、衣食住の生活要素に直接的に関わるものが
多く、人々の生活を豊かにする上で重要な産業と位置づけられている。なお、軽工業に属
する産業の 70％、生産額の 50％が農産品および農業副産品の加工と関連しており、軽工
業の発展は三農（農業、農村、農民）問題解決の重要な手段としても重視されている。こ
れらの点から、軽工業は国民生活・社会・経済の中で極めて重要な位置づけにあるといえ
よう。
軽工業はその位置づけの重要性から、改革開放以来、30 年余りの急速な経済成長の实現
に大きく貢献してきたといえる。しかし、2008 年下半期以降の世界的な金融危機の影響に
よる外需の低迷で軽工業も輸出を中心に大きなダメージを被った。当面外需の回復は見込
めないことから、2009 年も厳しい１年になることが予想されているが、軽工業界は内需拡
大で成長維持を図ろうとしている。
他方で、これまでの軽工業の発展過程において、いくつかの問題と矛盾が顕在化してき
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ていることが指摘されている。中国政府は軽工業が抱える課題として「三低二高」を挙げ
る。つまり、低付加価値、低品質、低価格の「三低」と高汚染、高エネルギー消費の「二
高」である。これらの問題は国際競争力を失うばかりか、貿易摩擦の要因にもなっている。
そのような状況下で、今後の軽工業界の発展のために、産業構造の転換、企業と製品の
整理、輸出依存構造の最適化といったモデルチェンジが必要とされている。すなわち、高
付加価値、高品質、高価格と低汚染、低エネルギー消費という生産方式への転換、質の改
善である。そして生産方式転換にあたっては、企業の意識改革のほか、国家標準（基準）
の策定、自主ブランド・国際ブランドの構築、環境保護への対応といった新しい発展戦略
を描く必要が出てきており、その指針として今回「軽工業調整振興規画」が示された。同
規画に基づく軽工業界の発展は、中国にとって、新しい経済成長の原動力となるものと期
待されている。
（２）調整振興計画の概要
①基本方針
規画に示されている指導原則、そしてそれをさらに具現化した基本原則によれば、経済
成長の維持、内需拡大、構造調整の实現に向かって総合的な措置を講じるとしている。具
体的には、国内市場のニーズ拡大、国際市場の開拓による軽工業界の安定的・持続的な発
展を目指す。自主イノベーションを進展させ、自主ブランドの構築を推進し、立ち遅れた
生産設備を淘汰することにより、軽工業全体の産業構造調整と産業のアップグレード促進
を図る。生態系にやさしく、品質管理や安全面の強化で循環型経済社会の構築を目指すこ
となどがうたわれている。さらには、雇用の吸収・拡大の受け皿として、また、三農問題
解決のための中心産業としての役割を一層強化することが述べられている。
②目標
具体的な数値を設定している項目はいくつかあるが、とりわけ注目されるのは、新規雇
用の創出と大型企業集団の形成による企業再編である（表１）
。
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表1 軽工業産業調整振興計画の計画目標
項目

具体的な内容および数値目標
輸出の安定と内需拡大を促進させ、軽工業の生産・販売を安定成長させる。

生産・販売の安定的成長、雇用促進

期限

業界全体の収益を回復させる。
三年間で新たに累計300万人前後の雇用を創出する。

2011年

インバーターエアコンのコンプレッサー、新エネルギー電池、農業用新型プラスチック材料、新
型省エネエコロジー光源等の核心的な生産技術において技術力を向上させる。
重点業界の設備の自主化水準を向上させる。中型高速製紙プラントの自主化を実現する。食
品設備の国産化率を60%に高める。

自主イノベーションの促進

年間売上150億元以上の大型軽工業企業集団を10グループ程度形成する。
企業再編などによる産業構造の最適化

軽工業における特色区域および産業クラスターを100カ所程度増加させ、東部と中西部の発展
を調和させる。
新たな自主ブランドを100前後増加させる。

汚染排出物の削減

2011年までに以下３業種のCOD排出を2007年度比で25.5万トン＇10%（減尐させる＇食品業界14
万トン、製紙業界10万トン、皮革業界1.5万トン（。
2011年
2011年までに以下３業種の廃水排出を2007年度比で19.5億トン＇29%（減尐させる＇食品業界10
億トン、製紙業界9億トン、皮革業界0.5億トン（。

立ち遅れた生産設備の淘汰

以下の生産設備を淘汰・廃止する＇パルプ製紙設備200万トン以上、低効率の冷蔵庫＇含む冷
凍庫（3,000万台、皮革3,000万枚、水銀含有アルカリマンガンボタン電池90億個、白熱灯6億
本、アルコール100万トン、化学調味料12万トン、クエン酸5万トン分の生産設備（。

軽工業の基準体系を完備し、国家および業界の基準1,000項目を制定、改定する。

安全性・品質の全面的な向上

各生産企業は企業資質に関する合格水準を満たし、内部管理制度を完備させるとともに、一
定規模以上の食品生産企業については一律にGMP＇優良製造基準もしくは「製造管理および
品質管理規則」（の要求内容に基づいて生産システムを整備する。
品質安全保障メカニズムをより健全化し、製品の品質は全て法律・法規および関連基準の要
求に適合したものとする。

（出所）軽工業調整振興計画より作成
なお、この計画目標とは別に「軽工業調整振興の主要な任務」が定められており、以下
の９点が挙げられている。業種によっては計画目標をさらにブレイクダウンさせたものと
して、より具体的な数値目標や構造改革方法などが明示されている。
表２ 軽工業調整振興計画の主要な任務
項目
国内外市場の安定化

具体的な内容

「家電下郷＇家電製品の農村部への普及（」政策などで国内消費を促進する。軽工業製
品を多様化し、消費者ニーズを満足させる製品を研究・開発・生産するとともに、効果的な供
給を行う。新興市場を中心に国際市場を開拓する。

自主イノベーション能力の増強重点的設備と核心技術の自主イノベーション能力を向上させ、産業化を推進する。
技術革新を加速

業界全体の技術水準を向上させ、企業の省エネ・汚染物質排出削減を推進する。市場で不
足している製品の開発・生産で製品構成の最適化を実現し国産化を高める。

食品加工企業の適正化に注力する。食品添加物・違法添加物の安全な使用に関する対応
食品加工安全専門プロジェク を行う。食品安全モニタリングの整備を強化する。食品業界への参入許可を厳格化する。食
トの実施
品リコールおよび商品撤去制度を構築する。
自主ブランド構築の強化

優良ブランド企業の地区を越えた合併・再編ならびに技術革新およびイノベーション能力の
構築を支援する。有力企業の「走出去＇海外進出（」を支援する。生産の現地化を促進し、国
際市場を開拓する。

秩序ある産業移転を推進

業界の特徴と地域の発展ニーズに基づいた産業移転の推進を行う。

製品の品質水準を向上

製品の品質安全保障メカニズムを構築する。業界基準の制定・改定作業を加速する。

企業による自己管理を強化

企業の遵法経営意識、社会的責任感、管理レベルを強化する。

立ち遅れた生産設備を淘汰

淘汰基準・指標を明確化、数量化することにより、淘汰政策の実施にさらに注力する。

（出所）軽工業調整振興計画より作成
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③政策措置
政策措置としては、以下 10 項目が挙げられている。
表３ 軽工業調整振興計画の政策措置
①「家電下郷」政策の対象品目をさらに拡大する。
②一部の軽工業製品の輸出税還付率を引き上げ、還付手続きを速める。
③加工貿易目録の調整を図る＇環境・省エネ型製品に対する優遇（。
④食糧・糖類など農業関連製品の国家備蓄・買い上げを一層拡大し在庫圧縮を図る。
⑤技術イノベーションと技術改良の強化に努める。食品安全の確保および自主ブランド構築等の活動を強
化する。
⑥金融機関による軽工業企業への金融支援を拡大する。
⑦市場開拓や社会保険費負担の軽減等で中小企業の支援を強化する。
⑧「産業構造調整指導目録」および「外商投資産業指導目録」の内容を適宜調整し、産業政策のコントロー
ル作用を十分に発揮させる。
⑨合併・再編などにより立ち遅れた生産設備の淘汰を奨励する。
⑩技術革新、基準制定などにおいて業界団体にリーダーシップを発揮させ、業界の自律性を強化する。

（出所）軽工業調整振興計画より作成
（３）中国の経済・産業への影響
中国における軽工業は、他の産業と比べ比較的市場化が進展しており、ある程度成熟し
た産業ともいえる。製品は家電や食品など国民生活に直接関わるものが多く、その裾野の
広さから経済に与えるインパクトも大きい。また、就業者の雇用吸収の受け皿としての役
割も果たしており、社会安定の面でも多大な影響を有しているといえる。他方、労働集約
的な産業が多く、自主イノベーション能力の不足、非効率な産業構造、環境・省エネへの
対応の遅れ、過度な輸出依存体質などが問題点として指摘されるようになってきている。
また、食品を中心に、安全問題も世界的な関心を集めている。
このような状況を踏まえると、従来の発展モデルでは限界が見え始めたともいえるが、
そこに金融危機が重なり、それを契機として今回の計画で各種の構造改革および成長維持
のための方針が打ち出されることになったものと思われる。軽工業は 45 の産業に跨るた
め、今回の計画が総花的なものになってしまうのは、ある種やむを得ないが、中国の経済・
産業への影響を整理すると以下４つのポイントに分けられる。
第１に、内需拡大と海外市場開拓による新規需要の掘り起こしである。欧米、日本とい
った従来の輸出先は金融危機の影響を受け、景気が低迷しており、暫く回復が見込めない
状況のため、国内市場、特に農村部と中東やアフリカといった新興国市場の開拓で落ち込
みをカバーしようというものだ。なかでも主要な政策として「家電下郷」が挙げられてい
る。同政策の対象製品は金額の上限があるため、結果的に外資系企業の製品は対象外とな
るケースが多いが、中国家電メーカーにとっては販路拡大の一つの手段として期待されて
いる。なお、一部の中国家電メーカーには「家電下郷」特需が発生しており、これに伴っ
てテレビや洗濯機などの外箱を作る製紙業やプラスチック素材需要として化学関連業も恩
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恵を受けているケースがあるようだ。
第２に、立ち遅れた生産設備や企業の統廃合と技術革新力の強化である。中国は省エネ・
環境保護推進を重点課題としていることもあり、それらへの対応が重視されている。特に
軽工業においては、労働集約型の中小企業が多いこともあり、幅広い産業において、立ち
遅れた生産設備の淘汰、企業再編、汚染物質排出削減、省エネ推進、品質管理の徹底、高
付加価値製品への生産シフトなどの方向性が具体的な数字とともに示されている。ただし、
統廃合、淘汰、再編などに伴う基準は現段階では明確になっておらず、今後も明確になる
のかは不透明だ。前述のように軽工業は就業者の受け皿としての機能も果たしている。こ
れらの整理が進めば失業者の増加、すなわち社会の不安定要因の増加に繋がることが予想
されるだけに、今後どう調整を図っていくのかが注目される。
第３に、
自主ブランドの確立と品質管理の強化である。軽工業は生活関連消費品が多く、
中国内消費はもちろんのこと、国外でも大きなシェアを占める製品が多い。そのなかで、
さらに国際競争力を高めるためにブランド力を磨くことが求められている。つまり、
「Made in China」から「Made by China」への転換を目指すものである。また、品質管
理面では特に食品安全のための管理監督を強化する方針が打ち出されている。これは規制
の強化ともいえ、制度に対応できない企業の淘汰が進む可能性がある。
第４に、産業移転の推進である。これには産業移転により東部沿海地域と中西部地域の
格差解消を目指す意図があると思われる。他方で企業は一次的には経済合理性に基づき移
転先を検討するものと思われ、また、地方政府も税収確保の観点から管轄地域外への移転
には難色を示すケースもあり、どこまで産業移転が進展するのかは今後の行方を見守る必
要がある。
（４）日本企業にとってのメリット・デメリット
軽工業は相当に分野が広く、一概に傾向を述べることは難しいが、現地の関連日系企業
にヒアリングしたところでは、同分野における日本企業のメリット・デメリットに関して
現段階ではほとんど影響はないという声が多かった。また各産業共通の認識として、基本
的には従来からある政策を踏襲しており、目新しい内容があるわけではないこと、中国企
業が恩恵あるいは制約を受けるケースが多く、日本企業に直接関連する項目は尐ないので
はないかということであった。その理由としては、日本企業の製品は高付加価値、高品質、
環境・省エネ効果の高い製品がメインであり、中国企業と直接的に競合関係にある製品は
極めて尐ないということが挙げられる。また、内陸部や中西部等沿海地域以外の新たな国
内市場へ販路拡大に期待を寄せる傾向は日本企業にもあるが、同地域における顧実ターゲ
ットや商品ラインナップが中国企業とは異なるという事情もあるようだ。
ただし、例えば「家電下郷」政策などは対象製品の価格帯や製品仕様は外資系企業には
合わないことから实質的には中国企業を保護する政策とも捉えられなくもなく、不公平感
を感じるとの声があった。また、中国企業の統廃合が進むことについては過剰生産の抑制
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につながると期待される一方、結局合併しても实態は変わらず、むしろ規模のメリットで
中国企業が有利になる可能性が懸念されている。
他方、輸出型企業においては、従来引き下げの方向にあった輸出増値税の還付率が引き
上げに転じていることや、加工貿易制限の緩和について、プラスの影響があるとの声が聞
かれた。また、中国政府が推進する環境・省エネ技術やコンサルティング分野で日本企業
は優位性を有しており、中長期的に見ればビジネスチャンスは拡大していくとみている企
業は多いようだ。しかしながら、環境・省エネビジネスについて、結局のところ価格がネ
ックになるという声も多く聞かれた。モデルケースでの受注はあるものの、本格採用のハ
ードルは高いというのも現实のようだ。
（中国北アジア課 島田 英樹）
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中国の軽工業産業調整振興計画の概要
基本原則

①内需拡大

②構造調整

目標
主要任務
政策措置
・「家電下郷」の適切な実行を図る。皮革、家具、金属、家
「家電下郷」政策の手当支給対象品目をさらに拡大する。電
電、プラスチック、文房具・スポーツ用品、縫製機械、製糖
積極的に内需を拡大
子レンジおよび電磁調理機を「家電下郷」の手当支給範囲に
等の業種において重点専門市場を構築する。
①「家電下郷」政策
し、国際市場において
組み入れるとともに、同一タイプの製品の購入は一家庭につ
・製品種類を多様化し、様々なレベルの消費者ニーズを満 の推進
は安定化を図る。消費
き一台という制限を二台に拡大する。中央政府の財政により
足させる製品を研究・開発・生産する。文房具・スポーツ用
振興のための政策誘
尐数民族地区と地震被災地区への支援を強化する。
導を強化し、効率的に ①生産・販売の安定的成 輸出の安定と内需拡大を促進し、軽工業の生産・販売 ①国内外市場 品および旅行・レジャー用品で特色ある製品ならびに尐数
民族特有のニーズに応える製品を積極的に開発する。
供給を拡大させ、軽工 長
を安定成長させる。業界全体の収益を回復させる。
の安定化
・中東、ロシア、アフリカ、北欧、東南アジア、西アジア等の
業製品の消費を促進
新興市場を積極的に開拓する。
する。伝統的な輸出市
・軽工業製品輸出の製品安全に関するシステムを構築し、
場を保持しつつ、新興
企業の品質管理水準を向上させる。輸出の通関、検査手
市場を開拓する。
続を簡略化し、貿易の利便化を促進する。
・豊富な資源等の条件を有する地区において産業クラス
ター発展の経験を充分に活用するよう奨励する。軽工業特
色区域・産業クラスターの育成に注力する。
「両高一資＇高エネルギー消費・高汚染、かつ資源加工・消
・冷蔵庫、エアコン、洗濯機等の研究開発・製造の拠点を、
費型の産業（」製品の加工貿易禁止を継続する。ただし、国
従来の珠江デルタ、長江デルタおよび環渤海地区から当
家の産業政策とマクロコントロールの要求に符合し、高エネ
該区域内の条件にかなう別地区または中西部地区へ移転
⑥秩序ある産
③加工貿易目録の ルギー消費、高汚染ではない製品については、加工貿易禁
する。製革および製靴業界は東部沿海地区へ研究開発拠
業移転を推進
調整
止を取り消す。労働集約型製品の一部および技術含有量が
点の集中を図り、生産・加工については資源の豊富な別地
高く、環境保護・省エネ型の製品は、加工貿易制限を取り消
区へと移転させる。陶磁器および発酵製品業界は原料供
す。輸入資源を使用しかつ生産過程において汚染とエネル
給において優位性を持つ地区へ移転させる。産業移転過
ギー消費が低い製品については、加工貿易を許可する。
程においては環境保護に関する法律・法規を厳格に順守
し、産業移転の「汚染移転」を根絶する。

企業の再編を進展させ、年間売上150億元以上の大型
重点業種を主体とし、
中核的企業を養成す ③企業再編などで産業構 軽工業企業集団を10グループ程度形成する。軽工業に
おける特色区域および産業クラスターを100カ所程度増
る。産業関連度が高
造を最適化
加させ、東部と中西部の軽工業の発展を調和させる。
く、雇用吸収能力が高
また、新たな自主ブランドを100前後増加させる。
く、消費促進効果が顕
著で、構造調整のリー
ドに大きな役割を果た
す業種を調整・振興の
重点とする。高品質、
市場競争力、自主ブラ
ンドを有する中核的企
以下の立ち遅れた生産設備を淘汰、廃止する。パルプ
業の発展・拡大を支援
製紙設備200万トン以上、低効率の冷蔵庫＇冷凍庫含 ⑨ 立 ち 遅 れ た
する。
⑤立ち遅れた生産設備
む（3000万台、皮革3000万枚、水銀含有アルカリマンガ 生 産 設 備 の 確
の淘汰
ンボタン電池90億個、白熱灯6億本、アルコール100万ト 実な淘汰
ン、化学調味料12万トン、クエン酸5万トン分。

①雇用促進

③中小企業
支援

産業の退出メカニズム、淘汰基準を明確化し、淘汰指標を
数量化する。旧式技術的で、資源・エネルギーの消耗度が
高く、環境保護基準に達しない生産設備の三年以内の淘
汰に尽力する。製紙業界、食品業界、皮革業界、家電業
界、電池業界においては、年間生産量やエネルギー効率、
環境などをベースにした数値基準を設け、設備、製品の淘
汰あるいは工場閉鎖を実施する。省エネ電球への交代を
加速し、6億本相当の白熱電球生産設備を淘汰する。

「両高一資」に属さない軽工業製品の輸出税の還付率をさら
②輸出増値税還付
に引き上げ、輸出税の還付を加速させ、即時・全額の税還付
率の一部引き上げ
を保証する。

三年間で新たに累計300万人前後の雇用を創出する。

中小企業を支援し、雇
用を促進する。積極的
に信用貸付、信用担保
等の金融政策を活用
することにより、業績良
好、かつ発展に向けて
のポテンシャルを持つ
中小企業を支援し、中
小企業の労働力・雇用
吸収作用を十分に発
揮させる。

食糧・糖類の国家備蓄を一層拡大する。地方政府が流動資
金貸付における利息補填等の措置を採用することを奨励す
④流動資金貸付に
るとともに、企業のパルプおよび濃縮リンゴ果汁等の農業関
おける利息補填
連製品の買上・備蓄支援をサポートし、製品の販売不振、在
庫圧力の増大という状況を緩和する。
「国務院弁公庁の当面の金融措置による経済発展の促進に
関する若干の意見」＇国弁発〔2008〕126号（を速やかに実行
する。金融機関による軽工業企業への信用貸付支援拡大を
奨励する。税務部門による金融機関の不良債権解消審査手
続を簡略化する。中小企業の貸付に対して、課税前準備金
の全額控除を認める。条件を満たす企業の社債、事業債等
⑨中小企業に対す
の発行を支援し、企業の融資ルートを拡大する。中小企業信
る金融支援
用担保機構による中小企業への信用担保・融資サービス提
供を奨励する。輸出信用保険などの金融スキームを利用し
て貿易へのスムーズな融資を助け、国際貿易のリスクを予防
する。インターネットを利用した担保登記センターを設立・整
備することにより、登記手続きを簡略化し、登記手数料を引
き下げる。
・製紙設備、食品設備、プラスチック成型設備等の設備を
重点的に発展させ、自主化水準、生産効率を向上させる。
・農業用新型プラスチック材料、インバーターエアコン用コ
インバーターエアコンのコンプレッサー、新エネルギー
ンプレッサー、高効率・省エネ・省資源型冷蔵庫用コンプ
電池、農業用新型プラスチック材料、新型省エネエコロ
②自主イノベー レッサー、トンネル式大型連続洗浄ユニット、砂糖とバイオ
②自主イノベーションの ジー光源等の核心生産技術において技術的を向上さ
ション能力の増 エタノールの複合生産、新型省エネ環境保護光源、新型微
促進
せる。重点業界の設備の自主化水準を着実に向上さ
強
生物高濃度廃水処理用複合材料、特色ある機能を持つ界
せ、中型高速製紙プラントの自主化を実現し、食品設
面活性剤、新エネルギー電池、汚染物質排出削減および
備の国産化率を60%に高める。
廃棄物の資源化利用等に関する核心技術、設備のイノ
ベーションおよび産業化を支援する。

④自主イノ
ベーション

技術イノベーションと技術改良の強化に努める。重点設備の
・製紙業界、家電業界、プラスチック業界、界面活性剤業 ⑤イノベーション強 自主化、核心技術のイノベーションおよび産業化を支援する
とともに、重点業界の技術・設備水準向上、省エネ・排出削
界、金属加工業界などで環境保護・省エネ型製品へのアッ 化
減を支援し、食品加工の安全確保および自主ブランド構築等
プグレードにつながるような技術改良を支援する。
の活動を強化する。
・食品、製紙、電池、皮革等の業界を重点に省エネ・汚染
物排出削減・資源再利用技術への改良を実施する。「国家
重点省エネルギー技術普及目録＇第一部（」の軽工業業界
③ 技 術 革 新 を における省エネ技術を普及させる。
加速させる
・農業副産品の高付加価値化を支援し、市場で欠乏してい
る製品の展開、製品構成の最適化を実現し、自給率を高
める。生産設備を新たに増やし、食用植物油の安全な供給
を保障する。「全国森林・製紙一体化プロジェクト『十五＇第
十次五カ年計画（』および2010年専門計画」を継続実施し、
国産パルプの比重を高め、林業・製紙業の一体化発展を
促進する。

技術の進歩を加速さ
せ、立ち遅れた生産設
備を淘汰する。企業の
自主イノベーション能
力を向上させ、設備の
自主化と核心技術の
産業化を重点的に推
進する。製紙、家電、プ
ラスチック、照明用電
気製品等の業種の技
術改良のペースを加速
させる。エネルギーや
水資源を大量消費し、
環境汚染度が高く、低
効率で立ち遅れた技術
および設備を淘汰し、
生産設備の新設を厳
格にコントロールする。

・優良ブランド企業の地区を越えた合併・再編ならびに技術
改良およびイノベーション能力の構築を支援する。これによ
り産業の整理統合を推進し、産業の集中度を高め、ブラン
ド企業の実力を強化する。
・国内有力企業の「走出去＇海外進出（」を支援する。生産
の現地化を実施し、国際市場を開拓するとともに、ブランド
⑤自主ブランド 影響力を高める。
構築の強化
・認証・検査測定に関する制度の整備に努める。主要な貿
易相手国とのマルチレベルの交流および協力を積極的に
展開するとともに、国際社会の中国における検査測定、認
証結果への信頼度を高め、自主ブランドの国際的イメージ
を確立する。
・自主ブランド保護の強化を行う。企業と社会全体の自主
ブランド保護意識・責任感を強化する。

④汚染排出物の削減

⑤品質管理
強化

製品の品質を保障し、
食品の安全を強化す
る。食品、家具、玩具・
装飾、内装等の人民大
衆の健康に関わる業
種を重点とし、品質管
理を強化し、品質基
準・検査体系を完備
し、偽物・劣悪製品の
製造販売という違法行
為に打撃を与え、製品
の使用と食用における
安全を保障する。
⑥安全性・品質を全面的
に向上させる。

2011年までに、主要業種のCOD排出を2007年度比で
25.5万トン＇10%（減尐させる。うち食品業界14万トン、製
紙業界10万トン、皮革業界1.5万トン。廃水排出を2007
年度比で19.5億トン＇29%（減尐させる。うち食品業界10
億トン、製紙業界9億トン、皮革業界0.5億トン。

・全国の食品加工企業に対し、生産許可、市場参入許可、
製品基準、品質安全管理の面での検査を実施し、違法な
生産・加工企業を取り締まる。
・「食品添加物使用衛生基準」＇GB2760－2007（に照らして
違法添加物とみなされる非食用物質および乱用されやす
い食品添加物の目録を整理・発布し、食品添加物の安全
な使用に関する規範化を実施する。
・食糧・食用油、肉および肉製品、乳製品、食品添加物、飲
④食品加工安 料、缶詰、酒造、発酵、製糖、パン工業等の業界重点企業
全プロジェクト に対し、食品安全モニタリング能力の整備を強化する。
の実施
・食品業界への参入許可を厳格化する。食品加工企業の
原料生産基地、管理規範、生産手順規定、品質管理体系
等における条件を明確化する。
・食品リコールセンターを設立し、食品リコールの範囲、リ
コールのレベル等の具体的規定を明確化することにより、
食品リコールおよび商品撤去制度を実効化する。加えて、
食品品質安全についての苦情処理メカニズムを整備する。
・政府による指導、業界団体による旗振りと企業による自
律を通じ、食品企業の信頼性メカニズムを構築をする。

・「中華人民共和国品質法」の確実な実施により品質監督・
サンプリング検査制度を厳格化する。違法行為・違反が
あった企業については厳重に処罰する。企業の品質安全
に対する主体的責任を着実に遂行させる。企業の規範的
な品質信用評価制度と品質信用記録発布制度の整備によ
り、業界による自律性を強化する。国家品質検査・測定技
軽工業の基準体系を完備し、国家および業界の基準
術サービスプラットフォームの整備により、検査・測定設備
1000項目を制定、改定する。各生産企業は企業資質に
の水準を向上させる。
関する合格水準を満たし、内部管理制度を完備させる
・食品添加物、肉製品、酒造、乳製品、飲料、家具、装飾・
とともに、一定規模以上の食品生産企業については一 ⑦製品の品質 内装材料等の業界の新たな基準として450項目を制定す
律にGMP＇優良製造基準もしくは「製造管理および品質 水準の向上
る。また、プラスチック、金属、皮革、洗浄用品、飲料等の
管理規則」（の要求内容に基づいて生産システムを整
業界において、制定後5年を経過している550項目の基準を
備する。また、品質安全保障メカニズムをより健全化
改訂する。家電、製紙、プラスチック、照明器具、金属、皮
し、製品の品質は全て法律・法規および関連基準の要
革等の重点的業界における安全基準、基礎的共通基準、
求に適合したものとする。
重点製品に関する基準および検査・測定方法についての
基準のさらなる整備を行う。加えて、プラスチック分解、パ
ルプ・製紙、皮革なめし、電池回収等の資源節約および環
境保護分野での基準の制定または改訂により、相応の技
術基準体系を整備する。
企業の遵法経営意識と社会的責任感を強化する。企業改
革を進化させ、現代的企業制度の確立を加速することによ
り、企業の管理体制を整備させ、企業管理力を高める。経
⑧企業による自
営意思決定、製品デザイン、資源配置、製品生産、品質管
己管理の強化
理、市場開拓等の水準を向上させ、市場ニーズへの迅速
な反応能力を備え、効率・利益を向上させる。人材のトレー
ニングを重視し、社員の資質を高める。

＇出所（国務院弁公庁資料を基にジェトロ作成。
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９.石油化学産業
（１）産業動向
石油化学産業が 10 大産業の１つに挙げられた理由は、石油化学産業調整振興計画の前
文に端的に示されている。石油化学産業は、他の産業との関連性が高く、製品は、燃料、
繊維、プラスチック、肥料、農薬など、国民生活から国防まで幅広く利用されている。他
の産業の成長にも影響を与える重要産業との位置付けである。GDP の 5％を占め、金融危
機以前は成長に対する寄与度も約１ポイントあった。2008 年、石油化学産業関連企業は約
３万社、輸出入額は中国全体の 11.8％、投資額は 3.8％を占めた。
石油化学産業は、４カテゴリー、44 業種、１万種類以上の製品を含んでいる。2008 年
の生産高でみると、製油 33.2％、エチレン 10.0％、化学肥料 8.3％などとなっている。こ
れにハイエンド製品を加えると 80％程度となる。
業界の課題として、急激な経済成長により資源制約が増してきている。端的な例として
原料となる石油の輸入が増加傾向にある。製品については、ミドルエンドやローエンド製
品の比率が高い。エチレン、汎用性の高いプラスチック、農薬、化学肥料など世界有数の
生産力を誇るが、特殊素材を中心とするハイエンドの加工部門については輸入に依存し、
技術や能力の向上が課題とされている。環境保護も課題となっている。
図１ 中国の石油生産・輸入・消費
（万トン）
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（出所）国家統計局「中国統計年鑑 2008」
石油化学の基礎的原料であるエチレンの中国における生産量の推移をみると、90 年代以
降、波はあるにしてもプラス成長を続けてきた。特に 2000 年代の能力拡大は顕著で、直
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近のピークである 2007 年の生産量 1,028 万トンは 2000 年の 2.2 倍にまで膨れ上がった。
図２ 中国のエチレン生産の推移
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（出所）国家統計局「中国統計摘要 2009」
しかし 2008 年はそのエチレンの生産が、世界的な景気後退の中で前年比 2.9％の減尐と
なった。石油化学産業の生産は、2008 年８月時点では前年同期比 32.5％増であったが、
同年 12 月に前年同期比 4.0％減にまで落ち込んだ。主要石油化学製品 168 種のうち７割に
ついて価格が下落した。
なお、中国進出日系企業は業況について、「輸出の低迷で総じて不振ではあるが、2009
年春あたりから自動車部品に使用するプラスチック原料が堅調に推移してきていることに
加え、最近では４兆元の大型景気刺激策に盛り込まれた高速道路や鉄道建設関連の樹脂需
要が出てきている」と述べている。
（２）調整振興計画の概要
国家発展改革委員会・李寧寧副司長は、雑誌『中国投資』のインタビューの中で、石油
化学産業調整振興計画の重点について、
「衝撃の大きかった製油、
エチレン、
化学肥料業界、
および将来性があり自給率が低いハイエンド製品」と答えている。調整振興計画は、中国
の石油化学製品の消費量について、中長期的には増加中にあり、精製石油製品、化学肥料、
農薬、ハイエンド製品の市場潜在力は大きいとしている。しかし自給率は、基礎製品で高
く、ハイエンド製品では低いという状況である。エチレンを例にとれば、その生産能力は
すでに日本や韓国を凌駕しているにもかかわらず、2009 年以降も国内で福建省泉州（80
万トン）
、天津（100 万トン）
、浙江省鎮海（100 万トン）などでプラントが新設される。
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海外でもタイ、シンガポール、サウジアラビアなどで石化設備の稼働開始がある。中国の
石油化学産業の能力増強の中心は、依然ミドルエンド・ローエンド製品となっている。
調整振興計画は基本方針として、石油化学産業が現在直面している困難な状況の解決に
注力すること、業界の安定的な発展のため、中・高級製品の割合を引き上げ、製品のレベ
ルアップとそれに必要なキーテクノロジーの研究と導入、供給力を増強することを目指し
ている。そのため、短期的には価格が下落した製品を備蓄用に買い取り、中期的には重要
プロジェクトの实施加速と石油精製・エチレン生産設備など能力過剰を抱えるプラントの
建設に対する制限を同時に行い、さらに大型企業の合併による業界再編・集約化を推進し
ていく構えである。
目標としては、2009～11 年の期間を通じ石油化学産業の安定的かつ比較的速い発展を
維持することを掲げる中、2009 年は石油化学産業の安定した運営を、2011 年には合理的
産業構造の实現を目指している。①生産量の着实な成長の維持、②農業物資の生産能力の
増強、③産業構造の合理化、④製品構成の大幅な改善⑤技術進歩の加速、⑥省エネ・排出
削減について数値目標が記されている。それらの目標の達成に向けた政策措置として挙げ
られているのは、概略以下の点である。
①化学肥料備蓄メカニズムの整備
中央・地方政府の化学肥料の商用備蓄制度を整備し、閑散期における化学肥料の商用備
蓄の調達と輸送を強化し、閑散期の備蓄を繁忙期に供給するシステムを確立し、繁忙期の
供給を確保するとともに市場価格の安定を図る。また、大手化学肥料生産企業の燐酸アン
モニウムとアンモニアの備蓄を支援する。
②石油製品備蓄の加速
備蓄施設の建設を加速する。現在の価格が低下した時機を捉え精製石油の国家備蓄を増
やす。精製石油の商用備蓄方法および制度をできるだけ早く研究、制定する。
③融資政策による支援強化
基本的運営、信用記録とも良好で、法律を遵守し経営している企業のうち、競争力、市
場ニーズの両方があるものの一時的に経営や財務上の困難が生じている石油化学企業を対
象に、金融機関による融資提供を支援する。
④精製石油製品の価格決定メカニズムの整備
精製石油製品の価格に関する政策を整備するにあたり、消費税制度の改革と結び付けて
積極的に条件を整え、石油化学産業の発展に有利な精製石油製品の消費税徴収体制の確立
を急ぐ。
⑤技術改良への資金投入拡大
「石油化学産業の技術進歩と技術改良プロジェクトおよび関連製品目録」を制定し、石
油化学産業の振興と技術改良に対する専用資金を設け、石油製品の品質のレベルアップ、
化学肥料と農薬の製品構成の調整、ハイエンド石油化学製品の発展を重点的に支援する。
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⑥海外資源の開発支援
審査・承認手続きを簡素化し、融資などの措置も整備し、条件に適合する企業の海外資
源の調査と開発をサポートする。
⑦公平な課税政策の实施
石油化学産業と下流加工貿易の発展を統一的に計画することを目的として、石油化学製
品の輸出入税収政策と加工貿易政策を策定し、国産石油化学製品と加工貿易製品および輸
入石油化学製品に対する公平な課税を行う。また、
化学肥料の輸出管理政策の整備を急ぐ。
⑧企業の再編と合併の推進
企業の再編・合併に関する政策措置を確实に实施し、余剰人員の再配置、企業資産配置、
債務査定と処理、財務・税負担・利益分配等の問題を適切に解決する。合併や再編を経た
大手企業の技術改良や製品構成の調整を支援する。
⑨産業発展政策の整備
関連産業の政策、燃料品質基準、産業汚染物排出基準、エネルギー利用と汚染物排出管
理規定、産業参入目録の制定を急ぎ、ハイエンド石油化学製品および技術目録の研究と整
備を奨励する。生産力が過剰となっている製品の生産設備および石油精製・エチレン装置
の新設を厳格に抑制する。小規模な石油精製設備など立ち遅れた生産装置の廃止や生産停
止、および転換業務を履行していない地域では、生産設備の増設プロジェクトの实施を禁
止する。参入条件を全体的に引き上げ、クリーン生産審査を強化し、電力使用料を差別化
するなどして、立ち遅れた生産設備の淘汰を急ぐ。
⑩法に基づくアンチダンピング措置、密輸取締りなどの实施
石油化学産業の損害早期警戒システムを整備し、三大合成材料（合成樹脂、合成ゴム、
合成繊維）およびハイエンド石油化学製品の輸出に際する異常事態やその状況による国内
産業への影響に対するモニタリングを強化する。法に基づいてアンチダンピングなどの貿
易救済措置を講じ、公平な貿易秩序を守る。
（３）中国の経済・産業への影響
業界は調整振興計画をどう受け止めているのだろうか。2008 年末にかけて業績が急速に
悪化したあと、足元にかけ悪化が加速している様子はない。価格下落を好機ととらえた石
油製品備蓄、融資政策による支援強化により、さらなる悪化には歯止めがかかっている状
況と推察される。とはいえ、調整振興計画についての感想として中国の業界関係者に聞い
たところ、口をついたのは「これからの３年は構造改革の３年」という言葉であった。構
造改革としてまず想起されるのが、
過剰能力の淘汰である。この点について尋ねたところ、
地方政府の抵抗に懸念を示した。財政収入や雇用の減尐に関し、地方政府からはかなりの
抵抗が予想されるという。そのための準備として、何が立ち遅れた設備であるのか、生産
規模、技術レベルに関する指標（エネルギー消費効率、汚染排出量など）といった基準づ
くりが大きなポイントとして強く意識され、その策定が進められている。
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他方、業界関係者は需要構造に変化が生じるものとみている。石油化学産業のメインユ
ーザーといえば、これまでは農業（農薬、肥料）、軽工業などの産業分野であったが、これ
からは、①電気機械・電子部品産業、②自動車産業、③建設・不動産業からのニーズに注
目しているという。①については「家電下郷」のように、家電の市場として農村が意識さ
れてきた点に注目している。②については、産業のすそ野の広がり、中国における自動車
普及の余地といった点から将来性が大きなユーザーである。③については住居建設の際の
様々な備品、部品、装備品がイメージされている。より中長期を展望すれば、航空機、高
速鉄道、原子力発電、港湾建設などにおいても石油化学製品の利用度は高まることにも期
待している。これらは石油化学産業にとって顧実層（産業）の拡がりを意味すると同時に、
質的要求も高くなるものと業界ではとらえている。
そのほか石油化学工業は、
大気や水質など環境汚染への対応が課題とされる産業であり、
また原油の輸入依存度の高まりに象徴されるように資源制約への対応についても注目され
ている。その点で中国の業界内からは、環境、省エネをはじめとする新技術に関し、日系
企業に期待する声も出ている。
（北京センター

箱崎 大）

（参考文献）
「中国投資」2009 年 第５期
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表 中国の石油化学工業産業調整振興計画の概要
基本原則
計画目標
主要任務
政策措置
生産・運営の安定と 1. 生産量の着実な ＇一（石油化学産業 内需拡大、調整および重点産業の振興計画、「1千億斤＇＝500億トン（食糧増 ＇一（化学肥料備蓄 中央政府と地方政府両者の閑散期における化学肥料の商用備蓄制度を
産業振興を結び付け 成長を維持する。 の安定した運営を維 産計画」など、各総合措置の実施を加速し、石油化学製品の消費を後押しす メカニズムの整備。 整備し、閑散期における化学肥料の商用備蓄の調達と輸送を強化して、
る方針を堅持する。
持する。
る。石油化学産業の発展に有利な税収政策および加工貿易政策を実施し、石
閑散期の備蓄を繁忙期に供給するための健全、科学的かつ合理的な調
油化学製品市場の拡大を図る。
整システムを確立し、繁忙期の供給を確保するとともに市場価格の安定
を図る。
製品構成の調整と有 2. 農業物資の保
効な供給の増加を結 障能力を増強す
びつける方針を堅持 る。
する。

＇二（農業物資の保
障能力を向上させ
る。

技術改造と自主イノ 3. 産業構造を合理 ＇三（石炭化学工業
ベーションを結びつけ 化へ導く。
のモデルプロジェク
る方針を堅持する。
トを段階的に展開す
る。

クリーンガスへの転換とエネルギーのカスケード利用技術を活用して、既存の ＇二（石油製品備蓄 備蓄施設の建設を加速し、現在の有利な時機を捉えて、精製石油の国
窒素肥料生産企業の原料と設備構成を調整し、原料石炭の多元化とコストの の実施を急ぐ。
家備蓄を増加する。原油の商用備蓄手段を参考にして、精製石油の商
削減を実現する。
用備蓄方法および制度をできるだけ早く研究、制定する。
生産力総量のコントロールという方針を堅持し、立ち遅れた設備を淘汰して、 ＇三（融資政策によ 基本的運営、信用記録ともに比較的良好で、法律を遵守した経営を行っ
生態環境の保護に努め、循環型経済およびエネルギー化学工業との結びつ る支援を強化する。 ている企業のうち、競争力、市場ニーズの両方を有するものの、一期的
きを発展させ、全てのサイクルにおけるエネルギー効率評価を実施する方針
に経営および財務上の困難が生じている石油化学企業を対象とした、金
を推進して、石炭化学工業の闇雲な発展傾向を断固抑制し、石炭化学工業を
融機関による融資提供を支援する。
積極的に健全な発展へと導く。

重要プロジェクトの実 4. 製品構造を大幅 ＇四（重要プロジェク 「十一五計画＇第11次5カ年計画（」で計画されている石油精製設備プロジェクト ＇四（精製石油製品 精製石油製品の価格に関する政策を整備するにあたり、消費税制度の
施と産業配置の調整 に改善する。
トの実施を急ぐ。
6項目、エチレン装置プロジェクト8項目の重大プロジェクトの計画および実施を の価格決定メカニ 改革と結び付けて積極的に条件を整え、石油化学産業の発展に有利な
を結びつける方針を
急ぎ、2011年までに全ての設備が操業を開始できるように努める。
ズムを整備する。 精製石油製品の消費税徴収体制の確立を急ぐ。
堅持する。
5. 技術進歩を大幅 ＇五（重要プロジェク 生態環境保護、循環型経済の発展、既存の企業をベースにした展開、消費市 ＇五（技術改良への 「石油化学産業の技術進歩と技術改良プロジェクトおよび関連製品目録」
に加速する。
トの配置の調整を統 場への密着、資源利用に便利な地点の選択、立ち遅れた生産設備の淘汰な 資金投入を拡大す を制定し、石油化学産業の振興と技術改良に対する専用資金を設け、石
一的に計画する。
どの原則を堅持し、一体化、工業基地化、集約化、産業コンビナートの発展モ る。
油製品の品質のレベルアップ、化学肥料と農薬の製品構成の調整、ハイ
デルに基づいて、重要プロジェクトの配置調整を統一的に計画し、石油精製・
エンド石油化学製品の発展を重点的に支援する。
エチレン設備の新規建設を厳格にコントロールする。
6. 省エネ・排出削 ＇六（技術改良を全
減で成果を挙げ
力で進める。
る。

先端技術を自国技術にすること、キーテクノロジーの産業化、エンジニアリング ＇六（海外資源の開 誘致活動を強化し、審査・承認手続きを簡易化して、融資、為替、税収な
の現地化を加速し、関連技術基準および製品基準の研究と制定を直ちに実行 発を支援する。
どの措置を整え、条件に適合する企業の海外資源の調査と開発をサ
する。
ポートする。

＇七（立ち遅れた生
産設備の淘汰を加
速する。

工法技術が古く、製品品質が悪く、安全性が極めて低く、環境汚染が深刻な立 ＇七（公平な課税政 石油化学産業と下流加工貿易の発展を統一的に計画することを目的とし
ち遅れた生産設備を淘汰する。
策を実施する。
て、石油化学製品の輸出入税収政策と加工貿易政策を科学的に策定
し、国産石油化学製品と加工貿易製品および輸入石油化学製品に対す
る公平な課税を行う。また、化学肥料の輸出管理政策の整備を急ぐ。

＇八（生態環境保護
を強化する。

産業の監督と管理を強化し、産業の発展を促進して、全国主体効能区計画と
の調和を図って行かなければならない。環境容量調査と計画を強化し、石油
化学産業をクリーンな発展と合理的な分布へと導く。

＇八（企業の再編と 企業の再編・合併に関する政策措置を確実に実施し、余剰人員の再配
合併を推進する。 置、企業資産配置、債務査定と処理、財務・税負担・利益分配等の問題
を適切に解決する。

＇九（企業の再編お
よび合併を支援す
る。

大型石油化学グループの戦略協力の展開を推進し、産業分布と上下流企業
の資源配置を最適化し、国際競争力を増強する。

＇九（産業発展政策 関連産業の政策、燃料品質基準、産業汚染物排出基準、エネルギー利
を整備する。
用と汚染物排出管理規定、産業参入目録の制定＇改定（を急ぎ、ハイエ
ンド石油化学製品および技術目録の研究と整備を奨励する。

＇十（資源保障能力
を増強する。

国内の石油資源の探査と開発を強化し、石油化学産業の原料の国内供給の ＇十（法に基づい
安定を図る。
て、アンチダンピン
グや密輸取締りな
どの業務を着実に
実施する。

石油化学産業の損害早期警戒システムを整備し、三大合成材料＇合成
樹脂、合成ゴム、合成繊維（およびハイエンド石油化学製品の輸出に際
する異常事態やその状況による国内産業への影響に対するモニタリング
を強化する。

＇十一（企業管理レ 石油化学企業は自社の実情を踏まえて、産業調整と振興のチャンスをとらえ
ベルを向上させる。 ることに努め、全世界における生産要素配分能力を強化する。
＇出所（国務院弁公庁資料を基にジェトロ作成。
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10.非鉄金属産業
（１）産業動向
非鉄金属とは、鉄および鉄を主成分とした合金、つまり鉄鋼材料以外の金属を指す。具
体的には、銅、アルミ、鉛、亜鉛などのベースメタル、ニッケル、アンチモン、チタン、
レアアースなどの生産量・流通量の尐ないレアメタル、金、銀などのプレシャスメタルを
指している。これらは、各産業において広く用いられている。例を挙げると、銅は電線、
銅管、半導体、アルミは圧延品、ダイカスト、鋳物、電線、鉛はバッテリー、亜鉛はめっ
き、ダイカスト、ニッケルはステンレス、二次電池といった具合に、家電産業、自動車産
業、機械産業などの中国で著しく発展を遂げている産業で基本部品の製造に広く使われて
いる。
このたび中国政府の発表した「非鉄金属産業調整振興計画」の現状認識部分においては、
21 世紀に入って中国の非鉄金属産業が生産および消費面で拡大を続けて、世界最大の非鉄
金属生産国かつ消費国であるとの認識を示している。それによると、主な非鉄金属の世界
に占める中国の生産および消費のシェアは非常に大きい（表１）
。

表1．世界に占める中国のシェア(2008年（
生産量
消費量

銅
アルミニウム
20.0
32.7
27.2
32.0

鉛
37.8
35.7

単位：％
亜鉛
ニッケル
33.0
9.5
31.7
23.5

(出所)非鉄金属産業調整振興計画
非鉄金属の代表的存在である、銅、鉛、亜鉛という３つの中国の需給動向をみてみる。
銅消費量についてはここ３年間でも 2006 年（360 万 4,000 トン）、2007 年（495 万 7,000
トン）
、2008 年（519 万 9,000 トン）と、第２位から４位である米国、ドイツ、日本が減尐
傾向にある中、増加を遂げてきた36。鉛消費量もここ３年間では、2006 年（221 万 3,000
トン）
、2007 年（257 万 3,000 トン）
、2008 年（321 万 1,000 トン）となっている。第２位
の米国は 162 万 2,000 トン→151 万トン→156 万 8,000 トンと推移していることと比べて
も増加の大きさが見て取れる37。亜鉛消費量もここ 3 年間では、2006 年（315 万 6,000 ト
ン）
、2007 年（356 万 3,000 トン）
、2008 年（401 万 5,000 トン）とその他の上位消費国が
減尐するなか（第２位の米国は 115 万 3,000 トン→101 万 6,000 トン→99 万 6,000 トン）
、
高い伸びを保っている38。
下記の表２は、
中国における 10 種の非鉄金属の生産量をまとめたものである。ここ数年、
「銅・鉛・亜鉛・ニッケルの国際需給動向」
『金属資源レポート 2009 年 5 月号』
（独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源機構）http://www.jogmec.go.jp/mric_web/kanko/mineralinfo.html
37 同上
38 同上
36
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着实に生産を増加させてきたことが伺える。ただし、注意すべき点としては、2009 年に入
って、減尐傾向が表れていることである。2009 年１～４月の 10 種非鉄金属の生産量は 729
万 2,200 トンと、前年同期比 7.3％減となりマイナスに転じている。アルミ（356 万 200 ト
ン、16.24％減）
、亜鉛（118 万 5,600 トン、1.38％減）、錫、アンチモン、マグネシウムな
どがマイナスになったためである39。

表２ 十種非鉄金属生産量
単位
2003
2004
2005
2006
精錬銅
万トン
183.63
219.87
260.00
300.32
＇鉱産（
141.05
157.87
184.60
198.81
＇再生（
42.58
62.00
75.40
101.51
アルミ
万トン
596.20
668.88
780.60
935.84
＇鉱産（
554.69
668.88
780.60
935.84
＇再生（
41.51
鉛
万トン
156.41
193.45
239.14
271.49
＇鉱産（
128.16
150.95
185.43
212.78
＇再生（
28.25
42.50
53.71
58.71
亜鉛
万トン
231.85
271.95
277.61
316.27
＇鉱産（
228.62
267.47
275.98
314.76
＇再生（
3.23
4.48
1.63
1.51
ニッケル
万トン
6.47
7.58
9.51
10.19
錫
万トン
9.81
11.53
12.18
13.21
アンチモン
万トン
8.99
12.53
13.83
14.04
水銀
トン
612.00
1,140.00
1,094.00
759.00
マグネシウム
トン
341,799.00 442,362.00 450,814.00 519,704.00
チタン
トン
4,118.00
4,809.00
9,161.00
18,037.00
十種非鉄金属生産量 万トン
1,228.00
1,430.62
1,639.02
1,915.21
＇鉱産（
1,112.40
1,321.62
1,509.09
1,754.74
＇再生（
115.60
109.00
129.93
160.47
＇出所（ 2003～2007年の数字は、「中国有色金属工業年鑑2008」より作成
2008年の数字および伸び率は日本石油天然ガス・金属鉱物資源機構資料より作成

2007
349.94
234.52
115.42
1,258.83
1,258.83

2008 07/08伸び率
377.90
8.06%
1,317.70

4.92%

278.83
320.60
213.78
65.05
374.26
391.30
370.73
3.53
11.57
12.90
14.88
12.90
14.66
18.40
798.00
624,723.00 631,000.00
45,200.00 44,284.00
2,370.05
2,519.20
2,187.54
182.51

16.29%
5.36%
11.21%
-14.57%
20.26%
1.28%
45.39%
6.73%

この背景には、世界的な金融危機がある。各産業における不振で、材料産業である同業
界への影響が非常に大きなものになった。中国有色金属工業協会の統計によると、2008 年
の同業種企業の利益は大幅に低下し、特に第４四半期において、産業全体で欠損が生じた
とされており、主管業務収入は２兆 1,000 億元（前年比 10％増）となったものの、利益は
約 800 億元で前年比 45％減尐と見られている40。また、同統計では同業界の 73 の重点企業
の第４四半期における欠損額が 127 億 5,000 万元に達したとしており、その影響の大きさ
が伺える。
中国政府は金融危機という外部的な要因に加えて、同業界自身がこれまで抱えていた問
題が、今回の金融危機によって表面化したとみている。国家発展改革委員会・産業協調司
副司長の熊必琳氏は、同業界におけるいくつかの問題点を指摘している41。①一部の製品や
生産能力が過剰になっている（電解アルミ、銅、鉛、亜鉛、チタン生産での需給アンバラ
ンス）、②産業全体のバランス調整を早急に行うことが必要である（盲目的な投資等）、③
39

中国有色金属工業協会ウェブサイト
http://www.chinania.org.cn/web/website/index_1009224338898110000.htm
40 中国有色金属工業協会ウェブサイト
http://www.chinania.org.cn/web/website/index_1009523753901310000.htm
41 「発展改革委員会 熊必琳氏に訊く」
『JOGMEC カレント・トピック 09-24 号』
（独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源機構）平成 21 年 5 月 14 日
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産業集約化の程度が低い（世界と比較した企業の平均生産規模の低さ等）
、④資源の供給保
障の面で弱い（海外依存の高さ）
、⑤自主技術革新能力が不十分である、⑥リサイクル利用
の水準が低い、⑦立ち遅れた企業の淘汰がなかなか進まない、と解決すべき課題が多い。
下記表３は中国主要基本金属需給バランスを示したものであり、前述の①、④の傾向が
見られる。今後の中国経済の成長にともない、状況が深刻化する懸念を抱えている。
表3 中国主要基本金属市場需給バランス表
単位：万トン

2004年
220
＇108（
330
-2
669
65
599
5
189
40
161
-12
272

生産量
純輸出＇入（量
銅
消費量
需給バランス
生産量
純輸出＇入（量
アルミ
消費量
需給バランス
生産量
純輸出量
鉛
消費量
需給バランス
生産量
純輸出量
亜鉛
消費量
255.0
需給バランス
18.5
生産量
8.6
純輸出量
＇7.2（
ニッケル
消費量
14.9
需給バランス
0.9
生産量
11
純輸出量
2.2
錫
消費量
8.8
需給バランス
0
＇出所（ 「中国有色金属工業年鑑2008」より作成

2005年
258
＇111（
360
9
781
68
711
2
234
42
191
1
277.6

2006年
300
＇58（
380
-22
940
70
867
3
268
50
220
-2
316.3

2007年
350
＇135（
456
29
1256
26
1200
30
276
21
251
-4
371.4

2008年予想
390
＇91（
488
-7
1510
20
1464
26
290
15
270
5
403.0

289.5
15.0
10.3
＇10.5（
17.5
1.6
12.2
1.5
9.86
0.84

307.6
8.0
14.2
＇9.6（
23.1
0.6
13.0
1.5
11.1
0.4

338.7
20.0
21.5
＇13.7（
31.0
4.2
14.4
1.1
13.2
0.1

372.6
20.4
25.1
＇12.2（
36.0
1.3
15.4
0.8
14.6
0

（２）調整振興計画の概要
こうした状況の中、国務院は「非鉄金属産業調整振興計画」を 2009 年５月 11 日に発表
した。指導的思想としては、業界としての問題点を踏まえて、総量のコントロール、立ち
遅れた生産設備の淘汰、技術改良の強化、企業再編の推進に重点をおき、構造調整と最適
化によりアップグレードを図るとしている。
基本原則は指導的思想を具体化した記述となっている。そのうち、資源・エネルギー面
での優位性を備えた中西部地区での高付加価値加工（深加工）展開を支援し、産業分布の
最適化を図るとしており、地域を列挙したところが注目に値する。これらの地域に鉱物資
源が豊富にあり、それを有効活用したいという意図と、産業・雇用を創出し、沿海部と内
陸部の格差を縮めることに狙いがあるとみられる。
計画目標としては、2009 年は非鉄金属業界の安定した運営を維持し、2011 年には好まし
い発展の軌道に乗せることを目指すとしている。具体的な数値を設定している項目もいく
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つかあるものの、その達成の期限を全ての項目において記載してあるわけではない（表４）
。
表4 非鉄金属産業調整・振興計画の計画目標
項目
生産を正常レベルへ回復
立ち遅れた生産設備淘汰

省エネ・汚染物質排出削減

企業再編

イノベーション能力の大幅強
化

資源供給保障能力

具体的な内容および数値目標
企業の生産経営状況を好転、主要財務指標を明確に改善
銅製錬生産設備→30万トン分、鉛製錬生産設備→60万トン分、亜鉛製錬生産設備→40万トン
分
小型電解アルミ予備焼結炉→80万トン分
電解アルミ主力メーカーを中心に、アルミ1トン当たりの直流電力消費量→12,500kWH以下に
粗鉛製錬に伴う総合エネルギー消費量を1トン当たり380キログラム標準炭相当とし、イオウ利
用率を97%以上とする。また、基本的に余熱は100%回収利用し、廃渣を100%無害化処理する。
エネルギー節約量年間約170万トン標準炭、節電約60億Kwhを実現し、二酸化イオウ排出量を
約85万トン削減する。
強大な力を有する総合的企業集団3～5社を育成
国内トップ10位までの銅、アルミ、鉛、亜鉛企業の生産量が全国総生産量に占める比率をそ
れぞれ90%、70%、60%、60%に拡大
核心となる製造技術、省エネ・排出削減技術、ハイエンド製品の研究開発と生産、応用技術等
の分野でブレークスルーを実現、製品品質を引き上げ、製品構成を最適化
酸素吹込み技術等の先進技術を採用した鉛製錬設備の比率を70%とし、フレーム材料、無酸
素銅材、中厚板等の高付加価値型銅・アルミ加工製品について、基本的に国内需要を賄える
ようにする
銅、アルミ、ニッケル原料の供給保障能力→40%、56%、38%に引き上げ
石炭アルミ共生鉱物資源の開発利用を強化し、酸化アルミ生産規模100万トンを達成
再生銅および再生アルミが銅、アルミ生産量に占める比率→2008年比6ポイント、4ポイント増
の35%、25%とする

期限
2009年
2009年
2010年

2011年

2011年

（出所）非鉄金属産業調整振興計画
政策措置としては、以下 12 項目が挙げられている。
①輸出課税政策を整備する。
②国家備蓄メカニズムを構築する。
③技術の進歩および改良に対する資金投入を拡大する。
④電力直接購入モデル事業を展開する。
⑤企業再編政策を充实させる。
⑥「走出去」
（企業の海外進出）を支援する。
⑦産業政策を修正し、充实させる。
⑧資源を合理的に配置する。
⑨保護と抑制の機能を兼備した融資政策の实施を継続する。
⑩省エネ・汚染物質排出削減および立ち遅れた生産設備の淘汰に関する責任追及制を厳
格に实行する。
⑪産業情報の交流及び公開制度を構築する。
⑫業界団体（商会）にその役割を発揮させる。
（３）中国の経済・産業への影響
中国は省エネ・環境保護推進を重点課題としていることもあり、それを踏まえた上での
産業調整振興計画となっている。同産業においては、小規模企業が多く、乱開発および不
法開発の实情もあるとされており、前述の政策措置⑩などを通じて、立ち遅れた生産設備
を有し、省エネ・汚染物質排出削減を实践できない小企業が淘汰され、前述の政策措置⑤
の方向性もあることから、総合的企業集団が各分野で３～５社形成される形になるとみら
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れる。この方向は 2007 年来、見られていた状況であった。
2007 年、銅業界で中国アルミ（Chinalco）が雲南銅業を、鉛・亜鉛業界で中国冶金化工
集団が葫芦島有色を買収した。2008 年に入ってからも、タングステン業界においても、五
鉱集団による湖南有色集団の買収、厦門タングステン業への権益比率拡大が行われるなど、
企業再編が加速していた。長期的には、この傾向が持続して、企業淘汰が進み、品質保証
の可能な、競争力を有する企業集団が形成される可能性もある。これにより中国において、
良質な素材が安定的に供給されるとみられる一方、企業独占状態が起こるとの懸念は拭え
ない。
業界でも既に注目を集めたのは、政策措置②でも方向性を示された、政府による備蓄（買
い上げ）措置である。そもそも国防上の必要性から 53 年開始の国家備蓄制度において（2005
年から国家エネルギー安全保障政策の重点施策の一つに指定）、銅、アルミ、ニッケル、鉛、
亜鉛、マンガン、クロム、水銀、バナジウム、白金は備蓄対象金属に指定されている42。
これまでも国家物資備蓄局および地方政府が買い上げを行ってきたところであったが、
世界的な金融危機を受けて動きを加速、企業救済的な買い上げを行った。企業の在庫を減
らし、下落傾向にあった価格を安定させるという効果があり、不況にあえいでいた中国企
業への大きな支援となった。買い上げは秘密裏に行われるため、把握が難しいが、現地日
本企業関係者は、日本で在庫を抱えていたが、中国の備蓄の動きを受け、09 年３～４月に
日本から銅地金、アルミ二次合金を中国へ送り返したという。日本企業に思わぬビジネス
をもたらした形となっている。
この備蓄（買い上げ）行為に対しては、懸念を表明する声も尐なくない。後述するが、
特に、レアメタルなどは日本はそのほとんどを中国からの輸入に大きく依存している状況
にあるので、将来的に資源確保が困難になるのではという声である。
また、今回の産業調整・振興計画の政策措置⑥において、「走出去」（企業の海外進出）
支援がうたわれていることから、海外非鉄金属資源の獲得に積極的に取り組んでいくのは
間違いない。同分野での海外進出で、かつて他国に後れをとっていた中国であるが、昨今
その動きを加速させており、ザンビア、ペルー、メキシコ、カナダ、アフガニスタン、パ
キスタンなどで、銅を中心にした開発プロジェクトを展開している。
2009 年に入っても、Chinalco が英豪系資源大手 Rio Tinto グループに 195 億ドルを追
加出資、
グループの株式 18％を取得、
出資比率を最大 18％まで引き上げる提携を結んだが、
リオ側は同年６月に破棄、豪英資源大手 BHP ビリトンとの提携を選び注目を集めた
（Chinalco は別途７月 Rio Tinto グループの新株発行を引き受け）
。また、五鉱集団が豪
資源大手・世界２位の亜鉛メーカーOZ Minerals を総額 26 億豪ドルで買収したケースな
どがある。世界各地で資源獲得競争激化が予想される。

「中国の非鉄金属重要と備蓄の現況」
『JOGMEC カレント・トピック 09-23 号』
（独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源機構）平成 21 年 5 月 8 日 http://www.jogmec.go.jp/mric_web/current/09_23.html
42
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（４）日本企業にとってのメリット・デメリット
中国の外資導入における指針を示す「外商投資産業指導目録（2007 年改正版）」において、
出資比率や特別法の規定に基づくその他の制限条件を満たした後、参入が可能な領域であ
る「制限類」および投資が禁止されている「禁止類」に、非鉄金属の採鉱業、製錬および
圧延加工業がいくつか該当している。また、同目録が 2004 年以来に 2007 年に改定された
際に、「制限類」「禁止類」に同分野で追加された項目が多いことも注意が必要である。特
に、タングステン、モリブデン、錫、アンチモン、蛍石などのレアメタルの探査、採掘へ
の投資が、2004 年時点では「制限類」であったのが、新たに「禁止類」に追加されたこと
は注目に値する43。下記の表 5 は、目録における非鉄金属における「制限類」
「禁止類」該
当の抜粋である。

表5 2007外商投資産業指導目録＇非鉄金属制限・禁止部分（
記載事項
二．採鉱業
１．特殊、稀尐な炭類の探査、開発＇中国側の持分支配（
２．重晶石の探査、採掘＇合弁、合作に限定（
３．貴金属＇金、銀、プラチナ族（の探査、採掘
４．ダイヤモンド等の貴重な非金属鉱物の探査、採掘
５．燐鉱石の開発、選鉱
６．カムセル石およびカムセル鉄鉱石の採掘
７．セレスタイトの採掘
８．海洋マンガン団塊、海砂の採掘＇中国側の持分支配（
三．製造業＇十（非鉄金属の製錬及び圧延加工業
１．タングステン、モリブテン、錫＇錫化合物を除く（、アンチモン＇酸化アンチモン
及び硫化アンチモンを含む（等の希尐金属の製錬
２．電解アルミ、銅、鉛、亜鉛等の非鉄金属の製錬
３．希土類の製錬と分離＇合弁、合作に限定（
禁止類
二．採鉱業
１．タングステン、モリブデン、錫、アンチモン、蛍石の探査、採掘
２．希土類の探査、採掘、選鉱
３．放射性鉱物の探査、採掘、選鉱
三．製造業＇三（非鉄金属の製錬及び圧延加工業
１．放射性鉱物の製錬及び加工
＇出所（ジェトロ「『外商投資産業指導目録＇2007年改正版（』概要と特徴から作成
＇http://www.jetro.go.jp/world/asia/reports/05001508（
＇注（記載事項の前の番号は産業指導目録の中の番号を記載している
下線は2007年追加部分
2004年は採掘業としていたが、2007年から採鉱業に名称変更
制限類

「奨励類」において、ハイテク非鉄金属材料の生産がうたわれており、具体的には記憶
合金材料、特殊大型アルミ合金型材、貴金属複合材料、超薄銅帯などが記載されている。
ここには、中国政府が資源確保を図りながら、より省エネ・汚染物質削減につながるよう
「中国のレアメタルに関する貿易・投資制限的な措置について」
『WTO/FTA Colimn Vol.050』2008
年 1 月 9 日号（JETRO）
43
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に、優れた外資の技術を取り込んでいきたいという思惑がある。
貿易の角度で見てみても、自国内資源確保の意図が見て取れる。輸出税を課される商品
のなかに、多くのレアメタルなどが入っている。また、2009 年輸出許可証管理貨物目録に
よると、輸出割当許可証管理に該当するものに、レアアース、アンチモンおよび製品、タ
ングステンおよび製品、亜鉛鉱砂、錫および製品、白銀、インジウムおよび製品、モリブ
テン、燐鉱石が入っている。輸出割当入札の貨物として、炭化シリコン、ほたる石（粉）、
タルク塊（粉）
、軽（重）炭酸マグネシウム、アルミナなども入っている。また、昨今の金
融危機の影響を受け、若干の緩和措置はあったものの、輸出増値税還付率の引き下げ、加
工貿易の禁止などがこれまで非鉄金属関連で实施されてきた。
非鉄金属は相当に分野が広く、またその原料から素材にしていく過程も複雑であり、一
概に傾向を述べることは難しいが、敢えて述べるならば前述の背景もあり、総じて他産業
に比べて、同分野における日本企業の進出は多くない状況にある。
非鉄金属の製錬においては、住友金属鉱山と住友商事が安徽省銅陵市で電気銅を 97 年か
ら生産してきた以外は、進出はほとんどなかったと思われる。最近の事例では、2007 年 11
月、神戸製鋼所、古河スカイ、住友金属工業、アルコニックスが山西省大原市に合弁でマ
グネシウム地金の製造販売を行う企業を設立している。マグネシウム地金は、アルミ合金
の添加剤としてだけでなく、パソコン・携帯電話の構造材、自動車・航空機部品にも使用
されるなど、中国での重要が急増しており、そこに目をつけた進出である44。同分野に明る
い業界関係者は「銅・鉛・亜鉛・ニッケルについては、日本国内に鉱山がなく、技術後継
者がいなくなっている一方、中国には現場があり技術の進歩がある」と語る。加工メーカ
ーへの原料の販売の際、
「中国では原料を先に手当して販売する形で、費用の回収が後にな
るので与信管理が難しい」との声もあり、また多額の資金が必要となり、前述の外資規制
もあることから、同上流分野への進出は今後も尐数と思われる。
加工分野については、既にいくつかの日本企業が進出して、活躍しているところではあ
る。特に銅関連の進出が多く、管（空調機や冷凍機の熱交換用）
、電線や伸銅品、リードフ
レーム（電子機器の IC）
、銅泊、伸銅品などの製造がある。この他、レアアース磁石（パソ
コン周辺機器など）
、レアアース金属、水素吸収合金、希土類ボンド磁石（OA 機器・産業
機械・自動車用向けモーター）
、ネオジム磁石（HDD、CD プレイヤー、携帯）などの製造
の進出もある。他方で、加工においても、付加価値がなかなかなつけにくくなりつつある
という見方もあり、中国企業が力を付けて、競争が激化しているのが現状のようである。
こうした中、日本企業のビジネス展開として、２つの方向性が指摘されている。１つは
中国政府として、資源確保の姿勢があり、今回の産業調整振興計画の中で、資源保障供給
能力の増大、国家備蓄の推進が強調されており、中国国内市場が大きく成長するに伴い、
非鉄金属の重要性がより高まると予想されることから、一大マーケットととらえ、そこに
対して供給をしていくという方向性である。現地日本企業関係者の中には、
「中国を日本へ
44「日刊産業新聞」2007

年 8 月 6 日付
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の供給基地として捉えていたが、今後は海外の地金を中国へ卸して販売という形で、中国
への供給は増える見込み」との見方を示すところもある。
もう１つは、国家政策との足並みをそろえた形で、産業調整振興計画においても、省エ
ネ・汚染物質排出削減および立ち遅れた生産設備の淘汰が謳われていることから、環境省
エネ、リサイクル、回収といった切り口で、高い技術を持つ日本企業のビジネスチャンス
となり得るというものである。例えば、中国が力を入れるとしている電気自動車において
は磁石が必要とされる。前述の業界関係者は「レアアースの加工で磁石を作る技術は日本
が非常に優れている分野」とし、
「中国はレアメタル・レアアース加工分野で外資の技術が
欲しい」と語る。この場合、知的財産権を如何に保護していくかが、中国におけるビジネ
ス展開での条件となりそうである。
最後に別の視点となるが、中国が国家備蓄の推進を進め、
「走出去」を支援していくこと
から、
「ものづくり大国」である日本の製造業として、必要となる原料確保の面に注意を払
う必要がある。特にレアメタルについては、中国への偏在が著しい。ストロンチウムは世
界の埋蔵量のうち 91.7％、
ビスマスは 69.1％、
タングステンは 66.7％、レアアースは 59.3％、
アンチモンは 55.8％を占めており、それぞれ世界第 1 位の埋蔵量である45。2007 年の日本
の全体輸入に占める中国からの輸入の割合はフェロタングステン 100％、希土類金属 99.7％、
タングステン酸塩 97.9％、三酸化アンチモン 96.0％、希土類化合物（その他）91.1％、ア
ンチモン（塊・粉）90.9％となっているなど、中国に大きく依存しているのが实情である46。
前述の業界関係者によると、
「日本企業はベトナム、カナダ、ボツワナなど確保先の多角
化を図る、リサイクルといった方向を目指しているが、すぐに实現というわけにいかず、
中国とうまく交流をしていかなければならない」と指摘している。中国企業の海外進出は
まだベースメタルが中心であるものの、今後の中国市場需要を考えると、レアメタルの分
野でもその動きが加速し、資源確保の分野で、海外で中国企業との獲得競争が激化するこ
とが予想される。
（北京センター 宗金 建志）

45

「中華人民共和国の鉱業事情」独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
http://www.jogmec.go.jp/mric_web/jouhou/minetopics/asia-oceania/china_07.html
46 「非鉄金属の需要動向とその背景」外務省経済安全保障課
2008 年 7 月
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/commodity/pdfs/shiryo_03.pdf

91
Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

表 中国の非鉄金属産業調整振興計画の概要
基本原則

目標

主要任務

内需拡大措置の実施に積極的に努め、製品構造を改善
困難な状況の解決に
し、有効供給量を拡大し、電力、交通、建築、機械、軽工業
力を尽くし、市場の安
等、下流に位置する業界の非鉄金属需要に対応。航空・宇
①危機への 定・先進的な生産力を
2009年中は、総合的な措置を講じて市場の需要と生産 ①国内市場安 宙、国防・軍事、ハイテク等の分野の需要に対応するた
①生産を正常レベル
対応と産業振 維持。業界の安定した
を安定させ、企業の生産経営状況を好転、主要財務指 定、輸出環境を め、新製品や新素材の開発に力をいれ、新たな消費拡大
へ回復
興
運営を促進。産業構造
標を明確に改善。
改善
につながるポイントを見出し、国内市場の安定と拡大を図
の調整を加速、競争力
る。「両高一資」＇高エネルギー消費・高汚染で資源性を有
を強化。
する（製品の輸出に対する厳格なコントロールを継続すると
同時に、適度に柔軟性のある輸出課税政策を実施。

政策措置
非鉄金属製品輸出時の税還付率の構造調整を進め、技術レ
① 輸 出 課税 政策
ベルが高い高付加価値製品の輸出時における税還付率の
を整備
適度な調整についても検討。
電力直接調達モデル事業を推進し、国の環境保護、土地法
④ 電 力 直接 購入
律法規および投資管理規定に適合し、産業構造の調整にも
モデル事業を展
有利な電解アルミ主力企業の生産コスト低減を重点的に支
開
援。
業界団体＇商会（の橋渡し役および紐帯としての役割を十分
⑫業界団体＇商
に発揮させ、業界に存在する問題と企業の要求を速やかに
会（にその役割を
反映し、企業に対して積極的にサービスを提供し、企業が国
発揮させる
の産業政策を確実に実行するようガイド役を果たす。

生産能力・設備の拡大
を厳しくコントロール、
②総量のコン 立 ち 遅 れ た 生 産 設 備
2009年中に、立ち遅れた銅製錬生産設備30万トン分、 ②総量を厳しく
トロールと産 の淘汰を急ぎ、中西部 ②立ち遅れた生産設 鉛製錬生産設備60万トン分、亜鉛製錬生産設備を40万 規制、立ち遅れ
業分布の最 地 区 で の 高 付 加 価 値 備淘汰
トン分をそれぞれ淘汰。2010年末までに、小型電解ア た 生 産 設 備 を
適化
加工＇原文：深加工（展
ルミ予備焼結炉80万トン分を淘汰する
淘汰
開を支援、産業分布の
最適化を図る

「産業構造調整指導目録」およびこれに関係する産業発展政
策を整備し、技術設備、エネルギー消費、水資源消費、汚染
⑦産業政策を修
物質排出、資源利用率等の参入条件の引き上げを重点とし
正し、充実
て、土地使用基準を厳格化し、深度加工製品分類細則等を
今後3年間、電解アルミ事業施設の新規建設あるいは拡張
制定する。
は原則として認可しない。参入基準および届け出制を厳格
に実施し、銅、鉛、亜鉛、チタン、マグネシウムの生産設備
省エネ・汚染物質排出削減、立ち遅れた生産設備の淘汰に
の新設を厳格にコントロール。反射炉および送風型製錬炉 ⑩省エネ・汚染物 関する責任追及制を厳格に実行し、省エネ・汚染物質排出
採用の銅生産設備、焼結式鉛生産設備、立ち遅れた亜鉛 質 排 出 削 減 お よ 削減、立ち遅れた生産設備の淘汰における割り当て任務を
製錬生産設備、立ち遅れた小型電解アルミ予備焼結設備 び 立 ち 遅 れ た 生 完了していない地区では、投資プロジェクトの査定および審
を淘汰。
産 設 備 の 淘 汰 に 査承認を先送りとする。各レベルの地方政府は立ち遅れた
関 す る 責 任 追 及 装備の期限を設けた淘汰作業に対する監督管理を厳格に実
制を厳格に実行 施し、立ち遅れた設備の無為な拡張や対象地域外への移転
を禁止する。

個々の技術の研究開
発重視の姿勢から技
術集成および技術イノ
核心となる製造技術、省エネ・排出削減技術、ハイエン
ベーション重視への転
ド製品の研究開発と生産、応用技術等の分野でブレー
換を図る。先進応用技
クスルーを実現して、産業技術の進歩を図り、製品品
③技術改良を
③自主革新と 術を積極的に採用し、 ⑤イノベーション能力 質を引き上げ、製品構成を最適化する。酸素吹込み技
強化、技術の進
技術改造
技術改良を急ぎ、技術 の大幅強化
術等の先進技術を採用した鉛製錬設備の比率を70%と
歩を図る
設備の水準と製品品
し、フレーム材料、無酸素銅材、中厚板等の高付加価
質の両方を引き上げ、
値型銅・アルミ加工製品について、基本的に国内需要
製品の種類を増やし、
を賄えるようにする
資源およびエネルギー
の消費を低減する。

技術改良と技術研究開発に関する専門プロジェクトを実施
し、国の産業政策に適合し、規定に従って審査に合格また
は登録が受理されている主力企業、国防・軍事、航空・宇
宙、電子情報等の分野における核心材料の生産企業を重
③技術進歩およ
点的に支援。銅・鉛・亜鉛製錬工程の短縮化、共生・随伴
び改良に対する
鉱物の高効率利用、尾鉱およびアルミナ採取後の赤泥の
資金投入を拡大
総合利用を進め、高性能な銅アルミ材生産技術、再生金
属の性能保持、アルミ1トン当たりの直流電力消費量が
12,000kWH以下となる電解アルミ生産の核心手法等の最
先端技術の研究開発を重点的に支援。

システムの革新を強
化、企業再編に影響を
与える体制面での障害
④企業再編と を除去、非鉄金属企業
システムの革 の集団化に向けての ④企業再編の進展
新
発展および地区・業界
の枠を越えた再編に
とって好ましい体制環
境づくりを図る。

強大な力を有する総合的企業集団3～5社を育成。
2011年には、国内トップ10位までの銅、アルミ、鉛、亜
鉛企業の生産量が全国総生産量に占める比率をそれ
ぞれ90%、70%、60%、60%に拡大。

銅、アルミ、鉛、亜鉛等に関わる有力企業をさまざまな方式
で再編し、大規模化、集団化を実現して、産業としての競争
力を強化。大型主力企業の地域を越えた合併・再編、地域
④企業再編を 内の再編、企業集団間の再編等を支援。資源、エネル
促進、産業配置 ギー、環境容量等の条件を備えていない地区の非鉄金属
を調整
生産設備を厳しくコントロール。エネルギーに恵まれた中西
部、特に、水力発電に恵まれた地区で、アルミ・電力連携
経営方式を推進。

⑦企業管理お
よび安全監督
管理を強化、人
材育成を重視。

中央財政投資の中に専門基金を設け、借款・利子補填等の
形で非鉄金属産業の技術研究・開発および技術改良を支
援。省エネ技術改良に対する財政奨励支援を拡大し、企業
の省エネ技術改良に向けた指導・支援を行う。

人員配置、企業資産配置、債務査定と処理、財務・税負担・
利益分配等の問題を適切に解決し、企業再編を推進し、企
⑤ 企 業 再編 政策
業の調整構造を改善し、企業管理水準を引き上げる。大型
を充実
企業の省・区を越えた連合再編に伴う技術向上および技術
改良プロジェクトを優先的に支援する。
非鉄金属主力企業に対する融資支援を拡大し、産業政策と
環境保護、土地に関する法律法規および投資管理規定に適
⑨ 保 護 と 抑 制 の 合する事業、吸収合併、再編、海外進出、技術改良を実施す
機能を兼備した融 る企業に対しては、株式・企業債券・公社債発行および銀行
資 政 策 の 実 施 を 融資等の面で支援する。一方、法律・規則に違反しあるいは
継続する。
認可範囲を越えて事業を展開したり、依然として立ち遅れた
生産設備を有する企業については、融資制限等の措置の実
施を継続する。

管理システムの改革を急ぎ、品質管理および安全生産監
督管理を強化し、安全生産責任制の実施、管理制度の健
⑪ 産 業 情報 の交
全化および安全操作手順の規範化を確実に実行。省エネ
流および公開制
管理とコスト管理を強化。企業文化および人材の育成を強
度を構築
化し、資質の高い経営管理者および技術者の育成を重視
し、これにより企業の持続可能で健全な発展を促進。

各部門は共同で情報公開制度を構築し、一般社会に向け
て、非鉄金属産業政策、プロジェクトの認可、生産・販売・在
庫状況、生産設備の稼動、立ち遅れた生産設備の淘汰、企
業再編、汚染物質排出、借入金、業界の損失発生に関する
事前アラート等の情報を適時公表し、企業への投資決定に
必要な情報を提供しなければならない。

電解アルミ主力メーカーを中心に、アルミ1トン当たりの
直流電力消費量を12,500kWH以下に。粗鉛製錬に伴う
総合エネルギー消費量を1トン当たり380キログラム標
③省エネ・汚染物質 準炭相当とし、イオウ利用率を97%以上とする。基本的
排出削減
に余熱は100%回収利用し、廃渣を100%無害化処理す
る。エネルギー節約量年間約170万トン標準炭、節電約
60億Kwhを実現し、二酸化イオウ排出量を約85万トン
削減する。

⑤資源の開
発と節約

国内資源を合理的に
開発利用、企業の海外
進出を支援、資源の再
生利用水準を高め、資
源の節約および総合
的利用を強化
⑥資源供給保障能
力をさらに高める

②国家備蓄メカニ 需要の動向に基づき、非鉄金属国家備蓄規模の拡大につい
国内で不足している非鉄金属資源に関する地質探査への ズムを構築
ての研究を進め、充実した国家備蓄メカニズムを構築。
投入を拡大し、資源埋蔵量と鉱産地備蓄を拡大する。大型
⑤国内外資源
海外プロジェクトの審査承認手続きを簡素化し、信用貸付、
非鉄金属企業の鉱山探査と開発への投入を奨励し、資源
開発、資源保障
自給率を引き上げる。海外資源の開発に向けた投入を拡 ⑥「走出去」＇企業 外貨、保険、徴税、人員の出入国等に関する政策措置を充
能力強化
大し、条件を備えた企業の海外での独資あるいは合弁によ の海外進出（を支 実させる。海外資源開発への企業参入条件を厳格化すると
援
ともに、条件に適合する主力企業については、海外資源開発
る鉱山経営を支援。
事業への資本金注入、海外利用等の面で支援を提供する。
2011年には、銅、アルミ、ニッケル原料の供給保障能力
をそれぞれ40%、56%、38%に引き上げ。石炭アルミ共生
銅・鉛・亜鉛の低品位鉱、共生・随伴鉱、選鉱・製錬の困難
鉱物資源の開発利用を強化、酸化アルミ生産規模100
な鉱物、尾鉱、炉滓等の開発・利用を支援して、資源総合
万トンを達成。再生銅および再生アルミが銅、アルミ生
利用水準を引き上げる。石炭・アルミ共生資源利用につい
産量に占める比率を2008年と比較してそれぞれ6ポイ
ての計画を制定し、アルミを多く含んだ粉炭灰利用モデル
鉱産資源開発権市場の規範化を進め、採掘権者の資質条
ント、4ポイント引き上げ、35%、25%とする。
事業を実施。銅、鉛、亜鉛製錬の余熱利用を実行。廃渣、
件を制定し、採掘権市場参入基準を引き上げる。鉱山資源
⑥循環型経済
赤泥等の固形廃棄物の応用範囲を広め、生産の「ゼロエ ⑧ 資 源 を 合 理 的 分布についての具体的要求を明確にし、大型鉱区を国家鉱
を発展させ、再
ミッション」を実現。条件を備えた企業が高効率でエネル
に配置
産資源開発計画に組み入れ、重点主力企業に優先的に配
生利用を行う
ギー消費が尐なく、汚染も尐ない生産装備を採用するよう
分し、鉱産資源の合理的、集約的、効果的な利用を保証す
支援し、年産30万トン以上の再生銅、アルミ等の生産ライ
る。
ンを数機建設し、資源化利用規模、技術水準、製品のレベ
ルアップを図り、鉱産資源の消費を低減する。

（出所）国務院弁公庁資料を基にジェトロ作成。
（注）分類は重なる部分もあるが、主要内容に基づき実施している。
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11.物流業
（１）産業動向
詳細が発表される前、調整振興計画は「９大産業調整振興計画」とされていた。最終的
に「10 大産業」となり、その最後に加えられたのが物流業である。
調整振興計画前文は物流業について、運輸業・倉庫保管業・貨物運送代行業さらには情
報産業をも融合した複合型のサービス産業と記している。関連分野の広さ、雇用吸収力、
生産、消費の牽引力の大きさといった観点から選ばれた、10 大産業中唯一のサービス業で
ある。
調整振興計画は、国務院へのインタビューによれば、工業分野、供給サイドの調整を担
うべく策定された。これらの分野は、インフラ投資を主とする 4 兆元の景気刺激対策では
ほとんどカバーされていない部分といってもよい。物流業自体は工業分野ではないが、第
11 次五カ年規画では物流業の発展を、
「生産に関するサービス業として、細分化および専門
化を進めることで取引コストを下げ、資源再配分効率を高める」ととらえた。ジャストイ
ンタイム、ミルクランなど、国際競争力の高い製造企業の生産体制において今日、物流が
果たす役割は大きく、その点で物流業は今後の中国の工業分野の発展に不可欠な産業とい
えるだろう。また中国では経済規模の拡大に伴い、農産物、工業製品、エネルギー、原材
料、貿易財など、あらゆる物流量が増大傾向にある。この点で、社会全体の物流サービス
の能力増強と質的向上、効率化に対するニーズは高まり続けるといってよいだろう。また、
バランスの取れた発展を標榜する中国政府にとって、物流条件（サービスの質、インフラ
の能力、コスト）の地域間格差を是正していくことは、地域経済格差を是正する上でも重
要な取り組みでもある。
他の産業の計画では、企業の統合、旧態依然とした供給能力の淘汰、新たな生産システ
ム、技術の導入により、産業全体をより高付加価値な製品、サービスの提供にシフトして
いくとの方針が示されている。こうした方針はある意味、物流業にも当てはまる。中国の
物流業の現状として、業界関係者は、製造現場の物流をメーカーの物流部門が担っている
場合が多いと指摘する。中国の大手企業はコングロマリット化しており、さまざまな部門
を傘下に抱え、物流もその中に含まれる。このため専業化が進んでいない。他方、専業の
業者には、トラック一台の家族企業といった零細な業者が多い。調整振興計画は、物流業
の集約化、専業化、物流分離アウトソーシング、第三者物流（3PL）化などを志向している
のもそうした状況を踏まえてのことと考えられる。調整振興計画の推進は、中国の企業グ
ループの中からの物流部門の集約、製造業の中心業務である製造への集中、流通業におけ
るフランチャイズ経営の発展を促す動きでもある。
中国の物流量は着实に増加している。2008 年の延べ貨物輸送量は 11 兆 301 億トンキロ
で、2000 年の 2.5 倍に達している。年平均 12％の成長となる。物流業の付加価値生産はサ
ービス業全体の 16.5％、GDP の 6.6％を占めた。業界では、一部の製造業や商業貿易企業
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が、現代物流業への転換を進めつつある。昔ながらの輸送、倉庫保管、貨物運送代行を営
んでいた企業が、現代的な物流の理念を学び、ノウハウを取り入れ、物流の諸機能の統合、
サービスの拡大を推進しつつある。道路、鉄道、港湾、空港といった物流インフラも、急
激に整備が進められている。2008 年末時点の鉄道営業距離は８万キロ、高速道路は６万キ
ロ、コンテナバースは３万 6,400 ヵ所に及んでいる。
表 中国の延べ貨物輸送量

1978
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008

合計
9,829
12,027
18,365
26,208
35,909
44,321
80,258
88,540
101,419
110,301

鉄道
5,345
5,717
8,126
10,622
13,049
13,770
20,726
21,954
23,797
25,106

道路
274
764
1,903
3,358
4,695
6,129
8,693
9,754
11,355
32,868

水運
3,779
5,053
7,729
11,592
17,552
23,734
49,672
55,486
64,285
50,263

航空
1
1
4
8
22
50
79
94
116
120

(億トンキロ（
パイプライン
430
491
603
627
590
636
1,088
1,551
1,866
1,944

（資料）国家統計局「中国統計摘要 2009」
このように、中国経済において物流業は重要な地位を占め発展も続いているが、様々な
課題も抱えている。政府はその主なものとして物流効率の低さを挙げる。社会物流総費用
の GDP 比は、2000 年から 2008 年にかけ 19.4％から 18.3％に低下したとはいえ、国際的
にみれば先進国の２倍であるという。また、総じて言えば分業化・専門化が進んでおらず、
どの地域もどの企業も、提供する物流サービスは似たようなもので、幅広く多様な物流ニ
ーズにこたえきれていない。また、物流技術、人材の育成、物流サービスのメルクマール
が十分に行き渡っていない点も課題としている。
中国の物流市場の特徴として、一部の大企業ユーザーを除けば物流品質より極端なまで
に価格を重視する市場であることが挙げられる。その点、地場企業が外資企業より優位に
ある。また地理的には日本の 26 倍と広大であり、大きなネットワークも地場企業の強みで
ある。広大な中国の物流市場に参入した外資企業がビジネス拡大のポイントとして挙げる
のは、
「いかによいパートナーを見つけるか」という点である。これは、現在の中国で外資
独資の物流企業設立が可能ではあるとはいえ、コストが極端に重視され、かつ広大な中国
市場で中国企業との提携が一番現实的な選択肢だからである。
ところが、
「地場の配送業者には、軽いものは上、重いものは下という常識すらないとこ
ろもある。時間も守れない。メーカーもそうした状況はわかっており、配送が遅れてもよ
いが事前にどれくらい遅れるのか連絡するよういわれている。国土が広いため直行できず
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乗せ換えが発生するとき、外部業者を使いながら一定の物流品質を保つことが大きな課題」
という（日系物流企業 A 社）
。信頼できるパートナーを見つけることが出来なければ、日系
物流企業のメインの顧実である日系企業の高い要求水準をクリアできないという。
ある日系企業は中国の物流業の課題として、
「企業規模の拡大よりもノウハウ、意識の差
を埋めること」と指摘する。中国のスーパーマーケットの配送をみると、生鮮食品であっ
ても保冷輸送・保管が不十分であるケースが尐なくないという。また家電の配送をみると、
日本の感覚でいえば真新しい箱は商品の価値の一部だが、中国の場合そうした考え方が根
付いているとはいえず、箱が多尐潰れても拘泥しないという。中国企業との合弁企業設立
に携わった日系物流企業の担当者は当時を振り返り、相手の中国企業が合弁に求めたもの
は事業から得られるリターンではなく、日本企業が有する先進的ノウハウを学ぶことであ
ったと述懐した。
（２）中国の経済・産業への影響
進出日本企業は中国の物流業について、国有企業＝非効率、運輸業の底辺は多数の零細
企業が存在するという業界構造の下、物流コストは高く、政府は近代化、効率化を志向し
ていると捉えている。物流業発展のためにインフラ整備が進み物流業の効率化が進めば、
メーカーにとってはコストの圧縮につながるとみている。
道路、鉄道、港湾、空港など、物流インフラは整備されてきている。この動きは、４兆
元の景気刺激策によってさらに続くものと見込まれる。政府のみならず、企業のマインド
としても、インフラを整備する意識は高まっているようだ。ある日系物流企業は、昔はウ
ェアハウスといえば土間式が普通だったが、今や高床式のドックが当たり前になってきて
いるという。昔は償却費が高く投資に見合わないと敬遠されたが、今はそうしないと物流
サービスのユーザーが満足しないためだという。そうしたインフラのレベルアップの上に
現在、自動車生産基地周辺では JIT、ミルクランが行われている。
今のところ、そうした高品質物流の担い手は主として外資企業というのが現状である。
しかし日系物流企業は、中国地場の自動車メーカーが力をつけ地場の物流企業に対する要
求が厳しくなったり中国の消費者がよりよいサービスを求めることによって、地場企業の
ノウハウ獲得に対する意欲もスピードも加速するのではないかとの見方を示した。
（３）日本企業にとってのメリット・デメリット
日本企業に対し、この計画の影響について尋ねたところ、総じて言えば外資にはあまり
影響がないとの反応であった。この計画は国有企業改革の一環であり、大型物流企業の育
成、物流の近代化が主眼で、
「中国の場合、国有の専業物流企業が尐なく、大型国有企業は
コングロマリット化している。これまでメーカーについて回る存在だった物流業を、メー
カーから取り出し、大きくするということではないか」という。もっとも、政府が物流の
質の向上を目指していることは明らかであり、物流関連の社会インフラ整備は進むと予想
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されることから、「中国国内のネットワークを持たない外資にとってプラス」とみている。
他方、地場物流企業のレベルも向上し競争は激化する。そうなると「日本企業は地場企
業との違いを打ち出す必要が増す、例えば輸送に受注や代金回収システムを結びつけたサ
ービスを付加するといった工夫が必要になるのではないか」との見方を示した。また「国
有企業は国策として現代化を進め、民間企業はスケールメリットを追求し合併も増えてい
くのではないか。そうした流れの中で、SCM（サプライ・チェーン・マネジメント）の实
現に向けた物流業コンサルティングなどは面白い分野」との指摘もあった。
（北京センター 箱崎 大）
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表 中国の物流業産業調整振興計画の概要
基本原則
計画目標

主要任務
近代的物流管理をさらに拡張し、物流市場の
1. 当面の危機の対
2009年中に物流企業経営の困難な ＇１（物流市場 需要拡大に努める。サプライチェーンマネジメ
処に軸足を置きつ
状況を改善するように努め、産業の安 における需要 ントと現代物流の理念・技術・方法を応用し、購
つ、長期にわたる発
定した発展を維持する。
の積極的拡大 買・生産・販売・物品回収等の物流一体化の運
展に着目する。
用を実施する。

政策措置
関連部門が参加する全国現代物流事業部門
＇１（組織およ
間合同会議を設け、現代物流業発展に関連す
び調整作業
る重大な課題と政策に関する研究および調整
の強化
にあたる。

分業協力の原則に基づき、生産企業と商業
貿易企業が物流機能のスリム化あるいはアウ
＇２（物流サー
トソーシング、物流リソースの統合、企業内部 ＇２（物流管
ビスの社会化
の物流社会化の促進を奨励する。物流企業と 理体制の改
と専門化の推
生産・商業貿易企業の相互発展を推進し、サプ 革
進
ライチェーンによる各関連部門の有機的な結び
つきを促進する。

鉄道・道路・水運・民間航空・郵政・貨物運送
代行等の分野の体制改革を継続的に掘り下
げ、簡潔、統一、高能率の原則および意思決
定・業務遂行・監督の各機能の相互調和という
要求に基づき、政府と企業の分離・科学に根
差した意思決定・権限と責任の適切なバラン
ス・合理的分業・スムーズな業務遂行・効果的
な監督制度を備えた物流総合管理システムを
設立する。

3. 指針となる計画
を強化し、バランス
よい連動に向けての
調整を重視する。

物流の社会化・専門化水準の明らか
＇３（物流企業 中小物流企業の情報交流の強化を奨励し、 ＇３（物流政
な向上、第三者物流の比率のある程
統合・再編の 物流サービスモデルを刷新し、リソースの統合 策法規シス
度の増加、物流業の規模のさらなる拡
加速
を強化し、多様な物流需要を満足させる。
テムの整備
大、年平均10%以上の増加を目指す。

現有の現代物流業発展推進に関する政策を
徹底して遂行することを基礎に、現代物流業
発展を促進する関連政策をさらに研究して制
定する。

4. 分割・閉鎖性と
いう問題を打破し、
現有のリソースを統
合する。

企業が製品や梱包資材の回収および廃棄物
物流全体の運営効率が著しく向上し、
＇４（重点分野 物流を加速・発展させるよう奨励し、リソースの ＇４（特別計
社会全体の物流総費用のGDP比が、
での物流発展 節約とリサイクルを促進する。物流業の省エ
画の制定実
現在の水準に比べてある程度低下す
の推進
ネ・排出削減を奨励・支持し、グリーン物流＇環 行
るようにする。
境にやさしい物流（を発展させる。

関連部門は特別計画を制定し、重点分野や
地域物流業の発展を積極的に指導、推進す
る。

2011年までに国際競争力のある大型
総合物流企業グループを育成し、合理
2. 市場はリソース 的なリソース配置・先進技術・省エネと
を調達・配分し、政 環境保護という特徴を備えつつ、手軽
府は環境を創造す で高効率、かつ安全で秩序ある、一定
る。
の国際競争力を有した現代物流サー
ビスシステムの基礎を設立に着手し、
物流サービス能力をさらに増強する。

5. 技術標準を定
め、物流の一体的運
営を推進する。

6. サービス方法を
刷新し、科学的発展
の方針を堅持する。

主要な港湾・国際陸海運コンテナ中継ステー
＇５（国際物流 ション・多機能国際貨物ターミナル駅・国際空
および保税物 港等物流中継点の複合運送物流施設建設を
流の整備強化 強化し、鉄道と海運の共同輸送発展を加速す
る。
市場の需要・産業配置・商品の動向・リソース
＇６（物流業発 環境・交通条件・地域計画等の要因に基づき、
展地域配分の 9大物流地域を重点的に発展させ、10大物流
最適化
ルートならびに物流中継都市を整備し、物流業
の地域配分を最適化する。

物流業の発展は、主に企業自体の投資をよ
＇５（物流業に
りどころとしている。民営物流企業の発展を加
対する投資
速し、対外開放の歩調を拡大し、物流業への
ルートの増加
投資ルートを増加する。
＇６（物流統
計指標シス
テムの整備

物流業における統計調査制度と情報管理制
度をさらに整備し、科学的な物流業の統計調
査方法と指標システムを確立する。物流統計
の基礎業務を強化し、物流統計の理論と方法
の研究を展開する。

全国貨物の主要動向および物流発展のニー
ズに基づき、「総合交通網中長期発展計画」・
「中長期鉄道網計画」・「国家高速道路網計
＇７（物流インフ
画」・「全国沿海港湾配置計画」・「全国内陸河
ラ建設の連携
川水路および河川港湾配置計画」・「全国民間
および調和の
空港配置計画」により、交通輸送施設の建設を
強化
強化し、総合輸送ネットワークの配置を整備
し、各種輸送方法の連携と一本化を促進し、リ
ソース使用と物流運営の効率を向上させる。

＇７（物流業
の対外開放
と国際提携
の継続的推
進

WTO・FTA・地域経済の提携メカニズム等の
環境を十分に活用し、関連する国家および地
域間の物流に関する販売・輸送・倉庫保管・貨
物運送代行等の分野においてさらなる相互開
放を実現する。

＇８（物流情報 企業の物流管理の情報化を積極的に推進
化水準の向上 し、情報技術の幅広い応用を促進する。

＇８（物流人
材育成の加
速

様々な形での物流人材の育成を加速する。
物流人材需要に関する予測および調査作業を
強化し、科学的な育成目標と計画を制定し、多
種多様な教育システムおよび在職スタッフに対
する研修システムを発展させる。

物流標準編成計画に基づき、物流一般基礎
＇９（物流標準
類・物流技術類・物流情報類・物流管理類・物
化システムの
流サービス類等の標準制定・改訂を加速し、物
整備
流標準化システムを整備する。

＇９（業界社
団組織の整
備および機
能強化

物流業社団組織＇業界団体（は業界のサービ
ス・自律・調整という機能を履行するべきであ
り、物流計画の制定・政策に関する提案・市場
行為の自主規制・統計と情報・技術提携・人材
研修・情報提供サービス等の面での仲介の役
割を発揮し、政府と企業を結び付ける紐帯とな
らねばならない。

コンテナパッケージ技術とユニット化積載技
＇10（物流新技 術を強力に押し広め、ユニット積載輸送法およ
術の開発およ びパレット化を普及させ、大型有蓋トラックおよ
び応用の強化 びトレーラを使用する輸送法の発展に全力を
挙げ、ネットワーク化輸送を押し広める。
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第３章

消費促進策の実施状況
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第３章

消費促進策の実施状況

世界的な金融危機を通じた外需の大幅な減尐が経済の減速を招いたことで、中国政府は
内需拡大の重要性を改めて認識することとなった。外需浮揚の目処が立たない中、政府は
内需喚起を図るべく、４兆元の大型景気刺激策を通じて投資需要の拡大を懸命に図ってい
る。また、内需拡大に向けた重要な課題でもある消費の拡大に向けて、政府は様々な消費
促進策を相次いで实施している。本章では、中国政府が現在实施中の「家電下郷」（農村地
域での家電普及策）を中心に、政策の实施状況等を紹介する。

１．家電下郷政策（農村地域における家電普及促進策）
家電下郷政策は、中国政府が現在实施している消費促進策の中で、最も早くから实施さ
れている政策である。同政策は、農村住民が中国政府指定の家電製品を購入した場合、購
入金額のうち一定割合を補助する政策であり、補助率は購入金額の 13％。07 年 12 月より
山東省、四川省、河南省の３省でモデル的に開始された。その後 08 年 12 月には实施地域
が 12 省に、さらに 09 年２月には全国へと拡大した。また、対象品目も拡大、開始当初は、
カラーテレビ、携帯電話、冷蔵庫の３種類であったのが、09 年２月以降は９種類に拡大し
た。その他、自動車、オートバイの販売促進策については、別途「汽車下郷」政策の枞組
みで实施されることとなった。
表１ 家電下郷計画の概要
カラーテレビ、冷蔵庫＇冷凍庫含む（、携帯電話、洗濯機、
エアコン、温水器、パソコン、電子レンジ、電磁調理器

対象品目

それぞれの品目について、１世帯あたり2台ずつ

補助対象台数

上限価格

品目
カラーテレビ
冷蔵庫＇冷凍庫含む（
携帯電話
洗濯機

上限価格
3,500元
2,500元
1,000元
2,000元

エアコン

壁掛式：2,500元
床置式：4,000元

温水器

貯水型：1,500元
ガス式：2,500元
ソーラー式：4,000元

パソコン
電子レンジ
電磁調理器
2011年11月末まで
2012年11月末まで

内モンゴル自治区、遼寧省、＇大連市（、黒龍江省、安徽省、湖北省、湖南
省、広西チワン族自治区、重慶市、陜西省

2013年1月末まで

吉林省、新疆ウイグル自治区、新疆生産建設兵団、甘粛省、青海省、寧夏
回族自治区、チベット自治区、北京市、天津市、河北省、山西省、上海市、江
蘇省、浙江省、＇寧波市（、福建省、＇アモイ市（、海南省、江西省、広東省、
＇深圳市（、雲南省、貴州省

実施期限

対象品目の確定

3,500元
1,000元
600元
山東省、＇青島市（、河南省、四川省

公開入札方式で決定

指名競争入札方式で決定
販売企業の選定
＇出所（「家電下郷操作細則印刷配布に関する通達」より整理
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政策の対象となる品目、地域が急速に拡大した背景には、金融危機による中国経済の急
減速により、消費拡大が急速にその重要性を増したことが挙げられる。そもそも当初の同
政策の狙いは、都市部に比べると家電普及率の低い農村部における普及率の向上を通じた
民生の改善であったが、経済の急減速を受け、「消費政策」としての同政策の価値がにわか
に高まってきた。
表２ 汽車下郷計画の概要
対象品目

軽トラック、小型トラック、小型自動車、オートバイ

補助対象台数

軽トラック、小型トラック、小型自動車は各世帯1台、オートバイは2台
品目

補助金額

軽トラック、小型トラック、小型自動車

オートバイ
2009年3月1日～12月31日
2009年２月1日～2013年1月31日
＇出所（「汽車下郷操作細則印刷配布に関する通達」より整理
実施期限

上限価格
販売価格が５万元以下の場合その10％を補助。５
万元以上の場合、定額＇5,000元（を補助。
三輪自動車、低速貨物車を廃棄してこれら３車種に
乗り換える場合、三輪車の廃棄には1台当たり2,000
元を、低速貨物車は3,000元を、廃棄費として別途補
助。
販売価格が5,000元以下の場合その13％を補助。５
万元超の場合、定額＇650元（を補助。
自動車
オートバイ

前述のとおり、09 年２月以降、政策实施対象地域が全国に拡大したことで、対象製品の
販売も急拡大している。商務部によれば、07 年 12 月の政策開始以来、09 年７月 26 日まで
に累計で 1,629 万 9,000 台の対象製品を販売、販売総額は 280 億元に達した47。
商務部によれば、09 年上半期における同政策を通じた販売額上位３地域は、最も早期に
政策が实施された四川省、山東省、河南省であり、これら３地域を合計した販売額は全体
の約４割を占める。河南省で販売が好調な理由について、同省で家電下郷政策の实態を調
査した中国の農業専門家は、①同省農村地域における家電普及率が低いこと、②農村部の
所得が上昇傾向にあること、③農村住民の人口が多いことなどを挙げている。

表３ 家電下郷販売額上位１０地域
＇万台、億元、％（
販売台
販売額
販売額
数
シェア
1
四川省
145.9
22.8
14.0
2
山東省
130.2
20.8
12.8
3
河南省
130.9
20.2
12.5
4
湖南省
67.8
11.8
7.3
5
湖北省
49.8
9.2
5.6
6
安徽省
49.8
9.1
5.6
7
河北省
37.3
7.1
4.4
8
江蘇省
35.8
6.7
4.1
9
江西省
32.2
6.5
4.0
10
重慶市
32.4
5.8
3.6
合計
961.0
162.3
100.0
＇出所（家電下郷信息管理系統
47

「中国家電網」
、09 年７月 30 日付
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販売台数、金額をみると、冷蔵庫の販売が最多である。次いでカラーテレビ、洗濯機が
100 万台以上の売上を確保した。販売上位メーカーの中には外資系企業もあるが、大部分は、
中国地場企業が販売上位を占めている。その中でも特に存在感を示しているのが、青島に
本社を置く「ハイアール」である。販売額が１億元以上の対象製品のうち、冷蔵庫、洗濯
機で販売トップとなっており、それぞれ販売額の 37.0％、48.5％をハイアール製品が占め
る。他方、外資系企業で唯一トップとなったのは、フィンランドのノキアである。同社は、
従来よりハイエンド商品からローエンド商品まで、商品カテゴリーを幅広く取り揃えると
ともに、農村地域も含めた販売ネットワークの確立に取り組んでいたことが奏功したもの
とみられる。
地域別で販売が好調な製品の種類、消費者の購入ニーズは各地域において異なるものと
みられる。前述の中国の農業専門家は、中国東北地域における状況について、テレビの普
及率が高いことや、寒冷地のため冷蔵庫に対するニーズが低いこともあり、地元政府はむ
しろ小型自動車の普及策（汽車下郷）に力を入れているという（購入金額の 10％を政府が
補助）
。实際、黒龍江省では、汽車下郷において付与される 10％の補助金に加え、省内で生
産された乗用車を購入した場合は、さらに省独自で 5％の補助金を供与する政策を 09 年７
月より開始している。その影響で、ハルビンに本社のある哈飛汽車や、長春に本社のある
第一汽車の小型車生産は好調という。
しかし、同政策が中国全体の消費浮揚に大きなインパクトを与えているとは言いがたい。
中国政府は、同政策が終了する 2013 年１月までの対象製品の販売台数を４億 8,000 万台、
農村地域の消費額を 9,200 億元押し上げるとの試算を示しているが、政策が全国に拡大し
た 09 年上半期でも、販売額は 162 億元にしか過ぎない。中国のある大手家電メーカー関係
者は、
「家電下郷政策は、实質的な意義というよりは象徴的な意義のほうが大きい。政策の
实施は、経済成長を維持するという政府の決意を示す効果があり、経済的にも農村消費の
引き上げに一定の効果をもたらすものの、消費を主導するような役割を果たしてはいない」
との見方を示す。他方、同関係者は、金融危機による需要の減尐により、液晶パネル価格
が大幅に下落し、それに伴い、テレビの本体価格も大幅に下落したことで、中国における
フラットパネルテレビの市場規模は、2008 年は 1,200 万台であったのが 09 年には 2,300
万台へと大幅な拡大を見込む。需要拡大の原動力は、価格の低下であるが、同政策の实施
により、さらに購入促進に向けた環境が改善することで、農村地域の潜在的な消費需要の
さらなる開拓も期待される。
その他、中国では、都市だけではなく、農村地域においても大きな所得格差が存在する。
つまり、農村部においても、所得の高い層は、同政策が定める対象製品の上限価格を上回
る価格の商品に対する購買力を有している。これについて、財政部経済建設司の曾暁安副
司長は 09 年７月９日、現行の対象製品の上限価格制度を廃止し、代わりに購入した製品に
対する政府補助額の上限を設けるとの見解を示した。上限価格が撤廃されれば、農村部に
おける高所得者層による付加価値の高い製品の購入拡大も期待できる。
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表４：家電下郷政策の対象製品のメーカー別販売台数＇09年上半期（
＇単位：万台、億元、％（
冷蔵庫
順位
1
2
3
4
5

販売台数
193.5
52.5
48.1
35.6
31.3
542.0

販売額 販売額シェア
41.2
37.0
11.4
10.2
10.0
9.0
7.4
6.7
7.1
6.4
111.1
100.0

カラーテレビ
順位
メーカー
1
海信集団
2
深セン創維－RGB電子
3
四川長虹電器
4
青島ハイアール
5
TCL集団
合計

販売台数
35.8
34.5
38.0
22.8
23.9
185.0

販売額 販売額シェア
4.6
20.5
4.6
20.5
4.2
18.8
2.8
12.5
2.7
12.3
22.3
100.0

携帯電話
順位
メーカー
1
ノキア＇中国（
2
北京天宇朗通信設備
3
四川長虹電器
4
青島ハイアール通信
5
青島ハイアール
6
天津サムスン通信技術
合計

販売台数
10.4
4.7
3.8
3.9
3.8
4.2
42.5

販売額 販売額シェア
0.6
25.6
0.3
14.2
0.3
14.2
2.2
9.6
2.0
8.9
1.5
6.5
2.3
100.0

メーカー
青島ハイアール
杭州松下家用電器
無錫小天鵝
合肥栄事達三洋電器
美的集団
合計

販売台数
70.2
10.0
8.4
6.1
7.5
152.8

販売額 販売額シェア
8.0
48.5
1.6
9.5
1.0
6.0
0.9
5.2
0.7
4.0
16.4
100.0

メーカー
広東美的制冷設備
珠海格力電気
青島ハイアール空調器
寧波奥克斯空調
広州松下空調器
合計

販売台数
7.8
8.1
4.8
1.5
0.5
24.3

販売額 販売額シェア
2.1
33.5
2.0
33.1
1.2
19.9
0.4
5.7
0.1
1.8
6.2
100.0

パソコン
順位
メーカー
販売台数
1
聯想＇北京（
4.8
2 ハイアール信息科技＇深セン（
3.0
3
方正科技
1.6
4
同方
1.3
5
上海恵普
0.1
合計
11.0
注：色付きは外資系企業を示す。

販売額 販売額シェア
1.6
44.0
1.0
27.8
0.6
15.0
0.4
11.0
0.3
0.7
3.7
100.0

洗濯機
順位
1
2
3
4
5
エアコン
順位
1
2
3
4
5

メーカー
青島ハイアール
合肥美菱
河南新飛電器
海信科龍電器
美的集団
合計

（出所）家電下郷信息管理系統
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表５：家電下郷対象品目の月別販売状況＇2009年（
＇万台、億元、％（
販売額に占める
販売台数
販売額
シェア
1月
33.8
4.8
3.0
2月
87.5
13.1
8.0
3月
148.5
22.4
13.8
4月
176.3
27.8
17.1
5月
222.8
39.5
24.3
6月
292.1
54.8
33.8
合計
961.1
162.3
100.0
＇出所（家電下郷信息系統

（コラム）家電下郷政策に関わるケーススタディー
家電下郷政策の实態を把握するべく、09 年６月末に、北京市郊外の農村地域の家電販売店に
てその实態を現地調査した。調査した北京市密雲県は、北京市中心部の北東に位置する、同市
が管轄する 16 区・２県の１つであり、県内には、北京市の重要な水源である「密雲水庫（ダ
ム）
」がある。08 年末現在の戸籍人口は 43 万 1,000 人、うち都市戸籍人口は 16 万 6,000 人、
農村戸籍人口は 26 万 5,000 人。調査实施箇所は、都市化が進む同県中心部の家電販売店と、
同県内の鎮における家電販売店の２ヵ所。そのヒアリングの概要を以下紹介する。
１．密雲県中心部の家電量販店（写真）でのヒアリング

・中国政府は、09 年２月から、家電下郷实施地域を全国に拡大したが、密雲県中心部の量販店で
实際に同政策が实施されたのは 09 年４月と、中央政府のお膝元である首都郊外でも、中央政
府の政策発表時期と、实際の政策实施時期には一定のタイムラグが存在していた。
・加えて、カラーテレビなど、一部の対象製品は、４月以降販売価格の上限が引き上げられた（カ
103
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ラーテレビは 2,000 元から 3,500 元に）が、６月下旪時点で、密雲県中心部の量販店では、
「政
府からの正式な通知がない」
（家電量販店販売員）ため、従来通り 2,000 元が上限価格となって
いる。
・他方、同量販店は都市化が進む密雲県の中心部に位置し、消費水準も周辺の農村地域よりは高
いものと推測される。そのため、店頭に陳列されている製品のうち、家電下郷プロジェクトの
対象製品はむしろ尐数。店頭に並ぶのは、プロジェクト対象外のより付加価値の高い製品が中
心である。
・店頭に並ぶ家電下郷政策対象製品をみると、シーメンス製の冷蔵庫以外は、全て中国民族ブラ
ンドの商品。販売員によれば、日系メーカーの対象製品は入荷がない状況。
・店頭に並ぶ家電下郷政策対象のテレビ機種は、26 インチ以下の液晶テレビもしくはブラウン管
テレビである。販売員に、対象製品に搭載されている液晶パネルの製造先について質問すると、
サムスン製（中国国内で生産）
、もしくは台湾メーカー製との答えが返ってきた。
・例えば、エアコンについては「節能恵民工程」
（省エネ製品販売促進キャンペーン）が实施され
ており、省エネ効果の高い製品（中国では、エネルギー消費量毎に、家電製品を１級～５級に
分類。うち１級、２級製品が同プロジェクトの対象製品）については、店頭販売価格から政府
補助分があらかじめ控除される。そのため、購入金額の 13％が後日還付される「家電下郷」対
象製品と比較すると、消費者の利便性はより高いといえる。家電販売店の店員が推薦する機種
も、
「節能恵民工程」対象機種が中心。また、販売促進のため、政府補助以外にも、メーカーや、
家電量販店自身の値引きが加算されるため、实際の販売価格は、希望小売価格よりもかなり低
く抑えられているのが实態である。
・家電販売店内では、パンフレット、掲示板等を通じ、対象製品購入から、購入金額の 13％が還
付されるまでの手続きが、詳細に説明されている。
２．密雲県太師屯鎮の家電販売店「富百家電」（写真）でのヒアリング
※密雲県中心部から 30 数㎞、北京市中心部から約 100 ㎞の距離に位置。08 年末現在の戸籍人
口は３万 4,500 人と、県内の 18 の鎮のうち２番目に人口の多い鎮）。

104
Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

・家電下郷政策が開始されたのは 09 年５月と、やはり中央政府の政策発表時期と比べるとタイ
ムラグが存在する。開始後の販売状況について、同店オーナーは「多尐の販売拡大効果はある
が、販売額が急増しているわけではない」とコメントしている。
・密雲県中心部の家電量販店と違い、太師屯鎮の量販店の店頭に並ぶ製品のほとんどは家電下郷
政策の対象製品。テレビはブラウン管平面テレビが、洗濯機は２層式が中心。
・同店舗には、太師屯鎮住民のほか近隣の鎮住民も来店。来店実の多くは常連実であり、ほとん
どが顔見知り。オーナーは、
「鎮レベルでは、小回りの効かない大手家電量販店の店舗展開は無
理」との認識を示している。
・農村部では、都市部に比べ、务悪な模倣品がより多く流通しており、住民も、その知識不足な
どから、务悪品を購入するケースが後を絶たない。しかし、
「家電下郷政策では、対象となる製
品のブランド、品質、販売価格が細かく規定されているため、製品の信頼性の観点から、プロ
ジェクト対象製品に対する住民の評価は高まっている」（同店オーナー）。つまり、プロジェク
トの实施は、
「農村地域での正規品の流通」促進、それを通じた住民の民生の改善には一定の効
果があるといえる。
・他方、プロジェクト対象製品に付属する「家電下郷製品表示カード」の模倣品が出回っている
との話がある」
（同店従業員）など、関連製品の模倣品が流通している可能性も尐なくない。

２．以旧換新政策（古い商品の買換促進策）
中国政府は、農村地域を対象とした家電下郷政策に加え、都市部における消費促進策を
新たに打ち出した。その１つが「以旧換新」である。09 年６月 1 日から 10 年５月 31 日の
期間にて实施されると規定されている。本政策では、主に沿海地域の消費水準の比較的高
い地域48をモデル地域として、实施されるプロジェクトである。対象製品は５種類の家電製
48

北京市、上海市、天津市、江蘇省、浙江省、山東省、広東省の 8 省・直轄市および福建省福州市が対象
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品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコン）。補助対象の古い家電を引き渡し新た
な家電を購入する消費者に対し、原則新たな家電販売価格の 10％を補助として与え、種類
ごとに補助限度額を決める49。補助対象の古い家電の回収と解体処理企業への輸送費に対し、
一定額の補助を与える。また、排ガス基準を満たしていない自動車や、一定の使用年限を
越える中小型トラック・旅実車に対して、車両購入税を超えない範囲で、最大で 6,000 元
の補助が受けられることとなる。
しかし、同政策实施にあたっては、入札を通じ販売企業や回収・解体業者を選定する必
要があるが、その入札作業の遅れ等により、实施は８月以降にずれ込んだ。他方、TCL な
どの家電メーカーは、政府が同政策を实際に实施に移すのを待たずに、家電量販店と連携
して、メーカー独自で「以旧換新政策」を实施に移している。

３．節能恵民工程（省エネ製品販売促進キャンペーン）
国家発展改革委員会と財政部は 09 年５月 20 日、省エネ性能に優れた家電、省エネ・エ
コカーの消費を促進するべく、
「節能恵民工程」政策の实施を発表、翌５月 21 日より实施
した。プロジェクトの实施期間は 09 年６月 1 日から 12 年末まで。エアコンを含む 10 種類
の家電製品のほか、高性能照明、省エネ・エコカーが政策の対象となる。同政策では、中
央政府が製品ごとに設定した補助金を各メーカーに支給、各メーカーは、政府が製品ごと
に定めた上限価格から補助額を差し引いた価格で消費者に製品を販売することとなる。
対象製品のうち、09 年７月時点で政策が实施に移されているのはエアコンである。省エ
ネ基準で１級、２級に相当する製品については、価格の上限を 4000～1 万 2,000 元に、補
助上限額を 500～850 元に設定している。一方で、インバーターエアコンは今回の政策補助
の対象とはなっていない。インバーターエアコンは、「新省エネ基準」という別の基準が適
用されるためである。
他方、エアコンについて、中国エアコン最大手の美的（MEDIA）は、省エネ恵民プロジ
ェクトで対象となっている一般型エアコンの省エネ 1 級、2 級モデルに加え、対象外のイン
バーターエアコンについても、購入者に対し 1,000 元を値引くプロモーションを实施する
など、独自の消費促進策を实施している。
国家発展改革委員会は、同政策を通じ、年間 4,000～5,000 億元の消費浮揚効果が期待
できると試算している。

地域。
49 補助の上限額はテレビ 400 元、冷蔵庫 300 元、洗濯機 250 元、エアコン 350 元、パソコン 400 元。
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４．消費拡大に向け急がれる社会保障体制の整備
国際的な金融危機は、中国経済にも深刻な影響を与えている。2009 年第１四半期の实質
GDP 成長率は 6.1％と、四半期ベースでの統計が発表されている 92 年以降では最低の伸び
率を記録した。中国政府は、３月に開催された第 11 期全国人民代表大会（全人代）第２回
会議での政府活動報告において、09 年の实質 GDP 成長率の目標を「８％前後」と定め、
目標達成に向け最大限努力する姿勢を示しており、４兆元（56 兆円）の大型景気刺激策も
本格始動している。ただ、景気刺激策は道路・鉄道・港湾整備などの公共投資に代表され
る「従来型」の手法に頼らざるを得ないのが現状である。
他方、中国経済において消費は常に「脇役」に回っていた。1997 年に発生したアジア通
貨・経済危機の際も、消費拡大策として、国慶節（建国記念日）、労働節（メーデー）、旧
正月時期にそれぞれ 1 週間の大型連休を設けて旅行需要を喚起したり、公務員給与引き上
げなどの対策を採った。それでも、GDP に占める個人消費のシェアは一貫して低下、97 年
には 45.2％であったのが、07 年には 35.3％と約 10 ポイントも低下した。
今般の経済対策において、政府は「家電下郷」政策（農村地域での家電普及促進政策）
の拡充など、消費拡大に向けた対応を強化している。しかし、中国での消費拡大において
最大のボトルネックとも言えるのが、
「安心して消費できる環境」が欠落している点である。
換言すれば、中国では社会保障制度が未整備なため、生活の安心感が担保されていないの
が現状である。
こうした中、中国政府は09年４月６日、医療保険制度など、医薬衛生システムの改革に
向けた方針を発表した。具体的には、2011年までに、中国の医療保険制度の骨格を成す「都
市労働者基本医療保険」、
「都市住民基本医療保険」、「新型農村合作医療」の３制度への加
入率をそれぞれ90％以上に高めるほか、各医療保険制度に対する政府補助額を1人あたり年
間120元にまで引き上げるなどとする内容である。改革を推進するべく、政府は今後３年間
で、中央・地方政府合計で8,500億元を投入する方針を示したほか、新たに「医薬衛生体制
改革指導小組」を組織、組長に李克強国務院副総理が就任した。
中国における医療保険制度の現状をみると、制度によって享受できる保障内容に大きな
格差がある。特に、都市部よりも農村部の保障内容は脆弱とされ、「看病難、看病貴」（診
察を受けるのが難しく、診察費用も高い）問題は深刻化している。加えて、08 年末時点で
２億 2,542 万人にものぼる出稼ぎ労働者の存在など、人口の流動化問題も制度設計をさら
に困難にしている。今回の一連の対策を通じて、こうした課題の改善が期待される。
そのほか中国政府は「社会保険法」の制定作業を進めている。08 年 12 月に草案が公表さ
れ、パブリックコメントを募集したところ、合計で７万 501 件の意見が寄せられた。草案
では、国家が整備する社会保険制度として、基本養老保険（年金）、基本医療保険、工傷保
険（労災）
、失業保険、生育（出産）保険を初めて明示し、それぞれの保険料の負担、保険
金の支給方法などを規定している。呉邦国・全人代常務委員長が 09 年３月９日、同年に立
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法化を予定している法案を列挙した際、最初に同法を取り上げたこともあり、09 年中に同
法の立法化が行われるとの観測が高まっている。
戸籍制度など、中国の複雑な社会構造を考えると、中央政府の取り組みや法制度の整備
によって、社会保障制度の整備が一挙に進むわけではない。しかし、中央政府が制度整備
に向けた「旗振り役」として先鞭を付け、地方政府にもより一層の制度整備・充实化を求
めていくことは極めて重要である。とかく足元の経済情勢に対する対応がクローズアップ
される中、中長期の持続可能な発展の基礎を強化する観点から社会保障分野で抜本的な改
革が進められるか否か。胡錦濤政権が提唱する和諧社会（調和の取れた社会）の成否にも
大きく関係してくるといえよう。
（中国北アジア課 中井 邦尚）
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翻訳資料（10 大産業調整振興計画）

※産業調整振興計画の中国語の原文は、中華人民共和国中央人民政府のウェブサイト
（http://www.gov.cn/zwgk/2009-04/02/content_1276054.htm）で閲覧可能。
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鉄鋼産業調整振興計画
鉄鋼産業は国民経済の重要な支柱産業であり、各方面への波及効果が大きく、他産業と
の関連性が高い。また、消費の牽引力も大きく、経済建設、社会発展、財政税収、国防建
設および雇用の安定などの面で重要な役割を担っている。
世界的な金融危機による影響に対応し、党中央、国務院は成長維持、内需拡大、構造調
整などの全体的な要求を具体化するとともに、鉄鋼産業の安定した運営を保障し、構造調
整を加速し、産業の高度化を促進するために、本計画を制定し、鉄鋼産業の総合的措置に
対応する行動計画とする。本計画の实施期間は 2009～2011 年とする。
１．鉄鋼産業の現状と直面する情勢
中国は鉄鋼の生産大国であるとともに消費大国でもあり、粗鋼の生産量は 13 年連続で世
界第１位となっている。2000 年以降、中国の鉄鋼産業は急速に発展し、粗鋼の生産量の年
間平均成長率は 21.1%となった。粗鋼の生産量は 2008 年に世界の生産量の 38％を占める
５億トンに達し、国内の粗鋼の見掛消費量は４億 5,300 万トン、粗鋼ベースの直接輸出量
は、世界の鉄鋼貿易量の 15％に相当する 6,000 万トンとなった。2007 年における一定規模
以上（国有企業または年商 500 万元以上の非国有企業）の製鉄企業の工業生産増加額は全
国の GDP の４％に当たる 9,936 億元、利益総額は全体の９％を占める 2,436 億元となり、
鉄鋼の生産に直接従事する労働者数は 358 万人となった。鉄鋼製品は基本的に国内需要を
満たしており、主力品目の一部は世界の先進レベルに達している。鉄鋼産業は関連産業の
発展を力強く支え、また関連産業の牽引役となっており、雇用を促進し、国民経済の迅速
かつ良好な発展に大きく貢献している。
ところが、鉄鋼産業は長期にわたる無軌道な発展により蓄積された矛盾が日増しに顕在
化している。①盲目的な投資のため、生産設備が過剰となっている。2008 年末時点での中
国の粗鋼生産能力は６億 6,000 万トンと、实際の需要を約１億トンも上回っている。②イ
ノベーション能力が弱く、先進的な生産技術やハイエンド製品の研究・開発と応用は外部
からの導入や模倣に依存しており、一部のハイエンドの鋼材は依然として大量に輸入しな
ければならず、消費構造は中から下のレベルにある。③産業構造が不合理で、大部分の製
鉄企業は内陸地域の大・中都市に位置しており、環境負荷、水資源、輸送条件、エネルギ
ー供給などの面で深刻な制約を受ける。④産業集中度が低い。粗鋼メーカーの平均生産規
模は 100 万トンに満たず、上位５位の企業の鉄鋼生産量の合計は全国の生産量のわずか
28.5％に過ぎない。⑤資源のコントロール力が弱く、国内の鉄鉱石資源の品位は低く、自給
率は 50％に満たない。⑥流通秩序が乱れている。鉄鋼製品の取次販売業者は 15 万社を超え
ており、投機的経営の傾向が強い。
2008 年下半期以降、世界的な金融危機の拡がりと蔓延に伴い、中国の鉄鋼産業は深刻な
打撃を受けた。生産需要は著しく減尐し、価格も急落、企業経営は困難となり、業界全体
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でマイナス成長に陥った。鉄鋼産業の安定的発展に向けて、これまでにはなかった危機に
直面している。鉄鋼産業は長期にわたり粗放的な拡張を続けており、大きな調整を行う必
要がある。現段階において、中国は依然として都市化や工業化が重要な任務となっており、
内需の潜在力は極めて大きく、鉄鋼産業の発展の方向性には基本的には変化はない。チャ
ンスを見極めて、鉄鋼業の構造調整振興計画を制定・实施し、鉄鋼産業の安定と健全な発
展を促進しなければならない。
２．指導思想、基本原則と目標
（１）指導思想
党の 17 期代表大会の精神を全面的に貫徹し、鄧小平理論と「三つの代表」の重要思想を
指導とし、科学的発展観を貫徹する。成長の維持、内需拡大、構造調整などの全体的要求
に基づき、国内外の２つの市場を統一的に計画に入れ、生産総量のコントロール、立ち遅
れた生産設備の淘汰、企業再編、技術改良、構造の最適化を中核に位置づけ、鉄鋼産業の
構造調整と最適化・高度化を推進し、企業の国際競争力を増強して、鉄鋼大国への転換を
図る。
（２）基本原則
①危機への対応と産業振興を結びつける。短期的・長期的視点から、鉄鋼産業が現在直面
している主要な困難を全力で解決し、先進的な生産力、重点企業、主力品種、市場の安定、
産業の安定した発展の維持に努め、市場転換メカニズムを確立するなど、諸々の有効な要
素を十分に活用して、鉄鋼産業の構造の最適化と高度化を加速させ、産業の発展の持久力
を絶えず増強させる。
②総量のコントロールと産業配置の最適化を結びつける。沿海部、沿江部（長江流域）、
内陸部などの科学的かつ合理的な配置と資源環境上の要求とを合致させ、立ち遅れた生産
設備の淘汰、企業の再編や都市部の製鉄所の移転などの総量のコントロールを前提とし、
産業配置を調整・最適化する。
③自主革新と技術改良を結びつける。企業自身のイノベーションや、技術を導入・吸収し、
再構築するイノベーション能力を育成する。また、産業の転換や高度化を阻む問題を解消
するコア技術を開発し、技術改良を強化し、工法・設備レベルを向上させ、製品のグレー
ドと品質を向上させる。
④企業再編と体制の刷新を結びつける。体制の刷新を通じて、財政・税務・利益分配、債
務の査定と処理など、企業の再編に影響する体制上の障害の解消に努め、鉄鋼企業のグル
ープ化を通じた発展や、地域や所有制度・業界を超えた合併・再編を促進するための良好
な環境を整える。
⑤内需とグローバル展開を結びつける。国内外の２つの市場と２種類の資源を十分に利用
し、国内市場の需要への対応を中心として、直接輸出の最適化と間接輸出の拡大に努める。
111
Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

国内鉄鉱石資源の探索と合理的な開発・利用の強化に努めると共に、機会を捉えて「走出
去」すなわち海外進出戦略を積極的に实施する。
（３）計画目標
2009 年は鉄鋼産業の減速傾向を抑制し、全体的な安定を維持するよう努める。2011 年ま
でには、鉄鋼産業の粗放的発展パターンを大きく転換させ、技術レベル、イノベーション
能力を向上させ、総合的な競争力を大幅に向上させ、支柱産業としての地位を固め、良好
な発展の軌道に乗せる。
①総量を合理的な水準に回復させる。2009 年の中国の粗鋼生産量を前年比 8％減の４億
6,000 万トンとし、見掛消費量は前年比５％減の４億 3,000 万トン前後にする。2011 年ま
でに粗鋼生産量を５億トン前後とし、見掛消費量を４億 5,000 万トン、工業生産増加額の
対 GDP 比を４％程度に維持する。
②立ち遅れた生産設備の淘汰をさらに進める。計画期限に基づいて 300 立方メートル以下
の高炉設備と 20 トン以下の転炉、電気炉設備を廃止する。廃止する生産設備の基準を拡大
し、３年以内にさらに 7,200 万トンの立ち遅れた製鉄能力と 2,500 万トンの立ち遅れた製
鋼能力を淘汰する。
③合併・再編を大きく進展させる。優れた自主イノベーション能力と国際競争力を備えた
いくつかの超大型企業を設立し、国内で上位５位の鉄鋼企業の生産能力が全国の生産能力
に占める割合を 45％以上に、沿海部・沿江部（長江流域）の鉄鋼企業の生産能力が全国の
生産能力に占める割合を 40％以上とする。産業配置の最適化を通じ、中核都市に立地する
鉄鋼企業が排出する汚染量を大幅に減尐させる。
④技術進歩のレベルアップを図る。技術改造を強化し、技術の進歩を加速させ、生産コス
トを削減し、製品品質を向上させ、品種構造を最適化し、重点大・中型鉄鋼企業の 60％以
上の製品の品質を世界的な先進レベルに到達させる。また、100 万トキロワット級の火力発
電用および原子力発電用の厚鋼板や高圧ボイラー管、25 万 KVA 以上の変圧器用の高磁束
低鉄損方向性珪素電磁鋼板などの製品の国産化を实現する。さらに、主要鋼材品種の自給
率を 90％以上、400MPa およびそれ以上のリブ付き熱延鉄筋の使用割合を 60％以上に引き
上げる。
⑤自主イノベーション能力をさらに増強する。技術導入・消化吸収・イノベーションを通
じて、技術・設備レベルを向上させ、一般設備は基本的に国産化を实現し、大型設備の現
地化率 92%以上を目指す。コアとなる工法・技術、省エネ・排出削減技術、およびハイエ
ンド製品の研究・開発、生産技術や応用技術などの面で新たな成果を得るよう努める。
⑥省エネ・排出削減で大きな成果を得る。重点大・中型企業の鋼材１トン当たりのエネル
ギー消費量が 620 ㎏標準炭を上回らず、鋼材１トン当たりの真水の使用量は５トン未満、
鋼材１トン当たりの煙・粉塵の排出量を 1.0 ㎏未満とし、鋼材１トン当たりの二酸化炭素の
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排出量は 1.8 ㎏未満とする。また、二次エネルギーの回収・利用率 100％を基本的に实現し、
冶金くずはほぼ 100％総合利用して、汚染物の排出濃度と排出総量共に基準以内に制御する。
３．産業調整振興の主要な任務
以上の指導理念、基本原則および計画目標に基づいて、当面および今後一定期間中は、
次の８項目の任務を遂行することに注力する。
（１） 国内市場の安定化と輸出環境の改善
政府の内需拡大措置を積極的に实施し、建築用鋼材市場の安定化を図り、重点プロジェ
クト用の鋼材を確保する。関連産業の調整と振興を通じて、自動車・造船・設備製造など
の業界の需要や、低所得者向け住宅などの不動産建設・新農村建設・震災被災地の再建や
道路・鉄道・空港など重要なインフラ整備に必要な鋼材の需要の安定化と拡大に努める。
建築用鋼材が全国の鋼材消費量に占める割合を 50％前後に安定させる。
鉄鋼製品の輸出入環境を改善し、適度に柔軟性のある輸出税制政策を实施して、国際市
場におけるシェアを安定させ、鋼材の間接輸出を奨励する。協会や企業を組織してアンチ
ダンピングや相殺措置などの貿易摩擦に積極的に対応し、良好な国際貿易環境の形成に努
力する。
（２）鉄鋼の総量を厳しく規制し、立ち遅れた生産設備の淘汰を加速化
新規生産能力を厳しく規制し、単に生産力の拡大を目的とした新規建設や生産能力の拡
張に対する批准・支援は行わず、あらゆるプロジェクトについて、立ち遅れた生産設備の
淘汰を前提とする。2010 年末までに、300 ㎥以下の高炉製鉄能力 5,340 万トン、20 トン以
下の転炉・電気製鋼能力 320 万トンを淘汰する。2011 年末までに、さらに 400 ㎥以下の高
炉製鉄能力 7,200 万トン、30 トン以下の転炉と電炉製鋼能力 2,500 万トンを淘汰する。立
ち遅れた生産設備の淘汰に当たって、大手製鉄所の建設地域やその他に条件を備えている
地域では、立ち遅れた高炉の廃止基準を 1,000 ㎥以下の高炉およびこれに相当する製鋼設
備にまで引き上げる。
（３）企業の再編を促進し、産業集中度を向上
宝鋼（上海宝鋼集団）、鞍本（鞍本鋼鉄集団）、武鋼（武漢鋼鉄集団公司）などの大型
企業集団の牽引効果をさらに発揮させ、鞍本集団、広東鋼鉄集団、広西鋼鉄集団、河北鋼
鉄集団、山東鋼鉄集団における原材料調達・生産・販売、人材・財務・資産の統一管理を
目的とした集団内での实質的な再編を推進する。また、鞍本と攀鋼（攀枝花鋼鉄集団公司）、
東北特鋼（東北特鋼集団）、宝鋼と包鋼（包頭鋼鉄集団公司）、寧波鋼鉄（寧波鋼鉄有限
公司）など、地域を越えた再編を推進する。天津鋼管（天津鋼管集団股份有限公司）は天
鉄（天津天鉄冶金集団有限公司）、天鋼（天津鋼鉄有限公司）、天津冶金集団有限公司と
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の再編を、太鋼（太原鋼鉄集団有限公司）は省内の製鉄企業との再編を推進する。2011 年
までに、全国で宝鋼集団、鞍本集団、武鋼集団などいくつかの企業の生産能力を 5,000 万
トン以上に引き上げ、優れた国際競争力を備えた超大型鉄鋼企業の構築に尽力する。また、
生産能力が 1,000～3,000 万トンレベルの大型鉄鋼企業を若干形成する。
（４）技術改造を強化し、技術の進歩を推進
鉄鋼産業の技術進歩と技術改造の専門プロジェクトを实施し、政府の産業政策に適合す
る大型中核企業や、地域や所有制度、さらには業界を超えて再編を实施するリーディング・
カンパニー、国防・軍需、宇宙・航空などのコアとなる素材メーカーを重点的に支援する。
高速鉄道用鋼材、方向性珪素電磁鋼板、機械用高強度鋼材などコアとなる鋼材品種の発展、
高強度鉄筋の使用と材料の節約技術の普及、高温・高圧コークス乾式消火（CDQ)、粉末冶
金の余熱利用、煙と水蒸気・脱硫などの循環型経済技術や省エネ・排出削減などの工法・
技術の発展、および低品位鉱石の開発・利用や選鉱技術などを重点的に支援する。
（５）鉄鋼産業の配置を最適化し、統一的かつ調和の取れた発展を推進
生産能力の削減、生産能力をこれ以上増加させないことを前提として、鉄鋼産業の配置
の調整を加速させる。①沿海部に鉄鋼基地を建設する。計画期限内に首鋼の移転工事を完
工させ、曹妃甸鉄鋼高級製品基地を完成させる。広州鋼鉄の移転と連携して、宝鋼と広東
鉄鋼企業、武鋼と広西鉄鋼企業との再編を推進し、現有の生産能力の淘汰、または削減を
通じて、湛江、防城港の沿海鉄鋼高級製品基地を適時に建設する。首鋼の曹妃甸基地にお
ける生産能力の削減、循環型経済モデルの発展を手本として、済鋼（済南鋼鉄集団総公司）、
莱鋼（莱鋼集団有限公司）、青鋼（青島鋼鉄控股集団）の生産能力の圧縮と移転で、山東
省内の鉄鋼企業の再編と立ち遅れた生産能力の淘汰を实施して、日照鋼鉄の鉄鋼高級製品
基地の建設を進める。杭鋼（杭州鋼鉄集団公司）の移転、および宝鋼の地域を越えた再編
と立ち遅れた生産設備の淘汰、生産能力の圧縮などを踏まえ、寧波鋼鉄の建設継続プロジ
ェクトを検討する。②都市部の製鉄所の移転を推進し、産業の秩序ある移転と集約化によ
る発展を促し、都市部の環境汚染を削減する。北京、広州、杭州、合肥などの都市にある
製鉄所の移転プロジェクトを計画して確实に实施し、撫順、青島、重慶、石家庄などの都
市部に立地する製鉄所の移転を統一して計画・研究する。③「汶川地震被災地の生産力の
再建・配置と産業調整に関する特別計画」で決定された鉄鋼プロジェクト建設を速やかに
实施する。
（６）鋼材の品種構造を調整し、製品品質を向上
高速鉄道用鋼材、自動車用高強度鋼材、高電力用鋼材および工具・金型用鋼材、特殊鋼
材、大型鍛造鋼材などのコアとなる鋼材品種を重点的に発展させ、条件を備えた企業や科
学研究機関による 100 万 kw 級の火力発電や原子力発電に使用される極厚鋼板や高圧ボイ
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ラー管、25 万 KVA 以上の変圧器に使用される高磁束低鉄損方向性珪素電磁鋼板などの技
術研究を支援する。認証基準の引き上げなど、政策的指導を強化し、鋼材の实質的な質と
量の世界の先進レベルへの向上を目指す。関連設計規格を改定し、強度 335MPa およびそ
れ以下のリブ付き熱延鉄筋を淘汰し、強度 400MPa 以上の鉄筋を普及させ、建築用鋼材の
高度化とモデルチェンジを促進する。
（７）輸入鉄鉱石資源の安定を維持し、市場秩序を整備
産業協会（商会）を通じて業界の調和を図り、自律性を強化し、輸入鉄鉱石の市場秩序
を規範化する。代理制度の实施を模索し、推進する。現在の市場低迷時期を捉えて、国内
のユーザーと鉄鉱石サプライヤーとの協調を図り、互恵互利に基づく輸入鉄鉱石価格決定
メカニズムを構築し、長期的な安定した協力関係を構築する。鋼材の販売制度をルール化
し、生産・販売のリスク分担メカニズムを構築し、鋼材市場を安定化する役割を担う流通
段階の調節機能を十分に発揮させる。
（８）国内外の資源を開発し、産業面の安全保障に尽力
国内の鉄鋼資源の探査を強化し、国内の鉄鋼資源の合理的配置・開発、資源備蓄の増加
を図る。大型鉄鋼企業の鉄鋼探査と開発を奨励し、低品質鉱石や尾鉱を適度に開発して、
共生鉱物、随伴鉱物資源の研究、開発と総合利用を強化する。河北省司家営、山西省袁家
村など、大型の鉄鋼資源の開発を積極的に進め、国産鉄鉱石の自給率を引き上げる。邯鋼
（邯鄲鋼鉄集団有限責任公司）の中関、唐鋼（唐山鋼鉄股份有限公司）の石人溝、通鋼（通
鋼集団）の塔東、武鋼の恩施など、現有する鉱山の深部の採掘を支援し、資源の利用レベ
ルを全面的に向上させる。四川省の攀西、河北省の承徳地域のバナジウム・チタン資源の
総合利用を奨励する。安徽省霍丘地区と山東省蒼山地区の鉄鉱石資源開発なども進める。
条件を有する大型鉄鋼企業の海外における独資または合弁による鉄鉱石開発奨励し、す
でに前期計画が始動している海外鉱産物資源プロジェクトを組織的に適切に实施する。沿
海部の鉄鋼企業は、輸送上の優位性を十分に利用し、可能な限り海外の鉄鉱石や石炭など
の資源を活用することを奨励する。
４．政策措施
（１）一部の製品に対する輸出入税率の調整
「両高一資（高エネルギー消費・高汚染・資源消費）」の低付加価値製品の輸出を規制
する輸出政策の方向性を引き続き堅持し、一部の鉄鋼製品の輸出増値税還付率引き上げ措
置を確实に实施し、高い技術を必要とする高付加価値鋼材製品の輸出増値税の還付率を適
時にかつ適度に引き上げる。輸出増値税還付のペースを速め、払い戻しをタイムリーかつ
確实に行う。
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（２）公平な貿易政策の実施
国産鋼材と輸出鋼材の公平な課税政策を模索し、具体的な措置を制定し、国内の鉄鋼企
業のために公平な競争市場環境を創造する。
（３）技術の進歩と技術改良への投資を拡大
中央政府の予算内のインフラ整備投資枞に専用資金を設け、貸付利息を補填する形で鉄
鋼企業の技術改造（省エネ技術は含まない）、技術研究、および技術導入を支援し、鉄鋼
産業の技術の進歩を推進して、品種構造を調整し、鋼材の品質を向上させる。省エネ技術
の改造に対する財政面の支援を拡大させ、鉄鋼企業の積極的な省エネ技術の改造を促す。
（４）立ち遅れた生産設備の撤退メカニズムの改善
立ち遅れた生産能力の淘汰に対する財政支援を拡大し、製鉄企業が立ち遅れた生産能力
を淘汰する過程で直面する労働者の配置転換、企業の生産転換、債務解消などの問題解決
に対する支援により、社会の調和と安定を促進させる。省エネ・排出削減、立ち遅れた生
産能力の淘汰にあたっての責任追及制度を厳しく实施し、「国務院の省エネ・排出削減統
計モニタリングおよび審査の实施プランと方法に関する通達」（国発[2007]36 号）の規定
に基づいて、省エネ・排出削減、立ち遅れた生産設備の淘汰任務を完了させていない地域
には、暫定的にプロジェクトの申請・批准を停止する。工業・信息化部は関連部門と協力
して、立ち遅れた生産能力の淘汰業務に対する監督・検査を強化し、国土資源・金融・環
境保護・工商・品質検査などの部門に対し、立ち遅れた生産能力の淘汰企業リストを定期
的に通達する。地方の各レベル人民政府は期限内に立ち遅れた生産能力の淘汰を实施する
よう厳しく監督・管理を实施し、無断で容量の拡張や改造を行うことや、または無断で移
転する行為を禁止する。無断で容量の拡張や改造を行ったり、または無断で移転を行った
者に対しては、金融機関は如何なる形式の貸付も行わないものとし、国土資源管理部門も
土地の使用手続きを許可しないものとする。
（５）企業の再編政策の改善
鉄鋼企業の合併・再編を奨励する政策措置を制定し、余剰人員の再配置、企業資産の移
動、債務の査定と処理、財務と税務、利益分配などの問題を適切に解決し、大型鉄鋼企業
が省・自治区・直轄市を超えて再編した後に实施する拡張プロジェクトなどの申請・批准
については、優先的に許可する。製鉄企業の再編を奨励する税制政策を確实に实施する。
製鉄企業の合併・再編条例を検討し、適時に制定する。
（６）鉄鋼産業政策を適時に改定
「産業構造調整指導目録」を調整および更新し、「鉄鋼産業発展政策」を改定する。①
粗鋼トン当たりの総合的なエネルギー原単位、粗鋼トン当たりの新水消費原単位および立
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ち遅れた製鉄・製鋼の淘汰基準を引き上げる。②国内の製鉄産業集中度に関する指標の審
査範囲と比重を修正する。③化学的酸素要求量（COD）の排出、二酸化硫黄の排出、煙・
粉塵の排出、可燃性気体の回収利用率などの環境保護指標を含む省エネ・排出削減指標を
追加する。④資源配置に関する具体的な要求を明確にし、埋蔵量 5,000 万トン以上の鉄鉱
石資源について、法に基づいて国内の大・中鉄鋼企業に優先的に配置する。⑤鉱産物資源
の開発への参入条件を引き上げる。
（７）建築工事用鋼材の基準を引き上げ
建築分野の工事・建設基準システムをできるだけ早く万全にし、耐震基準の引き上げと
結びつけて、大規模工場・公共建築物・商業用施設などの建築物における鋼材構造の使用
割合を拡大する規定を検討・公布する。また、地震が多発する地域の建築物、重点プロジ
ェクト、建築物の基礎工事などに使用される鋼材の基準の引上げや設計ルールの見直しを
行う。
（８）鉄鋼産業と鉄鋼関連産業の調和の取れた発展を実現
設備製造、自動車、造船、家電などの関連産業の発展政策を万全とし、鉄鋼製品の消費
と産業の高度化を促進する。鉄鋼の新技術・新製品の開発を強化し、川上・川下および関
連産業の高度化と製品のモデルチェンジを促進し、適応させる。鉄鋼企業と素材を使用す
る関連企業との協力を奨励およびサポートし、調和の取れた発展を实現する。
（９）融資支援・融資制限政策を引き続き実施
大手中核鉄鋼企業に対する金融面の支援を強化する。環境保護、土地法律・法規・投資
管理規定に適合するプロジェクトや、M&A、再編、対外投資、技術改造を实施している企
業に対し、株式、社債、中期手形、短期融資券の発行や銀行貸付、非公募株式投資の吸収
などの面において支援を行う。大手中核鉄鋼企業の資金難を回遾するため、必要な場合に
は貸付利息の補填などの支援を行う。違法・規定違反の建設プロジェクト、越権行為によ
り承認されたプロジェクト、または生産設備が立ち遅れている企業などに対しては、融資
の制限などの措置を引き続き实施する。
（10）対外投資戦略を積極的に実施
プロジェクトの審査・承認手続きをさらに簡略化し、貸付、外為、財務・税務、出入国
などの政策措置を改善する。海外の資源開発企業の参入条件を引き上げる。参入条件に適
合する重点中核企業の海外における資源探査・開発・技術協力および対外 M&A を支援する。
また、海外資産の経営管理をさらに強化し、海外資産のリスクを適切に回遾・解消する。
冶金設備の輸出に対する貸付規模を拡大し、設備物資の輸出を促進する。輸出信用保険政
策を改善し、鉄鋼企業の海外における販売ネットワークの構築を支援し、ハイエンド製品
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の輸出シェアの安定化を図る。海外鉱産物資源の権利・利益投資特別資金、対外経済技術
協力特別資金や海外の鉱産物資源の高リスク探査特別資金を十分に利用して、企業の対外
投資戦略を支援し、資源確保能力を増強させる。
（11） 産業情報公開制度を構築
各部門間が共同で情報公開を行う制度を作り上げ、産業政策の方向性やプロジェクトの
許可、生産・販売在庫、生産設備の利用、立ち遅れた生産能力の淘汰、企業再編、汚染物
の排出、銀行貸付状況などの情報を社会に向けて適時に公開し、情報の共有を適切に強化
して、企業の投資決定、銀行貸付、土地調達申請などに対する情報を提供する。
（12）産業協会（商会）の効果を発揮
産業協会（商会）すなわち業界団体の橋渡し的役割や連携能力を十分に発揮して、企業
間の合同での対外交渉を支援し、鋼鉄協会が対外折衝の窓口となり、ウィン・ウィンの新
たな価格決定メカニズムを作り上げる。また、鋼鉄協会は関連商会や協力企業と協力して、
国際貿易における相殺措置、アンチダンピング訴訟に積極的に対応し、市場秩序と公平な
競争環境の維持に努める。産業協会（商会）は業界の問題や企業からの申し立てを随時公
開し、企業に向けて情報サービスを提供し、企業に対して政府の産業政策の实施を促し、
業界の自律性を強化して、業界全体の資質向上に努める。
５．計画の実施
各地域は計画により決定された目標・任務および政策措置に基づき、地域の实際の状況
と結びつけて具体的な实施プランを速やかに策定し、实効性の確保に努めなければならな
い。具体的な業務プランと实施過程の中で新たな状況や新たな問題が生じた場合には、各
省・自治区・直轄市は速やかに国家発展改革委員会に報告するものとする。
国務院の各関連部門は計画に基づいて業務分担し、連絡を強化し、密接に協力し合って、
具体的な实施方法をできるだけ早期に制定し、政策措置の实施範囲と執行期限を確定する
と共に、指導と監督・検査を強化する。関連部門は計画の中期・後期における評価業務を
入念に实施し、評価や意見を随時提出しなければならない。
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自動車産業調整振興計画
自動車産業は国民経済の重要な支柱産業であり、長大な産業チェーンを形成している上、
相互の関連度が高い。また、雇用のすそ野が広く、消費促進効果も大きいことから、国民
経済および社会の発展において重要な役割を発揮している。
世界的金融危機の影響に対応し、党中央および国務院が、経済成長の維持や内需拡大、
構造調整についての総体的要求を具体化し、また、自動車消費を安定させ、構造調整を加
速し、さらに自主イノベーション能力を強化し、新たな産業モデルへの転換を推進するこ
とによって、中国の自動車産業の継続的かつ健全な安定的発展を促進する。以上の目的の
ため、当計画を制定し、自動車産業における総合的措置に対応する行動案とする。計画期
間は 2009～2011 年とする。
１．自動車産業の現状と直面する情勢
2000 年以降、中国の自動車産業は急速に発展し、様々なモデルの全系列に及ぶ各種完成
車・部品生産および組み立てシステムを確立した。さらに、産業集中度は一貫して向上し、
製品技術レベルも著しく向上するなど、すでに世界的な自動車生産大国となっている。だ
が、非合理的な産業構造、技術水準の低さ、自主イノベーション能力の弱さ、不完全な消
費政策等の問題が依然として目立ち、さらに、エネルギー、環境保護、都市交通等の面に
おいて、業界が受ける制約も日増しに顕著になりつつある。2008 年下半期以来、世界的な
金融危機の蔓延・深刻化および国際自動車市場が大きく委縮するのに伴い、国内の自動車
市場は大きく打撃を受け、業界全体の生産・販売のマイナス成長や、主要企業の経済収益
の低下および自主ブランド乗用車の開発力の欠乏を招いている。これらの点から、中国の
自動車産業の発展は厳しい局面にあると言える。
構造調整が産業の一層の発展のための必然的要求であることは一目瞭然である。自動車
産業は長年にわたる急成長を経てきたが、内部構造および外部環境によってその間に蓄積
された多くの矛盾を解決するため、必然的に大きな調整を行わねばならない。世界的金融
危機は単に構造調整の時期を繰り上げただけに過ぎない。現在、中国の自動車産業は成長
期にあり、都市および農村市場の潜在的ニーズは大きく、自動車産業の発展における基本
的局面に変化はない。世界的金融危機に積極的に対処し、経済の安定と速やかな発展を維
持するため、自動車産業の調整および振興を促進する必要がある。
２．指導的思想、基本原則と目標
（１）指導的思想
党の 17 期代表大会の精神を全面的に貫徹する。すなわち、鄧小平理論と「三つの代表」
重要思想を指導的思想とし、科学的発展観を一層貫徹させるとともに確实に实行する。ま
た、積極的な消費政策の实施や、都市・農村の市場開拓を通じて、自動車消費ニーズを安
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定・拡大させる。構造調整を主眼としつつ、自動車企業の合併・再編を推進し、コア技術
の研究開発を強化し、技術改良を加速することによって、企業の資質を高める。新エネル
ギー車の開発を突破口とし、自主イノベーションを強化し、自主ブランドを育成し、競争
における新たな優位性を確立することで、自動車産業の持続的かつ健全な安定的発展を促
進する。
（２）基本原則
内需拡大を堅持し、税制政策による奨励と消費環境改善による相乗効果を重視。目前の
情勢を踏まえ、財政奨励措置を採用することにより、国内自動車市場のニーズを拡大し、
経済成長を維持する。同時に、長期的な視点に立ちつつ、消費政策を万全にし、消費市場
を拡大していかなければならない。
構造調整を堅持し、市場の役割発揮と政府の指導強化による相乗効果を重視。市場メカ
ニズムおよびマクロコントロールを利用し、企業の合併・再編を推進し、各要素と資源を
整理統合することによって、産業の集中度を高め、自動車産業の組織構造の最適化を实現
する。
自主的イノベーションを堅持し、旧型製品の改良と新エネルギー車の普及による相乗効
果を重視。技術革新を強化し、研究開発レベルを向上させ、製品のモデルチェンジおよび
製品構造調整を加速させる。さらに、自主ブランドの育成に注力し、新エネルギー車の開
発に積極的に取り組む。
産業モデル転換を堅持し、工業の発展およびソフト面での付加価値向上による相乗効果
を重視。自動車メーカーは製造面での实力を強化するだけでなく、自動車関連の金融業務
および製品のアフターサービスを発展させる。さらに、生産とサービス連携を強化しつつ、
相互支援を促進し、自動車製造業と自動車サービス業が調和のとれた発展を实現させる。
（３）計画目標
①自動車の生産・販売の安定的成長：2009 年の自動車生産・販売量を 1,000 万台超とし、
３年間の年平均成長率 10%を達成する。
②自動車消費環境の大幅な改善：自動車市場の安定的発展を保障するため、自動車消費政
策・法規の一貫した枞組やシステムを構築し、さらに、科学的かつ合理的な自動車税制、
先進的な自動車サービスシステムおよび高度道路交通管理システムを構築する。また、電
気自動車のインフラ整備および関連システムを構築する。
③市場ニーズ構造の最適化：排気量 1,500cc 以下の乗用車の市場占有率を 40%以上に引き
上げ、うち 1,000cc 以下の尐排気量車の市場占有率を 15%以上に引き上げる。大型トラッ
クのトラック全体に占める比率を 25%以上に引き上げる。
④合併・再編における大幅な進展：合併・再編を通じ、生産・販売規模 200 万台超の大型
自動車企業を２～３社、生産・販売規模 100 万台超の自動車企業グループを４～５社を設
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立する。また、生産・販売規模において市場占有率計 90%超の自動車企業グループの数を
現在の 14 社から 10 社以内に減尐させる。
⑤自主ブランド車の市場占有率の拡大：自主ブランド乗用車の国内市場占有率を 40%超と
し、うちセダンは 30%超とする。自主ブランド車の輸出量が生産・販売量に占める比率を
10%に近づける。
⑥電気自動車の生産・販売の一定の規模化：現有の生産設備を改良し、純電気自動車・充
電式ハイブリッド車および通常型ハイブリッド車等の新エネルギー車生産能力 50 万台を实
現し、乗用車販売台数全体に占める割合を５%前後とする。大手乗用車メーカーは関連認証
を受けた新エネルギー車製品を有するべきである。
⑦完成車の研究開発レベルの大幅な向上：完成車の自主研究開発、特に尐排気量乗用車の
省エネルギー・エコロジーおよび安全指標の面で世界の先進レベルへの到達に尽力する。
国内の主要乗用車は先進国の法規の要求レベルを満たし、大型トラック・大型バスの安全
性および快適性を世界水準へと近づけ、新エネルギー車の技術全体を世界の先進レベルへ
と向上させる。
⑧キーデバイス技術の自主開発化の实現：エンジン、トランスミッション、ステアリング
システム、制動システム、駆動システム、サスペンションシステムおよび自動車のバスコ
ントロール（一元的電子管理）システムにおけるキーデバイス技術の自主開発化を实現し、
新エネルギー車専用部品技術を国際的な先進レベルへと引き上げる。
３．産業調整振興の主要な任務
（１）自動車消費市場の育成
効果的な措置を取ることにより、自動車生産・販売量の減尐傾向に歯止めをかけ、2009
年における安定的成長を保障する。自動車の購入・使用・廃車・買い替え等の各段階にお
いて、自動車消費を奨励し、市場の自信を回復させるような政策措置を調整・施行する。
尐排気量車の発展に不利な各種規定を整理・廃止し、税制等の経済的手段により尐排気量
車の消費拡大を促す。
（２）自動車産業の再編促進
第一汽車、東風汽車、上海汽車、長安汽車等の大型自動車企業の全国規模での合併・再
編实施を奨励する。北京汽車、広州汽車、奇瑞汽車、重慶汽車等の企業の地域限定的な合
併・再編を推進する。自動車部品の中核的企業が合併・再編によって規模を拡大し、国内
外の自動車部品市場における市場占有率を向上させる。
（３）企業の自主イノベーションのサポート
企業を主体とし、製品開発能力を強化する。第１に、完成車の設計開発プロセスを確立
し、ボディ・シャーシの開発技術を把握し、さらに完成車・エンジン・変速機のマッチン
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グ技術および排気浄化技術を把握する。衝突安全性・NVH（振動・騒音・ハーシュネス）
等のキーテクノロジーにおける難関を突破、新エネルギー車の設計や製造にかかるコスト
を抑制する。第２に、旧型乗用車の省エネ・環境および安全技術レベルを向上させ、排気
量 1,500cc 以下で、IV 排気ガス基準を満たす直噴ガソリンエンジン、および排気量 3,000cc
以下で、燃料効率 45kw/L 以上のディーゼルエンジンの研究開発を重点的に推進する。また、
統合コア技術を駆使し、大型商用車のシャーシの生産上の難関を突破し、全体の運転時の
快適性と操縦安定性を向上させる。また高効率のディーゼルエンジンとディーゼルエンジ
ン用高圧燃料噴射電子制御システム、排ガス後処理システムと商用車のオートマニュアル
トランスミッション（AMT） 等のコア技術の開発を重点的に推進する。第３に、自動車産
業における戦略的アライアンスを設立し、産学研（産業界・学術機関・研究機関）との長
期的協力メカニズムを形成する。
（４）技術改良専門プロジェクトの実施
「自動車産業技術進歩と技術改良プロジェクトおよび製品目録」を制定し、自動車産業
における技術の進歩と構造調整を推進し、技術改良に一層注力する。さらに、新エネルギ
ー車の動力モジュールの産業化、内燃エンジンの技術向上、先進的トランスミッションの
産業化、キーパーツの産業化を推進する。また、独立した公共的検査測定機構と産学研が
連携した自動車キーパーツの技術センターの建設を重点的に推進する。
車全体の性能を向上させるキーパーツの開発。ボディ安定、サスペンションコントロー
ル、駆動スリップ制御装置、電子油圧制御、ボディのバスコントロール技術、計器のデジ
タル化等の電子制御システムの研究開発に尽力する。また、６段以上のマニュアル・オー
トマトランスミッション、デュアルクラッチ式トランスミッションと無段自動変速機、商
用車のオートマニュアルトランスミッション等の製品の研究開発を重点的に支援する。
（５）新エネルギー車戦略の実施
純電気自動車、プラグインハイブリッド車およびそのキーデバイスの産業化を推進する。
新エネルギー専用エンジンおよび動力モジュール（モーター・電池および管理システム等）
の最適化設計技術・大規模生産技術とコスト抑制技術を把握する。また、動力モジュール
生産システムを構築し、10 億アンペアアワー（Ah）の自動車用高性能単体燃料電池の生産
能力を实現する。通常型ハイブリッド車および新燃料車の専用デバイスの開発に力を入れ
る。
（６）自主ブランド戦略の実施
技術開発・政府による調達・融資ルート等の方面において政策を制定し、自動車メーカ
ーが自主ブランド発展を企業戦略の中心に位置付け、さらにメーカーが自社開発・他社と
の共同開発・国内外における買収等の多様な方式を通じ自主ブランドを自ら発展させる。
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（７）自動車関連製品の輸出戦略の実施
国による自動車・自動車部品輸出基地の建設を加速する。自動車輸出情報・製品認証・
共同技術開発・試験および測定、教育訓練等の公共サービスプラットフォームを構築する。
（８）近代的自動車サービス業の発展
自動車の研究開発、物流コスト、自動車小売およびアフターサービス、レンタカー、中
古車取引、自動車保険、消費ローン、駐車サービス、廃車・回収等のサービス業の発展を
加速させ、関連法規・規則および管理制度を万全にする。大手自動車メーカーによる金融
系会社設立、自動車ローン等のサービスの展開を推進する。
４．政策措置
（１）乗用車購入税減税
2009 年１月 20 日から 12 月 31 日までの間、1,600cc およびそれ以下の尐排気量乗用車に
対し車両購入税を５%減税する。
（２）
「汽車下郷」
（農村部での自動車購入に対する補助金の支給）の展開
新たに増額された中央政府の投資から 50 億元の資金を調達し、2009 年３月１日から 12
月 31 日までの間、農民が排気量 1,300cc およびそれ以下のワゴン車を購入する場合、ある
いはオート三輪または低速トラックを廃車にして軽量型トラックへ買い替える場合、一度
限りの補助金を与える。
（３）旧車の廃車・買い替えの促進
旧車の廃車・買い替えへの財政補助政策を調整し、補助金による支援を強化し、補助金
の基準を拡大させることにより、旧車の淘汰を促進する。2009 年の旧車の廃車・買い替え
への補助金総額を６億元から 10 億元に増加する。
（４）自動車購入を制限する不合理な規定の整理・撤廃
各地域・各部門は現行の自動車購入を制限する不合理な規定を真剣に整理・撤廃しなけ
ればならない。これにはナンバープレート登録数制限、車種制限、各種の地域市場保護措
置、各種行政事業性費用徴収、他地域からの自動車の市街地進入の際の費用徴収およびそ
の他直接あるいは間接的に自動車購入に影響する措置が含まれる。2009 年３月末までに国
家発展改革委員会に整理情況を報告するものとする。継続する必要のある購入制限規定は、
2009 年４月１日から 12 月 31 日までの間、暫定的に執行停止するものとし、暫定的にも執
行停止できない場合は、
2009 年３月 10 日までに国務院に報告し認可を受けるものとする。
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（５）自動車購入ローンの促進ならびに標準化
自動車購入ローン制度の改善と充实を図り、自動車購入ローン管理条例を速やかに制定
する。これにより信用調査、ローン手続、車の抵当、ローン担保、違約措置等の自動車購
入ローンの全過程における標準化、法制化を实現する。
条件に適合する国内大手自動車メーカーの自動車金融系会社設立を支援する。自動車ロ
ーンモデルの多元化、ローン資産の証券化の標準化を促進し、自動車金融会社の金融債券
発行等を推進する。
（６）中古車市場の標準化ならびに発展促進
中古車の鑑定・評価の国家基準および臨時財産権登記制度を設立し、中古車取引の付加
価値税徴収方式を調整する。中古車販売を専門とする企業の発展に大いに注力し、自動車
各ブランドのディーラーに対し、旧車下取り・新車への買い替え、または旧車下取り・中
古車購入等の業務を指揮する。中古車取引市場の不合理な費用徴収を廃止することにより、
取引コストを低下させる。
中古車市場の管理・監督を強め、市場参入許可を厳格化、中古車取引行為を標準化し、
市場の秩序を維持する。中古車取引契約書の見本を積極的に普及宠伝し、消費者の合法的
権利・利益を保護する。業界組織の役割を十分に発揮し、業界の自律性を強化することに
より、企業の信用ある経営を促進する。
（７）都市における道路交通システムの構築
近代化された都市総合交通運輸システムを発展させ、総合管理効率および近代化レベル
を向上させる。交通渋滞解消工事を实施し、都市路線交通設備の建設を加速させる。各都
市の人民政府は駐車場建設・駐車料金徴収の標準化推進につき積極的に取り組まねばなら
ない。交通機関への乗り換え拠点に大型駐車場を建設し、公共交通機関への乗り換えを便
利にすることにより、交通渋滞レベルを軽減する。
（８）自動車企業の再編政策を万全とする
自動車企業再編支援政策措置を制定し、余剰人員の再配置、企業資産の分割・移転、債
務審査およびその処置、課税・利益の分配等の問題を妥当に解決する。自動車メーカーの
合併・再編を通じ製品資源の整理統合や新製品開発を推進する。
「自動車産業技術の進歩と
技術改良プロジェクトおよび製品目録」内の自動車新製品および主要アセンブリを自動車
メーカーが共同開発し製造することを奨励する。新たに設立される自動車メーカーおよび
他地区での分工場設立は、現有の自動車生産企業との合併を基礎として行わなければなら
ない。
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（９）技術進歩と技術改良に対する投資への注力
今後３年間、新たに増額される中央政府の投資から 100 億元を調達し、技術進歩・技術
改良の専用資金とし、自動車メーカーによる製品アップグレードや、省エネ・環境・安全
等のコア技術の水準向上を重点的に推進する。また、国内技術の空白を埋める主要ユニッ
ト製品を開発する。さらに、自動車および部品の共通技術の研究・開発および検査測定の
プラットフォームを構築、新エネルギー車および専用部品を開発する。
（10）省エネ・新エネルギー車の使用普及
国家による省エネ・新エネルギー車モデルプロジェクトを始動させ、中央政府の財政か
ら資金を調達して補助金を支給することにより、大・中都市におけるハイブリッド車、純
電気自動車、燃料電池車等の省エネ・新エネルギー車の宠伝・普及を推進する。県レベル
以上の都市の人民政府は規則を制定し、バス・タクシー、役所、環境衛生、郵政、空港等
の分野において新エネルギー車の使用を優先的に普及させる。また、電気自動車の快速充
電ネットワークを構築し、駐車場等の公共空間での公共充電施設の建設を促進する。
（11）自動車産業発展政策の遂行と万全化
道路自動車管理条例を速やかに制定し、自動車管理法規システムを一貫性あるものにす
る。また、産業に貢献し、産業を保護する役割レベルの研究の制定作業を始動し、新エネ
ルギー車の基準・試験方法を速やかに修正制定する。完成車（バイク、オート三輪、低速
トラックを含む）メーカーの市場からの撤退メカニズムを確实に構築する。新エネルギー
車のユニット系キーパーツの参入基準を制定する。オート三輪および低速トラックメーカ
ーの関連企業への転向に対する奨励方法を検討・制定する。
５．計画の実施
国務院の各関係部門は計画に基づき役割を分担し、意思疎通と話し合いを強化し、密接
に協力しつつ、できる限り早期に各関連政策措置を制定・整備し、自動車産業調整振興の
３年間の目標を確实に实現しなければならない。各部門が連携した情報発信制度を制定し、
産業調整振興に関する情報を社会に向け適時発布しなければならない。関係部門は適時に
計画の事後評価作業をとり行い、評価意見を速やかに提出しなければならない。
各地域は計画によって確定された目標、任務および政策措置に基づき、現地の实際の状
況に合わせ具体的かつ確实な实施案を速やかに制定し、实効あるものとしなければならな
い。各省・自治区・直轄市は具体的な作業案および实施過程において出現した新たな情況
や新たな問題を、国家発展改革委員会に即時報告しなければならない。
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繊維産業調整振興計画
繊維産業は中国の国民経済の伝統産業であり、重要な民生産業である。また国際競争力
において明確な優位性を持つ産業でもあり、市場繁栄、輸出拡大、雇用吸収、農村住民の
所得増加、都市化促進等の方面において重要な役割を担っている。
国際的な金融危機の影響に対応し、党中央および国務院が出した成長保持、内需拡大、
構造調整に関する総体的要求を着实に实行することにより、繊維産業の安定的発展を確か
なものとする構造調整の加速化および産業モデル転換を推進するため、特に本計画を制定
し、繊維産業の総合的対応措置の行動案とする。計画期間は 2009～2011 年とする。
１．繊維産業の現状および直面する情勢
21 世紀に入り、中国の繊維産業は急速に発展し、川上の繊維原料の加工から服装・家庭
用・産業用の最終生産品の製造に至る、一貫した完全な産業体系を形成している。生産分
野は速い速度で成長を続け、製品の輸出は大幅に増加している。構造調整も進展し、雇用
と農村振興に対して大きな役割を果たしている。2007 年、繊維産業は全工業増加額の 6.9%、
全国 GDP の 3.3%を占める工業増加額 8,126 億元を实現した。中国の繊維製品の約 30%は
国際市場へと販売され、国際市場における占有率は十数年間にわたり全世界の首位に位置
している。2007 年の繊維製品・アパレルの輸出総額は 1,756 億ドルで、2000 年と比較して
2.3 倍増、年平均 18.7%の成長となっており、全国の輸出総額の 14.4%を占め、国際繊維製
品・アパレル貿易額の 30%を占めている。製品の応用範囲はすでに航空、宇宙、水利、農
業、交通、医療等の数多くの領域に拡大している。業界全体が吸収した就業者数は 2,000
万人を超え、うち 80%が農民工（農村出稼ぎ労働者）である。農業から供給される綿、毛、
麻、絹の天然繊維の消費は 1,000 万トン近くに達し、農村住民１億人がその恩恵を受けて
いる。中国はすでに世界的な繊維・アパレル生産大国となっているのである。
しかし、繊維産業の急速な発展の過程において、長期にわたって蓄積された矛盾および
問題も日増しに明らかとなりつつある。具体的には主に以下の点が挙げられる。自主イノ
ベーション能力が弱く、ハイテク、機能性繊維および複合材料の開発が遅れ、高性能繊維
機械・設備は主に輸入に依存していること。産業配置がかならずしも合理的とはいえず、
繊維産業能力の 80%が沿海地区に集中し、輸出市場も 50%近くが EU、米国および日本に
集中し、多元的産業構成を形成するには至っていないこと。省エネルギー・低排出が依然
として大きな課題であり、繊維産業のエネルギー消費、水消費、廃水排出量がそれぞれ全
国の工業総エネルギー消費、総水消費、総廃水排出量の 4.3%、8.5%、10%を占めているこ
と。そして生産能力規模の無計画な拡張により、業界の一部で生産能力過剰が生じている
ことである。2008 年下半期以来、国際金融危機は中国の繊維産業に重大な影響を及ぼし、
市場における需要と供給のバランスが崩れ、企業の経営困難、赤字増加、雇用吸収力の低
下により、中国の繊維産業は前例のない苦境に陥っている。
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しかし、中国の繊維産業は比較的強い適応能力を備えており、その製品も国際市場にお
いて比較的優位を占めている。そして国内市場の需要もなお大きな潜在力を有しており、
繊維産業発展への市場空間も大きい。それゆえ、实効ある措置を取り、国内外市場の安定
化、自主イノベーション能力の向上、立ち遅れた生産能力の淘汰、産業配置最適化、自主
ブランド構築の加速化により、繊維産業の持続的かつ健全な運営を促進し、経済の安定化
と急速な発展に貢献する必要がある。
２．指導的思想、基本原則、目標
（１）指導的思想
党の 17 期代表大会の精神を全面的に貫徹し、鄧小平理論と「三つの代表」思想を指導的
思想とし、科学的発展観を深く貫徹させるとともに着实に实行し、成長保持、内需拡大、
構造調整という総体的要求に基づき、繊維産業の国際市場占有率の安定化、国内市場の消
費需要を拡大、自主イノベーション、技術改革、立ち遅れた生産能力の淘汰、産業配置の
最適化に重点を置きつつ、繊維産業の構造調整と産業モデルの転換を推進し、繊維産業の
雇用と農村振興の支柱としての地位を保持ならびに強化し、中国の繊維産業の量から質へ
の転換を推進する。
（２）基本原則
国際市場の開拓と内需拡大の両立を堅持。国外、国内両市場を統一的に考慮しつつ、そ
れぞれ個別的にも配慮し、国際市場の保持と開拓、輸出シェアの基本的安定保持と同時に、
国内の消費需要の育成と拡大に努力する。
中核的企業への支援と中小企業への指導の両立を堅持。中核的優良企業の産業構造調整
振興における指導的役割を発揮させ、優良企業の合併・再編、規模拡大と实力強化を支援
するとともに、中小企業の危機対処を積極的に助け、良好な業績と潜在的発展能力を有す
る中小企業のリスク防止能力を増強する。
自主イノベーション、技術改革と立ち遅れた生産能力淘汰の両立を堅持。産業における
技術進歩が明確なキーポイントと重要な領域を押さえ、技術の研究開発および産業化の歩
みを促進し、綿糸繊維、捺染、化学繊維、編み織等の産業の技術改革を推進し、立ち遅れ
た生産技術と生産能力の淘汰を加速する。
市場のメカニズムの役割発揮と政策指導の強化の両立を堅持。市場の資源配分の基礎的
役割を十分に発揮し、産業構造調整と企業の管理強化を促進し、優勝务敗を实現する。政
策による支持と指導を強化し、産業の安定的発展を保持し、産業構造の最適化された転換
を推進する。
（３）計画の目標
2009～2011 年において、繊維工業生産は安定成長を保持し、産業構造をよりいっそう最
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適化し、自主イノベーション能力、技術・設備水準、品目数・品質を明確に向上させ、産
業配置の合理化を継続し、自主ブランド構築において大きな成果を獲得し、立ち遅れた生
産能力を徐々に退役させることにより、繊維大国から繊維強国への転換の实質的な一歩を
踏み出す。
①総量において安定的成長を保持：2011 年までに、規模以上の企業（訳注：すべての国有
企業、および年間売上高 200 万元以上の民間工業企業と 500 万元以上の民間商業企業）は
工業増加額１兆 2,000 億元、平均年成長率 10%、輸出総額 2,400 億ドル、平均年成長率 8%
を实現する。
②産業構造を明確に最適化：繊維加工量の速過ぎる成長に明確な統制を加える。アパレル、
家庭用、産業用の３大最終生産品の繊維消耗比率を 49：32：19 に調整する。中西部の繊維
工業生産額の占める比率を 20%前後に引き上げる。強い影響力を持つ著名自主ブランド企
業を 100 社前後育成し、自主ブランド製品の輸出比率を 20%に引き上げる。
③技術的基礎力の顕著な引き上げ：ハイテク製品の産業化および応用において著しい発展
を实現し、国際的な先進的レベルの繊維技術設備の比率を 50%前後に引き上げるとともに、
新製品の生産額比率を絶えず引き上げ、業界全体の労働生産性を年平均で 10%引き上げる。
④省エネルギー・低排出における明確な効果：業界全体において単位工業増加額あたりの
エネルギー消費の年平均５%引き下げ、水消費の年平均７%引き下げ、廃水排出量の年平均
７%引き下げを实現する。
⑤立ち遅れた生産能力淘汰の实質的進展を实現：2011 年までに、高エネルギー消費、高水
消費、低技術水準の捺染能力 75 億メートルを淘汰し、立ち遅れた化学繊維生産能力 230 万
トンを淘汰し、綿糸紡績、羊毛紡績の立ち遅れた生産能力淘汰を加速する。
３．産業調整振興の主要な任務
（１）国内外市場の安定
①輸出市場の安定および開拓：WTO の規則に違反しないという前提の下、柔軟な輸出税政
策を实施し、貿易摩擦に積極的に対応し、繊維製品の国際市場占有率を安定させる。輸出
市場多元化戦略を实施し、新興市場を積極的に開拓し、新たな成長ポイントを育成する。
实力ある繊維企業の「走出去（海外進出）」を奨励し、相対的に有利な国・地域において投
資・工場建設を行わせる。企業の主要市場における物流センターおよび小売センター設立
を奨励する。国際的著名ブランドの構築に大いに注力し、世界的範囲において、販売、研
究開発、生産の各段階の最適化配置を实現し、中国繊維工業のグローバルバリューチェー
ンにおける地位を向上させる。
②国内における繊維製品・アパレルの消費促進：繊維企業が新製品開発に注力するよう指
導し、消費者のさまざまなニーズを満足させる。商業モデルの最適化とイノベーション、
販売ネットワーク建設の強化、流通プロセスの減尐を目指す。農村市場の積極的開拓によ
り、辺境の農村への販売を増加させ、農村住民の消費活動に便宜を図る。
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③国内における産業用繊維製品の応用拡大：内需拡大による経済成長政策措置の实施に合
わせ、関係基準・規範の完備を通じ、産業用繊維製品の水利、交通、建築、新エネルギー、
農業、環境保護および医療等の領域での応用を促進する。
（２）自主イノベーション能力の向上
①ハイテク繊維の産業化および応用を促進：高性能炭素繊維、アラミド繊維、ポリフェニ
レン・サルファイド、超高分子量ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリイミド、新型ポリエス
テル等のハイテク繊維と複合材料の産業化实現を加速し、総生産量を現在の７万トンから
14 万トンに引き上げる。農産品、農作物廃棄物や竹、速生林等の資源を十分に利用し、分
解可能、再生可能なバイオ繊維の实現および総合的開発利用の産業化、有機溶剤紡糸セル
ロース繊維の１万トン級規模の産業化、生物法による多価アルコール生産の 1,000 トン級
規模の産業化を实現し、バイオセルロース繊維の比率を現在の 6.3%から８%に引き上げる。
②産業用繊維製品の開発・応用の加速：産業用繊維製品の新製品開発および産業化を加速
し、水利、交通、建築、新エネルギー、農業、環境保護および医療等の新領域における需
要を満たす。高いワイドクロス技術を主としたジオグリッドマットレス、ジオテキスタイ
ル、防水シート等の多機能複合材料を重点的に発展させ、ハイエンドのジオテキスタイル
の国内市場占有率を 20%から 50%に引き上げる。ニードルパンチ法、スパンレース法、ス
パンボンド法等の先進技術の推進と高性能繊維の環境保護・濾過用繊維材料生産への応用
を加速し、新素材の比重を 20%から 50%に引き上げる。多機能のテント材料、膜構造材料
等の軽量の特殊装飾用繊維材料の開発と応用を支援する。高性能繊維を採用した風力発電
機用プロペラブレード、航空および宇宙用組立ユニット等の高性能強化複合材料の開発を
支援し、年間生産量 5,000 万平方メートルを達成する。節水・灌漑、保水材料および低透
水性シート材料等の農業用繊維材料の開発。手術衣、防護服、人工器官等医療用繊維材料
および製品の開発と応用の加速。スパンボンド法、メルトブロー法、スパンレース法およ
び複合不織布製造技術の普及により、「三抗（抗バクテリア、抗血液、抗アルコール）」手
術衣、防護服等の技術的課題プロジェクトの産業化という難題を突破する。
③繊維設備の自主化水準の向上：自主開発の強化と国際的先進技術の導入・消化を通じ、
自主知的財産権を備えた新型繊維機械技術という大きな成果を实現し、繊維機械技術・設
備の自主化を加速する。国産繊維機械の市場占有率を現在の 60%から 70%へと引き上げる。
第１に伝統繊維の中核的設備全体の技術水準の向上、第２に産業用繊維製品用の機械開発
および産業化、第３に高効率、連続的、ライン短縮等の省エネルギー・低排出・低汚染設
備全体とエネルギー、資源回収利用技術の研究開発と応用の強化、第４に専用の基礎的部
品、補助的部品の信頼性を突破口とし、繊維機械専用の基礎的部品、補助的部品の研究開
発と産業化にさらに注力する。
④標準化体系の構築強化：炭素繊維等の高性能繊維、バイオ繊維製品、機能性繊維製品お
よび新型プラントの産業技術基準をできる限り早期に制定する。航空、宇宙、水利、農業、
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交通、建築、新エネルギー、環境保護と医療等の領域の産業用繊維製品の基準および使用
規範を制定・改善する。繊維工業資源の節約および総合的利用の基準を修正・改善し、製
品輸出入時の検査・測定システムを構築・改善する。
（３）技術改革の加速
技術改革を手掛りとし、先進技術を採用することにより伝統産業を改革、繊維業の生産
効率を向上させ、産業構造を改善し、市場への有効供給能力を増強する。
①繊維・紡織業界：原料の精密化、検査の計器化を推進し、企業の電子制御による混綿能
力を向上。高級コームドヤーン、多種の混紡糸および差別化、機能化された化学繊維の混
紡、交ぜ織、編み織、機械織生地生産技術を普及させる。高品位梳毛紡毛織製品、セミ梳
毛織製品および純絹、麻類の高付加価値製品の開発にさらに注力する。ノークリンプ、ノ
ットレスヤーン、シャトルレス布、梳毛糸製品の比重向上に大いに注力し、ブランド効果
が高く、市場占有率の高い優良な製品群を形成し、世界の先進水準との差をよりいっそう
縮小する。
②捺染業界：現代的な電子情報技術、自動化技術、バイオ技術を手段とし、高効率の短縮
生産ライン、無水または尐量の水による捺染技術および設備を普及させることにより、生
産自動管理水準を向上させる。捺染工業の自動化水準の低さ、エネルギー消費と水消費の
高さ、重大な環境汚染等の問題を重点的に解決し、新製品と高付加価値製品の開発と生産
を増加させる。企業の単位付加価値増加値あたりのエネルギー消費を 10%以上引き下げ、
工業用水の再利用率を 35%以上に高める。新型繊維生地、機能的整理用品等の高級製品の
比重を現在の 20%から 30%前後に引き上げる。
③化繊工業：先進的で的確な技術を採用することによって化学繊維の伝統的な生産技術、
設備および生産管理水準を向上させ、ポリエステル、テリレン、ビスコースレーヨン、ナ
イロン、アクリル繊維等の製品の柔軟化、多様化、高効率による生産、製品付加価値の向
上を实現する。多機能、差別化された繊維の研究開発から繊維製品への一貫した応用開発
を加速し、化学繊維の差別化率を現在の 36%から 50%前後に引き上げる。
（４）立ち遅れた生産能力の淘汰
高エネルギー消費、高汚染等の立ち遅れた生産技術と設備の淘汰にいっそう注力する。
綿紡績業では建国前に生産されたものおよび頭文字「１」系列の繊維機すべてと紡織設備、
A512 型、A513 型系列の精紡機を重点的に淘汰する。羊毛紡績業は B250 型梳毛紡毛紡績
機、H212 型毛織機等の立ち遅れた設備を重点的に淘汰する。捺染業では 74 型捺染生産ラ
イン、フラットスクリーン捺染機、高温染色機、テンター、ショートループヒートセッタ
ーおよびその他高エネルギー消費、高水消費の立ち遅れた生産技術および設備を重点的に
淘汰する。化学繊維工業は旧型の R531 型酸性ビスコース紡糸機、湿式ウレタンエラストマ
ー生産技術、２万トン/年以下のビスコース生産ライン、N,N-ジメチルホルムアミド（DMF）
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溶剤法によるアクリル繊維とポリウレタンの製造技術、テレリンフのスピンドル長 900 以
下の半自動フィラメント糸巻き取り装置および間欠法による重合ポリエステル生産技術・
設備を重点的に淘汰する。
（５）地域配置の最適化
東部沿海の繊維工業発達地区は技術、資金、研究開発、ブランド、営業チャネルを十分
に利用し、国際的な最新技術と製品に追随し、高技術含有量、高付加価値、低資源消費の
繊維産業と製品を重点的に発展させる。中西部地域では資源の優位性を生かし、産業移転
を積極的に受け入れることにより、繊維・服装加工基地を発展させ、東部と中西部地域の
相互補完的な配置・関係を形成し、低水準の生産能力の移動と拡張を厳重に防止する。内
地と新疆ウイグル自治区との協力を強化し、優良な綿糸、綿布および綿紡績製品生産基地
を建設する。大企業グループの産業リンケージの新疆ウイグル自治区への移入・発展を支
援し、地域を越えた川上・川下産業の緊密な連携を構築し、産業リンケージを共同で発展
させることにより、新疆ウイグル自治区を内地から中央アジア、さらには欧州へ向けた繊
維品・アパレル輸出加工基地および地域的国際貿易センターとして育成する。
「東桑西移（東部地域の桑を西部地域へ移植）
」を継続して推進・深化させる。中西部の
200 カ所の現有養蚕・桑生産基地を重点的に維持・強化し、大規模化・標準化された桑栽培・
養蚕モデルを普及させる。中西部地域の製糸・絹紡績製品産業リンケージをさらに拡張し、
企業の加工水準を向上させる。全国の 50 企業を「企業プラス農家」形式を主体とした、自
主イノベーション能力および自主ブランドを保有する絹紡績製品企業として発展させる。
（６）公共サービス体系の完備
繊維における重点業界および企業、品質等の追跡モニタリング制度を設立し、産業情報
プラットフォームおよび危機予知メカニズムを強化する。輸出繊維製品の国内外技術法規、
基準と管理サービス体系、および製品の品質・安全情報の通報、返品検査等の応急処理シ
ステムを構築する。中小企業向けに、必要機能を完備した強力なサービス能力を持つ公共
サービスプラットフォームを 30 個設立し、情報コンサルタント、製品デザイン・開発、社
会的責任の普及宠伝、市場開拓、人材育成等の分野のサービスを提供する。製品の品質検
査体系の構築を加速し、实験审および設備の水準を向上させ、検査基準と検査手段をより
完備したものとする。企業の情報化の推進に注力し、化繊、紡績、捺染および服装等の重
点産業の特徴に適合した企業資源計画（ERP）管理システム、電子商取引システム等を普
及させる。
（７）自主ブランド構築の加速
自主ブランド構築プロジェクトを实施し、国際的な影響力を有する著名な自主ブランド
を育成・形成し、繊維・服装の自主ブランドによる輸出比率を 10%にまで高め、世界的分
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業における中国の繊維産業の地位を向上させる。アパレル、家庭用品等の最終生産品の自
主ブランド構築を突破口とし、自主的知的財産権を有する 100 社前後の優良ブランド企業
を選定し、技術進歩の強化、品質水準を向上させ、デザインイノベーションセンター、技
術研究開発センター、ブランド普及センターを設立・改善し、情報化管理水準および市場
への迅速な反応能力を向上させる。優良なブランド企業の地域を越えた合併・再編を支援
し、産業の整理統合を強化、産業の集中度を向上させ、ブランド企業の市場支配力を強化
する。
ブランド企業の「走出去（海外進出）
」を奨励・指導し、買収・出資等の形式により国外
投資やブランド買収を行わせるとともに、国際協力地区を設立し、販売ネットワークを設
置、自主ブランド製品の輸出拡大への情報・政策・貿易等のサービスのコンサルタント機
構を設立する。環境保護繊維製品の認証制度を設立および推進する。主要貿易パートナー
との多層的な交流および協力を積極的に展開し、検査、認証結果の相互承認メカニズムを
構築する。
（８）企業の競争力向上
繊維企業は自社の現实から出発し、産業の調整・振興という機会を捉え、企業改革を深
化させ、現代的企業制度の建設の歩みを速め、会社の管理機構を完全なものとし、企業管
理および科学的意思決定の水準を絶えず高めることにより、革新的な競争力を向上させな
ければならない。企業の自律性を強化するとともに、品質管理を強化し、安全生産への措
置を着实に实行させる。製品の研究開発および技術進歩への投資を拡大し、新技術製品、
高付加価値製品の開発能力と生産能力を増強し、製品のグレードと水準をよりいっそう向
上させる。国内外市場の情勢の変化を把握し、市場ニーズに合致した製品の開発に努力し、
市場の需要に対する迅速な反応能力を高めることによって、製品開発、ブランド育成と市
場を密接に連携させる。高エネルギー消費・高汚染・低効率な立ち遅れた生産能力を断固
として淘汰し、エネルギー管理とコスト管理を強化する。優良企業は自社の規模、技術お
よびブランドにおける優位性を生かし、合併・再編を通じてよりいっそう強大化すること
も可能である。人こそが基本という原則を堅持し、社員の教育研修を十分に行い、社会的
責任を全面的に履行し、調和のとれた企業を建設する。
４．政策措置および保障条件
（１）繊維製品の輸出増値税還付率の引き上げ継続
軽繊維製品の輸出増値税還付率引き上げを着实に实行する。輸出増値税還付の進度を加
速し、速やかに額面どおりの還付を行なうことを保証する。
（２）綿花・生糸の買上に注力
綿花農家および養蚕農家の利益を保護するため、中央政府による備蓄あるいはその他の
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方法により、綿花・生糸の買上にいっそう注力する。
（３）技術進歩と技術改革への投資に注力
企業の技術進歩と技術改革を支援し、ハイテク繊維の産業化および応用、産業用繊維製
品の開発・応用、新型繊維設備の自主化、紡績・紡織、捺染、化繊等の産業の技術改革、
および自主ブランドの構築等を重点的に支援する。
（４）国内消費のさらなる拡大
商業環境を最適化し、販売ネットワークを拡大させることにより、流通費用を減尐させ
る。また、中国のアパレル自主ブランドの構築加速についての指導的意見を制定し、ブラ
ンド品のブランド店への進出、ブランド品の農村進出を推進することにより、繊維製品・
アパレルの消費を拡大する。統一的規範を持つ市場環境を作り出し、他地方間の品質検査
相互承認制度を推進し、検査の重複を減尐させる。産業用繊維製品の関連技術基準と使用
規範を制定ならびに改善し、産業技術水準および製品の品質を向上させる。国内インフラ
建設プロジェクトにおいて品質的要求に適合したジオテキスタイル材料、濾過用繊維材料、
装飾・内装用繊維製品、高性能強化複合材料等の産業用繊維製品の採用を奨励する。
（５）企業の合併・再編実施を奨励
繊維・アパレル業界の優良な中核的企業の困難な企業に対する合併・再編を奨励する。
合併・再編の過程では、流動資金、債務査定、人員配置等の分野での支援を与え、企業社
員を妥当に再配置させ、関係規定に基づいて契約税の減免を行う。合併・再編を实施する
企業の条件に合致する技術改革プロジェクトへは優先的な支援を与える。
（６）繊維企業への金融支援を拡大
基本的に優良で、雇用促進に貢献し、優良な信用記録を持ち、環境に対する重大な違法
行為がない企業で、競争力・市場・得意先を有しているにも関わらず、短期的な経営・財
務上の困難が発生した繊維企業に対し、金融機関は貸付援助を拡大し、満期を迎える貸付
の適宜繰延を許可しなければならない。
「国務院弁公庁の当面の金融による経済発展促進に
関する若干の意見」
（国弁発（2008）126 号）を誠实かつ着实に实行することにより、中小
繊維企業の不良貸付の解消条件を緩和し、税務部門の金融機関の不良債権解消手続および
手順を簡略化し、中小繊維企業の貸付に対し、課税前の全額損失準備とリスク補償提供を
实行する。条件に符合した企業の社債、事業債、中小企業集合債券、短期融資債券等の発
行を支援し、審査・批准手順を簡略化し、企業の融資ルートを拡大する。中央および地方
財政により優れた資質を持ち、規範的に管理されている中小企業に対する信用担保機構に
よる支援を強化し、担保機構の中小繊維企業への信用担保および融資サービスを奨励する。
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（７）繊維企業の負担軽減
金融危機の影響を大きく受け、一時的に経営困難に陥っている企業に対し、関係規定に
基づき社会保険費の納付猶予あるいは関連社会保険費率引き下げ等の政策を实施する。職
場における教育研修、交代制勤務、給与交渉等の方法により社員構成を安定させ、ならび
に人員削減を实施しないことあるいは人員削減を尐数とすることを保証している経営困難
な企業に対し、失業保険基金を使用した社会保険手当および職場手当の支給を許可する。
地方政府が制定した産業補助政策は、繊維機業に適宜傾斜させなければならない。各種の
不合理な費用徴収の現状改善を加速する。
（８）中小繊維企業への補助を拡大
現有の中小企業発展補助専門資金（基金）等を繊維企業へ適度に傾斜させ、繊維企業の
国内外市場の維持と開拓を支援する。中小企業向けの公共サービスプラットフォームの設
立を支援し、環境保護の改善・検査・情報等の公共サービスシステム構築を支援する。繊
維企業の産業パーク化、集中化の進展を推進する。繊維の応用・基礎研究および技術的イ
ノベーションへの支援にいっそう注力する。
（９）産業政策による指導の強化
捺染、ビスコース産業の参入許可条件を制定・改善し、産業の規範的発展を指導する。
立ち遅れた製造技術の淘汰リストを調整し、高汚染企業および立ち遅れた生産能力の退出
メカニズムおよび保障措置を研究・改善する。環境保護、土地、貸付等の関連政策は産業
政策と相互に協調し、個別のケースに応じた対応、保護と圧力を使い分ける。産業の移転
の指導意見を研究・制定する。外国企業の投資企業へのオンショア資産への担保ならびに
担保差押条件の着实な实行のため、決算センター、コストおよび利潤計算のセンターを国
内に設けるよう指導する。
（10）業界団体（商会）の役割発揮
業界団体（商会）は架け橋およびパイプ役としての役割を十分に発揮し、政府の指導の
もと、国際貿易における反ダンピング・反補助金訴訟に組織的に対応する。業界の情況、
問題および企業の要求を即時フィードバックし、企業の産業政策の着实な实施を指導し、
産業の自律性を強化し、産業の秩序ある発展を促進する。
５．計画の実施
国務院の各関係部門は計画に基づき役割を分担し、意思疎通と話し合いを強化し、密接
に協力しつつ、できる限り早期に各関連政策措置を制定・改善し、ならびに指導および監
督・検査を強化しなければならない。関係部門は適時に計画の事後評価作業を展開し、評
価意見を即時提出しなければならない。
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各地区は計画によって確定された目標、任務および政策措置に基づき、現地の实際の状
況に合わせ具体的かつ着实な实施案を可及的速やかに制定し、实効あるものとしなければ
ならない。具体的な作業案および实施過程において出現した新たな情況、新たな問題は国
家発展改革委員会、工業・情報化部等の関係部門に即時報告・送付しなければならない。
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設備製造業調整振興計画
設備製造業は国民経済の各業界に技術装置や設備を提供する戦略的産業であり、他産業
との関連性や雇用促進効果が高く、技術・資本集約性が強いことに加え、各業界・産業の
レベルアップや技術の進歩の要であり、国家の総合的な实力を如实に反映する産業である。
世界的な金融危機による影響に対応し、党中央および国務院による、成長維持、内需拡
大、構造調整といった全体的な要求を確实に实施し、設備製造業の安定した発展を確保す
るとともに、構造調整を加速させ、自主イノベーション能力の増強により国産化率の向上
を図り、産業の高度化を促進するために、本計画を特別に編製し、設備製造業の総合的な
対応措置に向けた行動プランとする。本計画の实施期間は 2009～2011 年とする。
１．設備製造業の現状と直面する情勢
長年にわたる発展を経て、中国の設備製造業にはすでに様々な分野が完備され、比較的
大きな産業規模を有し、一定の技術レベルを持つ産業体系が形成されており、国民経済の
重要な基幹産業となっている。特に「国務院の設備製造業の振興加速化に関する若干意見」
（国発 [2006] ８号）の实施以降、設備製造業の発展は明らかに加速しており、重要な技術
装置の国産化率も飛躍的に向上し、国際競争力がさらに増強され、一部の製品の技術レベ
ルや市場シェアは世界トップクラスとなっている。中国は、すでに設備製造業大国となっ
ているが、規模は大きいものの能力不足で、自主イノベーション能力が低く、基礎的な製
造レベルは遅れており、低レベルの重複建設、自主イノベーション製品の普及・活用が困
難であるなどの問題が依然として深刻である。同時に、世界的な金融危機の影響を受けて、
2008 年下半期以降、国内外市場における設備に対する需要が急激に萎縮しており、中国の
設備製造業が長年維持してきた高成長の勢いは明らかに減退し、企業の生産・経営困難、
経済収益の減尐等、持続可能な発展は困難に直面している。
中国は現在、内需拡大、インフラ整備の加速化、産業の転換・高度化に向けた重要な時
期に差し掛かっており、先進的設備に対する巨大な市場ニーズが存在する。また、金融危
機に伴う世界的な産業構造調整の加速化は、中国が産業の再分業体制に参入する上でのチ
ャンスでもあり、設備製造業の発展における方向性は基本的に変化していない。有効な措
置を講じ、チャンスを活かして産業構造の調整を加速させ、産業の最適化・高度化を推進
し、技術革新を強化することにより、設備製造業の安定した発展を促進し、経済の安定的
かつ速やかな発展の实現に貢献していかなければならない。
２．指導的思想、基本原則と目標
（１）指導的思想
党の 17 回党大会の精神を全面的に貫徹する。すなわち、鄧小平理論と「三つの代表」重
要思想を指導的思想とし、科学的発展観を深く貫徹するとともに確实に实行する。国家の
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重点建設プロジェクトと連動させて、主要機械設備の国産化を大々的に展開する。また、
技術改良に向けた投資を拡大することにより、企業の自主イノベーション能力を増強し、
基礎プラント・ライン設備および基礎産業技術のレベルを大幅に向上させる。企業間の合
併・再編や製品の新世代モデルチェンジを通じて、産業構造の最適化および高度化を図り、
産業競争力を全面的に向上させ、設備製造業の発展を規模の拡大から能力の強化へと転換
させるよう努める。
（２）基本原則
設備の国産化と重点建設プロジェクトとの連携を図る方針を堅持する。政策的支援、市
場の誘導を強化し、重点的建設プロジェクトの实施や重点産業の調整・振興により形成さ
れた市場ニーズを十分に活用して、設備の国産化を加速させ、プロジェクトの需要に確实
に対応し、産業の発展を促す。
自主開発と外国技術の導入・消化吸収との連携を図る方針を堅持する。企業による製品
の自主開発を支援するとともに、外国技術の導入・消化吸収・再イノベーションのプロセ
スを奨励し、企業が導入した技術への依存から自主イノベーションへと徐々に方向転換す
るよう促し、技術の産業化を大々的に推進する。
設備本体の発展と基礎関連部品のレベルアップとの連携を図る方針を堅持する。重要な
技術設備の国産化の实現に努め、基礎関連部品の発展を促す。基礎部品の技術レベルを向
上させ、特殊原材料を開発し、基礎関連部品を主に輸入に依存する現状からの脱却を図る。
企業集団の発展と専業化へのサポートとの連携を図る方針を堅持する。設備製造業に携
わる基幹企業の合併や再編を通じた大型総合企業集団への発展を支援し、機械本体の製造
企業の機械のみの生産からシステムインテグレーションへの転換を奨励し、部品製造専門
企業の「専門性・精度・特殊性」への発展を促し、優位性を相互に補い合い、調和の取れ
た産業形態を形成する。
（３）計画目標
①産業の安定した成長の实現：設備製造業の生産・経営の安定を維持し、全国の工業生産
増加額（付加価値ベース）に占めるシェアを徐々に拡大し、内需拡大、発展方式の転換、
国民経済の安定した成長の確保に向けた保障とする。
②市場シェアの拡大：国産設備の品質レベルを向上させ、国内市場を拡大し、国内市場に
おける国産設備の充足率を 70%前後に安定させ、輸出製品の競争面の優位性を強固なもの
とし、輸出市場の安定化を図る。
③主要設備の研究・製造におけるブレークスルーの達成：主要設備の技術レベルを全面的
に向上させ、国家の重大プロジェクトや重点産業の調整振興に関わる需要を満たす。100
万キロワット級の原子力発電設備、新エネルギー発電設備、高速鉄道車両、ハイレベルデ
ジタル工作機械、基礎製造設備など、一連の主要設備・装置の国産化を实現する。
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④基礎部品のレベルの向上：基礎部品の製造レベルを向上させ、共通機械部品については
国内市場の需要に基本的に応えられるようにする。また、国内で製造されていない重要な
自動測定器・自動制御機器の部品の製造を進め、特殊原材料面でもブレークスルーの達成
を図る。
⑤組織構造の最適化、高度化：国際競争力を備え、科学・工業・貿易が一体化された大型
企業集団を数社形成させ、国際分業体制に参入する「専門性・精度・特殊性」を備えた部
品生産専門企業を形成する。
⑥成長方式の大幅な転換：生産組織方式および重要な生産技術の改良を行い、現代的な製
造サービス業を発展させるとともに、工業生産増加額１単位当たりのエネルギー消費量、
資材消費量および汚染物排出量を大幅に削減し、労働生産率を大幅に向上させて、大型企
業集団の現代近代製造サービス事業による収入を、全販売収入の 20％以上にまで引き上げ
る。
３．産業の調整振興の主要な任務
（１）10 大産業分野の重点プロジェクトを通じて、設備製造業を振興
①高効率クリーン発電設備：遼寧省の紅沿河、福建省の寧徳および福清、広東省の陽江、
浙江省の方家山および三門、山東省の海陽ならびに後続の原子力発電所建設プロジェクト
を通じて、次世代改良型 AP1000 原子力発電設備の国産化を推進し、圧力容器、蒸気発生
器、制御棒駆動機構、原子炉用ポンプ弁、非常用ディーゼル発電機など主要設備の国内製
造を推進する。東北、西北、華北北部および沿海地域の大型風力発電所プロジェクトを通
じて、風力発電設備の国産化を推進し、コンバータ制御システム、風力発電用ベアリング、
炭素繊維製フィンなどの製品の国内製造を重点的に实現する。70 万キロワット以上の水力
発電設備、大型揚水システムユニット、100 万キロワットレベルの超臨界圧・超超臨界圧火
力発電設備、大型ガスユニット、ごみ焼却発電設備などの技術設備の性能と品質をさらに
向上。太陽光発電設備を開発する。大型火力発電、原子力発電所の補助装置を開発、整備
する。
②超高圧送電・変電：超高圧交流・直流送電モデル事業を通じて、交流変圧器、直流変流
変圧器、リアクター、電流相互誘導器、電圧相互誘導器、完全閉鎖型複合電気機械などを
重点とした、750 キロボルト、1,000 キロボルトおよび 800 キロボルトの直流送電変電設備
の国産化を推進する。
③炭鉱および金属鉱の採掘：平朔東、勝利東二号、白音華、朝陽など 10 カ所の 1,000 万ト
ンレベルの大型露天掘り炭鉱、酸刺溝など 10 カ所の深井戸炭鉱、および大型金属鉱の建設
を通じて、新型採掘、昇降、洗鉱・選鉱設備を大々的に発展させ、電動牽引式採掘機、油
圧シリンダ、大型鉱物用電動ダンプカー、大型露天掘り用採掘機などの設備の国産化を重
点的に实現する。
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④天然ガスパイプライン輸送および液化貯蔵・輸送：西気東輸二線、陝京三線などの天然
ガスパイプライン輸送プロジェクトを通じて、長距離輸送パイプラインの燃圧ユニット、
大型パイプラインのグローブバルブと制御システムなどの設備を開発、整備する。浙江省、
江蘇省、珠海市、青島市などの天然ガスステーションプロジェクトを通じて、大型液化天
然ガス輸送船およびガスステーションなどの設備を開発、整備する。
⑤高速鉄道：北京・上海間、北京・広州間、北京・瀋陽間、上海・昆明間など、総延長約 1
万キロメートルに及ぶ高速鉄道旅実輸送専用線、および西部幹線鉄道、石炭輸送ルート整
備プロジェクトを通じて、鉄道交通設備の国産化を推進し、高速鉄道車両、高圧交流駆動
電気機関車、ディーゼル機関車、重積載貨物車、大型メンテナンス機械などの設備の国産
製造を計画・实施する。
⑥都市軌道交通：北京、上海、広州、深圳など 17 の都市における 70 近い路線のプロジェ
クトを通じて、都市軌道交通車両、信号システム、列車網制御システム、ブレーキシステ
ム、可変速装置などの機械設備や電力設備の国産化を重点的に实施する。
⑦農業と農村：「国家一兆斤（５億トン）食糧増産プロジェクト」を通じて、高出力トラ
クター、関連する農機具、省エネ・環境保護型トラクターなどの耕作機械、普通型穀類用
コンバイン、新型自脱式稲用コンバイン、トウモロコシ用高効率コンバイン、自走式綿摘
み機などの収穫機械、不耕起播種機、節水型スプリンクラー灌漑設備などの開発・普及に
総力を挙げる。「新農村建設」事業に適合し、農業の現代化に対応できる農産品の高付加
価値加工プラント設備、灌漑設備や排水設備、メタンガス発生池用濾過・浄化設備、農村
の安全な飲用水を確保するための浄水設備などを重点的に開発、整備する。
⑧インフラ：交通、エネルギー、水利、不動産などの業界の発展における需要に適応した
大型全断面トンネル掘進機、大型クローラークレーン、および全地形型起重機、架設機、
アスファルト・コンクリート攪拌・再生設備などを重点として、大型、新型の施工機械を
開発、整備する。航空管制設備、および航空管制のオートメーションシステム、荷物や貨
物の高速仕分けシステム、セキュリティチェック設備とインテリジェントモニタリング・
システム、フライトインフォメーション表示の総合システムおよび設備、空港情報の集積
システムおよび設備などを重点として、空港専用の設備を開発、整備する。大型バケット
ホイール・エクスカベーター、カーダンパー、水陸コンテナなどを重点として、湾岸専用
の機械を開発、整備する。
⑨生態環境および国民の生活：環境保護および社会や国民の生活の需要に適合した汚水泥
処理設備、脱硝酸・脱硫設備、余熱・残気循環再利用設備、オンライン環境モニタリング
機器、食品、薬品、炭鉱ガスなどの安全検査・測定設備、重大事故時の緊急救援設備、デ
ジタル医療設備などの開発・普及に全力を挙げる。
⑩科学技術重点専門プロジェクト：高級 NC 工作機械と基礎製造設備の科学技術専門プロ
ジェクトを早急に实施し、高速・精密複合型 NC 金属切削機、重量型 NC 金属切削機、NC
特殊加工機、大型 NC スタンピングプレス成型設備、重量型鍛圧機、クリーン・高効率鋳
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造設備、新型溶接設備とオートメーション生産設備、および大型クリーン熱処理設備と表
面処理設備の８種類の機械製品を重点的に研究・開発し、高級 NC 装置、電気機械および
駆動装置、NC 工作機の機能ユニット、キーパーツなどのコアテクノロジーの基本的な掌握
を目指す。
（２）９大産業の重点プロジェクトを通じ、設備の国産化を実施する
①鉄鋼業：「鉄鋼産業調整振興計画」で決定されたプロジェクトを通じて、冷延・熱延連
続圧延広幅帯鋼プラント、大型スラブ連続鋳造機、カラー塗装鋼板生産設備、大型酸素製
造装置、大型高炉ファン、余熱回収装置などを重点として、大型冶金プラントの国産化を
推進する。
②自動車産業：「自動車産業調整振興計画」の实施に合わせて、自動車スタンピング、組
み立て・溶接、塗装、最終組立の４大技術設備のレベルを重点に向上させ、エンジン、変
速機、新エネルギー自動車動力モジュールなどの主要部品の製造に必要な設備の国産化を
实現させる。
③石油化学産業：「石油化学産業調整振興計画」で決定されたプロジェクトを通じて、1,000
万トン級石油精製プラント、100 万トン級大型エチレンプラント、フタル酸（PTA）、大型
化学肥料、大型石炭化工法、および天然ガス輸送、液化備蓄・輸送などのプラント、大型
円心圧縮ユニット、大型容積式圧縮ユニット、ポンプ弁、熱交換器型反応器、型押し造粒
機、大型空気分離装置、低温ポンプなどを重点として、石油化学工業設備の国産化を推進
する。
④造船業：「造船業調整振興計画」の实施に連動して、溶接、塗装工法の設備レベルを重
点的に向上させ、船舶用ディーゼル機、クランクシャフト、スクリュー、操舵审設備、甲
板機械などの部品の製造に必要とされる設備の国産化を实現させる。
⑤軽工業：「軽工業調整振興計画」の实施に合わせて、食品機械、パルプ製造・製紙機械、
プラスチック成型機械、革や靴の製造機械、オプト・メカトロニクス縫製機械、包装設備、
および食品安全検査・測定設備などを重点として、軽工業機械の国産化を推進する。
⑥繊維産業：「繊維産調整振興計画」の实施に合わせて、紡糸設備、製糸・巻取り設備、
高速製織設備、不織布用プラント、製織専用プラント、高効率、連続、短工程染色・最終
加工設備などを重点として、紡績機械の国産化を推進する。
⑦非鉄金属産業：「非鉄金属産業調整振興計画」の实施に合わせて、高精度圧延機、大断
面および複雑な切断面の押出成型機を重点として、非鉄金属の冶金設備の国産化を推進す
る。
⑧電子情報産業：「電子情報産業調整振興計画」の实施に合わせて、集積回路製造用のコ
ア設備、フラットパネル・ディスプレイの生産設備、新型デバイスの生産設備、表面实装
および無鉛工法対応の機械組立装置、電子専用設備・計測器および工具や金型などを重点
として、電子情報技術産業設備の国産化を推進する。
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⑨国防・軍事産業：国防・軍事産業の発展に必要とされる航空、宇宙、軍艦、兵器、核工
業などに使用される重要な機械設備、および实験、検査・測定設備を重点として、国防・
軍事産業設備の国産化を推進する。軍事産業技術の優位性を発揮して、軍民連携の促進を
図る。
（３）４大プラント製品・ライン製造製品の製造レベルを向上させて、産業発展の基礎を
盤石のものとする
①大型鋳造・鍛造部品：大型原子力発電施設に使用される鋳造・鍛造部品、100 万キロワッ
ト級の超臨界・超超臨界圧火力発電ユニットに使用される鋳造・鍛造部品、70 万キロワッ
ト以上規模の大型混成流式タービンに使用される鋳造・鍛造部品、石油化学、石炭化工法
用肉厚容器の鍛造部品、冷延・熱延期連続圧延機用鋳造・鍛造部品、大型船用クランクシ
ャフト、スクリュープロペラ用シャフトの鍛造部品、大型ベアリングの鍛造部品などを重
点的に開発、整備する。
②工業基礎部品：高圧電力用電子部品、ファンクションモジュール、大型・精密ベアリン
グ、高精度ギア伝動装置、高強度締付部品、高圧ピストンポンプ・電動機、油圧バルブ、
油圧式電子ブレーキ、水力変速器、空気圧駆動部品、密閉ベアリングシステム、ゴム・プ
ラスチック密閉部品などを重点的に開発、改良する。工業用オートメーション制御システ
ムおよび機器・計器、ハイクラス・ミドルクラスのセンサーなどの開発、普及を加速させ
る。
③加工補助工具：大型・精密キャビティダイ、精密押出加工用金型、高級金型用標準部品、
高効率、高性能、精密、複雑加工用切削具、高精度、インテリジェント、デジタル計器、
高級、高性能、精密研磨剤・研磨工具などを重点的に開発、改良する。
④特殊原材料：耐高温、耐高圧、耐腐食発電所用鋼材（鋼管）、大型変圧器用電磁方向性
珪素鋼、高圧、超高圧送電設備用絶縁材料、高速列車用ボギー、輪軸用特殊鋼、飛行機用
高級アルミ型材、ベアリング、ギア、金型、計器、切削工具、高強度締付部品用特殊鋼、
旋盤用ボールスクリューおよび直線誘導装置専用鋼材、高摩擦耐性、高強度、耐高温、低
摩耗、長寿命複合密閉材料などを重点的に開発、改良する。
（４）７項目の重点事業を推進し、産業の発展方式の転換を図る
①産業組織の構造調整を加速させる。設備製造業のコアとなる企業間の地域および所有形
態を超えた再編を重点的に支援し、プロジェクト全体の受注、システムインテグレーショ
ンが可能で、国際貿易力や融資能力を備えた大型企業グループを段階的に形成させる。重
点基礎部品企業への投資を拡大し、民営資本および外国資本を基礎部品、加工補助工具な
どの分野に誘導し、高度かつ大規模な専門企業と健全な産業の関連システムを整備する。
②自主イノベーション能力を増強する。科学研究への投資を拡大し、長期的な産業の発展
の妨げとなっている、共通性を持つ技術を集中的な研究・開発の対象とする。先導的役割
141
Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

を有する国家レベルのプロジェクト研究センター、プロジェクト技術研究センター、プロ
ジェクト实験审などの整備を加速し、企業の製品開発、实験、検査・測定能力を向上させ
る。企業を主体とした産業界・学術界・研究機関の相互連携を推進し、科学研究院および
科学研究所の企業活動への参入を奨励し、企業による研究開発チームの育成や強化を支援
する。
③専業化生産レベルを向上させる。企業の生産方式を改良し、合理的にリソースを配分す
ることにより、地域内で鋳造、鍛造、熱処理、表面加工の４大基礎工法能力を集結させ、
専業化生産センターを建設する。技術改良への投資を拡大し、先進的な製造技術やクリー
ン生産方式を推進して、材料の利用率と生産効率を向上させ、エネルギー消費の削減、汚
染物排出量の削減に努める。
④製品標準体系の整備を加速させる。設備生産技術標準の制定（改定）を加速させ、標準
規定のレベルを引き上げ、新技術、新工法、新設備、新材料の普及および運用を促進し、
立ち遅れた製品を淘汰する。世界の先進技術の発展同行を常に調査し、国際基準との連動
を重視して、積極的に国際基準・標準の制定（改定）活動に参与し、自主イノベーション
製品の国際市場への参入を促進する。
⑤国外の資源および市場を利用する。国外の先進的な管理方法を十分に吸収して手本とし、
先進技術を適切な選択を経て導入し、海外に滞在する専門技術者に対し帰国後の良好な労
働条件を準備し、中国の設備製造業の技術レベルを向上させる。条件を兼ね揃えた企業の
海外企業や研究開発機関との合併・再編を支援する。設備製品の輸出の安定化および拡大
を図り、輸出製品の技術内容、付加価値、総合レベルを向上させる。
⑥現代的な製造サービス業を発展させる。産業の転換および高度化を軸に、プロジェクト
の受注、システムの集約化、設備リース、ソリューション提案、再製造などの分野におけ
る設備製造業のコアとなる企業の付加価値サービスの展開をサポートし、生産型の製造か
らサービス型の製造への転換を段階的に实現させる。条件を兼ね揃えた企業の研究開発、
設計、情報化サービスなどへの業務拡大を奨励し、他企業向けにソーシャライズされたサ
ービスを提供する。
⑦企業管理の強化と人材チームの建設を強化。設備製造企業の改革の歩みを加速させ、所
有権構造の最適化と経営メカニズムの転換により現代企業制度の構築を図るとともに、企
業管理を強化して科学的な政策決定メカニズムと生産・経営レベルを全面的に向上させる
ことにより、国際競争力の増強および市場リスクの回遾能力の向上に努める。企業の生産
方式を改良し、製品の品質管理の強化を図るとともに、各種安全生産措置を確实に实施し、
生産効率および製品品質の向上を図る。人材チームの建設に力を入れ、イノベーション型
研究・開発・設計人材、新規業務開拓型経営管理人材、高い技能を持つ人材など専門人材
の受入と育成を重点的に实施するとともに、職員研修を強化して職員全体の素質を向上さ
せることにより企業の持続可能な発展ニーズを充足する。
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４．政策措置
（１）増値税転換政策の効果の発揮
増値税転換政策による企業の技術進歩に対する促進効果を十分に発揮させ、企業の技術
改良、設備更新の加速、製品構成の調整などを奨励し、企業の技術進歩を推進する。
（２）投資プロジェクトの設備購入管理の強化
中央政府の予算内で实施される投資プロジェクトにおいては、自主イノベーション技術
設備の利用を支援する。プロジェクトの申請・報告資料には必ず設備購入リストを添付し、
プロジェクト審査・評価段階で設備の購入プランに対する評価を实施し、プロジェクト实
施段階では設備の入札募集・入札業務に対する監督と指導を強化して、自主イノベーショ
ン設備の購入プランを確实に实行する。
（３）国産第一号（基）設備の使用の奨励
国産第一号（基）設備の使用に関するリスク補償メカニズムを確立する。国産第一号（基）
重点技術設備に対する保険会社の付保業務の展開を奨励する。
（４）技術の進歩および技術改造に対する投資の拡大
「設備製造業の技術進歩および技術改良対象プロジェクトおよび対象製品目録」を制定
し、国産第一号（基）機械設備の使用を支援し、目録に列挙されている設備の国産化、省
エネ化・材料消費削減化・排出削減に向けた改造を支援すると共に、合併・再編後の企業
内部のリソースの統合、地域レベルの４大基礎技術センターの建設、近代的製造サービス
業の発展などを支援する。
（５）設備製品の輸出の支援
輸出増値税還付政策を整備し、一部のハイテク・高付加価値設備の輸出税還付率を適度
に引き上げる。金融機関の輸出ローンの拡大を奨励し、国内企業による海外の重要プロジ
ェクトの受注を支援して、プラントや施工機械の輸出を促進する。
（６）税制優遇政策の調整
技術導入・消化吸収・再イノベーションを奨励し、国が開発・普及を支援している重要
な機械設備および製品の生産、輸入の必要性が高い主要部品および原材料に対して、関税
および輸入段階の増値税を免除する。鋳造部品、鍛造部品、金型、NC 工作機などの製品に
対する増値税に関しては、現行の「徴収後還付政策」の实施期限終了後、新たな税制支援
政策を研究・制定し、政策の適用範囲、導入・発展の対象とするハイテク・高付加価値製
品の範囲を調整する。
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（７）企業の吸収合併および再編の推進
国内企業による地域・業界・所有形態を越えた再編を奨励するための政策措置を制定し、
余剰人員の再配置、債務査定と処置、財務・税務・利益分配などの問題を適切に解決する。
再編された企業の株式、社債、中長期手形、短期融資証券の発行、および貸付の申請など
を支援する。国内企業による国外企業や国外の研究開発機関の M&A に対しては、関連プロ
ジェクトローンに対する利子補給の面で支援する。また、リスクコントロールが可能な範
囲内での金融機関による国内外の M&A 融資業務を奨励する。
（８）省エネ製品に対する補助金および農機具の購入に対する補助金政策の実施
良質な省エネ製品の使用に対する補助金、高効率・省エネ設備製品を購入する末端ユー
ザーに対する補助金を支給し、2009 年には高効率電気機械の普及と使用に対する補助金の
支給を先行して展開する。農機具の購入に対する補助金政策を早急に实施し、できるだけ
早く支給する。
（９）産業情報の公開制度の確立
産業政策の方向性、プロジェクトの承認、企業の再編、生産設備の利用、輸出入、生産・
販売・在庫などの情報を国民に向けて適時公開し、企業の投資計画、銀行融資、土地利用
に際する予備審査などに対して情報提供面での指導を行う。
（10）製品の検査・測定機関および認証機関の設立・整備の支援
製品品質検査・品質測定機関の建設を強化し、品質検査・測定レベルを向上させる。高
速鉄道、都市軌道交通などの新型設備に対する検査・測定機関および認証機関を設立し、
国による強制的製品認証体系を整備する。
５．計画の実施
国務院の関連部門は「計画」に基づいて業務分担を行い、関連政策措置をできるだけ早
く制定・整備するとともに、緊密に協力し、「計画」の順調な实施を確实なものにする。
また「計画」实施後の評価業務を適時展開し、評価・意見を速やかに提出する。
各地域は「計画」に定められた目標、任務および政策措置に基づき、現地の实状を考慮
の上具体的な实施プランを速やかに策定し、实効性の確保に努める。具体的な業務プラン
と实施過程の中で新たな状況または問題が生じた場合には、速やかに国家発展改革委員会、
工業・情報化部門などの政府関連部門に報告するものとする。
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造船業調整振興計画
造船業は水運業、海洋開発および国防建設事業に必要な船舶および技術設備を提供する
総合産業であり、鉄鋼、石油化学、軽工業、繊維、設備製造、電子情報等の重点産業の発
展と輸出拡大に対して大きな促進作用を有している。国際金融危機の影響に対処し、党中
央および国務院の経済成長維持と内需拡大、構造調整という全体要求を確实に实施するた
め、また造船業の構造調整を加速し、自主開発能力を強化して産業全体のレベルアップを
図り、中国造船業の持続可能で健全かつ安定した発展を促進するため、特に本計画を編制
し、造船業における総合的な対応措置に関する行動計画とする。本計画の实施期間は 2009
～2011 年とする。
１．造船業の現状と直面する情勢
中国造船業は 2003 年以降急速な成長段階に突入した。産業規模は拡大の一途をたどり、
船舶建造量（原文：造船産量）は急速に伸びた。造船竣工量、新造船受注量、造船手持ち
工事量についても、過去数年にわたり継続して世界トップクラスを維持している。総合力
においても安定して上昇を続け、バラ積み貨物船、タンカーおよびコンテナ船（以下、３
大主流船型と呼ぶ）の自主開発能力をすでに有しており、ハイテク・高付加価値船舶や海
洋プロジェクト関連設備の分野でも画期的な成果を挙げ、大型船舶企業の造船サイクルと
品質管理はいずれも世界の先進レベルに達している。このように、中国はすでに世界の造
船大国となった。しかし、造船業が急成長を遂げる一方で、業界の自主的な革新能力は依
然弱く、粗放な成長方式に頼って低レベルかつ重複した投資と甚だしい生産設備過剰が見
られることに加え、船舶用関連設備業の発展が遅れ、海洋プロジェクト関連設備開発の進
展が滞る等の問題も日増しに顕在化している。特に、2008 年下半期以降の国際金融危機の
影響を受け、国際海運市場は急速に冷え込み、造船市場も大きな打撃を受けている。新造
船受注量は大幅に凎尐し、企業の資金確保が困難となり、船舶納品におけるリスクが拡大
するなど、中国造船業の発展は厳しい情勢に直面している。
とはいえ、中国造船業は長年の発展を通じて高い原材料供給・配分能力と高資質の労働
力、完備した製造システム等の総合的な競争力を身につけており、世界の造船業の中国シ
フトが進行の最中にあることから考えても、中国造船業の将来は依然として明るいと認識
される。現在、中国造船業は「大から強へ」の転換を行うべき時期に来ている。この好機
をとらえ、総合的措置を積極的に講じて、構造調整と産業高度化を加速することで、中国
造船業の国際的地位を一層強固にするとともに向上させ、経済全体の安定的かつ速やかな
発展に貢献しなければならない。
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２．指導的思想、基本原則と目標
（１）指導的思想
党の 17 期代表大会の精神を全面的に貫徹する。すなわち、鄧小平理論と「三つの代表」
重要思想を指導的思想とし、科学的発展観を一層貫徹すると共に確实に实行する。経済成
長の維持、内需拡大、構造調整という全体要求に従って、積極的な銀行貸付措置により造
船受注を安定させ、経営上のリスクを緩和し、造船業の速やかかつ安定した発展を实現す
る。また、造船設備の拡大の抑制により産業構造の調整を推進し、大型造船企業の総合力
を向上させ、新たな競争力拡大を实現する。加えて、自主革新の加速により、ハイテク・
高付加価値船舶の開発と海洋プロジェクト関連設備の発展を通じ、新たな経済成長の突破
口を作り、造船強国の建設と海洋戦略の实施に向けた足固めを行う。
（２）基本原則
造船受注を安定させ、生産拡大を維持する。納船の先延ばしや棄船（造船契約の途中破
棄・契約解除または納船拒否）のリスクに前向きに対応して、発注キャンセルの大量発生
を防止し、各造船企業が期日通りに受注した業務を完成し、安定し速やかな生産拡大を实
現するよう努力する。
政策誘導を強化し、船舶に対するニーズを拡大する。輸送構造を調整・高度化し、老朽
船・旧式船舶を淘汰して、船舶の市場ニーズを拡大する。
構造調整を推進し、造船資源の配置を合理化する。企業の合併再編を实施し、造船と修
船、海洋プロジェクト関連設備生産の各資源の配置を合理化し、大型企業集団を育成して、
船舶製造業と関連産業のバランスの取れた発展を促進する。
自主革新の動きを加速し、海洋プロジェクト関連設備を発展させる。技術改造を強化し、
キーテクノロジーおよび新製品の研究開発を強化する。舶用関連設備の水準を向上し、海
洋プロジェクト関連設備を発展させ、国際競争力を向上させる。
（３）計画目標
①船舶生産を安定成長させる。今後３年間、船舶工業の安定的かつ速やかな発展を維持す
る。2011 年の船舶生産量として合計 5,000 万トン、舶用低速ディーゼルエンジン生産量と
して出力換算で 1,200 万馬力を目指す。
②市場シェアを徐々に拡大する。2011 年の造船竣工量が世界の造船竣工量の 35%以上を占
めることを目指し、ハイテク・高付加価値船舶の市場シェアを 20%に、海洋プロジェクト
関連設備のシェアを 10%にそれぞれ到達させる。
③付帯設備生産能力を顕著に向上させる。３大主流船型の舶用付帯設備における国産製品
の平均据付率を 65%以上とし、舶用低速ディーゼルエンジン、中速ディーゼルエンジンお
よび甲板機械等の付帯設備の国内市場シェアを 80%以上とする。
④構造調整を進展させる。大型造船企業集団がハイエンド船舶市場において強い国際競争
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力を有するようになることを目指す。一部の専門化した海洋プロジェクト関連設備製造基
地の一定規模の達成、一連の舶用付帯設備生産企業の大きな発展に加え、環渤海湾地区、
長江河口地区および珠江河口地区を世界レベルの造船基地とすることを目指す。
⑤研究開発レベルの顕著な向上を図る。３大主流船型の研究開発・設計の系列化・標準化
に加え、国際競争力を有する一連の船型ブランドを構築し、ハイテク・高付加価値船舶お
よび海洋プロジェクト関連設備の開発において画期的な成果を挙げる。
⑥品質の顕著な改善を目指す。中核造船企業では現代的な造船モデルの基本的な確立を達
成する。３大主流船型の平均建造周期を 10 カ月以内に短縮し、工業増加値単位当りエネル
ギー消費を３年累計で 15%低減するとともに、鋼材利用率の顕著な上昇を实現する。
３．産業調整振興の主要な任務
（１）造船企業の生産安定化
有効な措置を講じて、大型造船企業および水運企業が期日通りに契約を履行するよう支
援し、納品の先延ばし、キャンセルおよび棄船等の経営リスクに積極的に対処する。また、
造船企業が自社の生産管理の強化および生産計画の合理的な手配により、造船の品質およ
び進度を確保し、生産の連続性を維持できるよう指導する。
（２）造船市場ニーズの拡大
老朽船・旧式船舶の廃棄・更新および単船殻タンカーの淘汰処分を加速するとともに、
遠洋漁船、特殊船、工事用船、加工用船等の専用船舶の製造を積極的に推進する。
（３）海洋プロジェクト関連設備の推進
造船企業による新型自昇式掘削プラットフォーム、大水深半潜式掘削プラットフォーム
および生産プラットフォーム、浮体式石油生産貯蔵積出ユニット、海洋プロジェクト関連
作業船および大型モジュール、総合一体型施設ユニット等の海洋プロジェクト関連設備の
研究開発を支援し、海洋プロジェクト関連の動力・伝達システム、単点係留システム、動
力定位システム、深潜水設備、甲板機械、油汚水処理および海水淡水化等、海洋プロジェ
クト関連のキーシステムおよび付帯設備の研究開発を奨励する。
（４）企業の合併・再編に対する支援
大型造船企業集団およびその他の中核造船企業の合併・再編を支援する。大型造船企業
と川上・川下企業による戦略的アライアンス関係の構築、相互支援および共同発展を推進
する。中小造船企業が自社の業務構造を調整し、中間製品製造、船舶修理および特殊船舶
製造等の各業務を発展させて非船舶製品市場を開拓するよう導く。条件を満たす企業によ
る海外の著名な舶用付帯設備企業、研究開発機構または販売ネットワークの買収を支援す
る。
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（５）自主革新能力の向上
「造船工業科学研究開発重点プロジェクト目録」を策定し、３大主流船型の最適化およ
びレベルアップを支援し、新規範・新基準および省エネ・環境保全要求に合致する船舶を
開発する。大型 LNG 船、大型 LPG 船、大型自動車輸送船、調査船等のハイテク・高付加
価値船舶の設計開発能力を向上させる。また、新型舶用ディーゼルエンジンおよびその重
要部品、甲板機械、船审設備、通信ナビゲーション自動化設備等の自主研究開発を加速す
るとともに、現代的造船技術および船舶・海洋プロジェクト関連設備の基礎となる共通技
術に関する研究を急ぐ。
（６）企業の技術改造の強化
「造船業技術改造プロジェクトおよび製品目録」を策定し、ハイテク・高付加価値船舶
と海洋プロジェクト関連設備専用生産施設プロジェクトの建設を支援する。国内の産業上
のニッチを補う性質を有し、顕著な省エネ・環境保護効果を有しているものの、生産能力・
設備が市場のニーズに対応しきれていない船舶・海洋プロジェクト関連設備およびその付
帯製品に関する技術改良を支援する。
（７）修船業務の積極的な推進
既存の造船施設を利用した、造船企業による修船業務を奨励する。修船技術に関する研
究を強化し、大型船舶、特殊船舶および海洋プロジェクト関連設備の修理・改造能力を向
上させる。また、船舶解体業の秩序立った発展を实現し、定点解体制度を实施する。
（８）国際市場開拓のための努力
関連措置を制定・整備して、３大主流船型の国際市場における中国造船業の優位性を確
固たるものとし、ハイテク・高付加価値船舶および海洋プロジェクト関連設備の国際市場
におけるシェアを拡大する。舶用付帯設備企業による海外での販売ネットワークおよびア
フターサービスシステムの構築を奨励し、製品の輸出拡大を図る。
（９）造船企業管理の強化
造船企業が以下の諸点を实現するよう指導する。まず、現代的企業制度の速やかな確立、
内部改革の徹底および管理の情報化の推進により、科学的な意思決定・管理レベルを全面
的に向上させる。次に、現代的造船モデルの確立を加速し、デジタル化造船を推進する。
さらに、世界造船業界の新規範、新協定、新基準についての研究を強化し、関連の準備業
務を積極的に行う。また、省エネ・省材料に関する新技術および新プロセスの普及により
エネルギー使用効率および鋼材利用率を向上させ、エネルギーおよび物資の消費量を低減
させる。加えて、市場の分析・予測能力の向上と契約管理の強化、資金の使用効率向上お
よび財務コストのコントロールを通じて、企業の国際競争への参画および市場リスク防止
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面における能力を強化する。人材面ではイノベーション型研究開発・設計スタッフ、開拓
型経営管理スタッフ、高級技能スタッフ等の専門的人材の育成を強化に加え、職場研修を
充实させることによりスタッフのバランスを最適化し、企業の持続可能な発展のためのニ
ーズを満たす。
４．政策措置
（１）生産・経営に対する銀行貸付支援の強化
造船企業が造船および効果的な契約の履行のために必要とする流動資金の貸付について、
各関連銀行がこれを滞りなく行うようにする。船主が納船を先延ばしにした場合には、適
切な範囲で船舶企業の貸付返済期間を延長する支援措置を講じる。また、信用度の高い船
主や造船企業に対しては、支払・返済保証書を速やかに発行する。加えて、銀行と企業の
協力関係を強化し、建造中の船舶に対しては抵当融資を行うようにする。条件を満たす造
船企業による上場と債券発行を支援する。造船業投資基金の設立を急ぐ。
（２）船舶輸出のバイヤーズクレジットの増加
金融機関によるバイヤーズクレジットの増加を奨励し、大型造船企業集団とその他中核
造船企業が、手持ちの輸出船舶受注契約を安定して履行するための助けとする。
（３）棄船購入の奨励
関連政策措置の策定を通じて、棄船となった遠洋船舶の中核水運企業による購入、およ
び棄船となった輸出船舶の金融・リース会社による購入をそれぞれ奨励する。
（４）国内船舶市場におけるニーズの拡大
国内の海上石油・天然ガス採掘企業への国内企業による海洋プロジェクト関連構造物の
販売に対しては、引き続き増値税還付の政策を实施する。国の基本計画に組み込まれてい
る政府公用船および公益性船舶については、財政資金投入の強化により建造を前倒しする。
（５）老朽船・旧式船舶および単船殻タンカーの淘汰処分の加速
老朽船・旧式船舶の廃棄・更新奨励政策に関する検討を行う。単船殻（単船殻二重底お
よび二重船殻一重底を含む）タンカーの強制淘汰政策の公布を急ぎ、規定年数を超えた船
舶の改造および運行の禁止を徹底する。
（６）生産設備の新規増加に対する厳格なコントロール
「造船業中長期発展計画（2006～2015 年）」に記載されている造船プロジェクトを除き、
各級政府の土地、海洋、環境保全、金融等の関連部門は、ドックおよびバースの新規建設
プロジェクトについて、その申請を受理しないこととする。大型海洋プロジェクト関連設
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備専用インフラプロジェクトの新規建設については、国の許可を得なければならない。ま
た、既存造船企業のドックおよびバースの拡張プロジェクトについては、今後 3 年間、暫
定的に許可を停止する。
（７）企業の合併・再編政策措置の整備
企業の合併・再編を奨励する政策措置を制定・公布して、余剰人員の配置や企業資産の
転換、債務の統合と処理、財税利益分配等の問題を適切に解決する。資本注入や銀行貸付
等の方法により、大型造船企業集団による合併・再編を支援する。中核造船企業によるそ
の他造船企業との合併・再編を支援し、技術改良プロジェクトを優先的に認可して、業界
の製品構造調整を後押しする。
（８）研究開発および技術改良に対する投入の強化
ハイテク船舶の研究経費に対する投入を強化し、ハイテク新型船舶、海洋プロジェクト
関連設備および重点付帯設備に関する研究開発を支援する。鍵となる共通基礎技術および
先進的製造技術についての研究を支援し、造船業における基準システムの構築を加速する。
舶用付帯設備と海洋プロジェクト関連設備および特殊船舶製造用の専用施設・設備等に関
する技術改良、大型造船企業の合併再編後の情報化推進およびビジネス・プロセス・リエ
ンジニアリング、中小造船企業を関連産業政策に合致させるために行われる調整・構造転
換、造船企業と研究機関による研究環境整備等の計画を支援する。
５．計画の実施
国務院各関連部門は本計画に基づいて作業配分を行い、部門間の意思疎通を強化し、密
接に協力し合い、関連政策措置を速やかに制定・整備して、計画の遅滞ない实施に努めな
ければならない。また、計画の事後評価作業を適時に实施して、速やかに評価意見を提出
しなければならない。
各関連地区は計画に定められた目標、任務および政策措置に従って、現地の实情を考慮
した上で具体的な实施プランの作成を急ぎ、实質的な成果が上がるようにしなければなら
ない。具体的な業務プランの策定および实施過程において発生した新たな状況や問題につ
いては、速やかに国家発展改革委員会、工業・情報化部等の関連政府部門に報告しなけれ
ばならない。
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電子情報産業調整振興計画
情報技術は現在、世界における経済・社会発展の重要な原動力であり、電子信息産業は
国民経済を戦略的かつ基礎的に発展させ、将来へ先導する中核産業である。また、同産業
は社会の雇用促進、経済成長の促進、産業構造の調整、発展方式の転換および国家の安全
保障の上で重要な役割を果たしている。世界的金融危機の影響に対応し、党中央および国
務院は、経済成長維持、内需拡大、構造調整という総体的要求を实行するとともに、電子
情報産業の安定的発展を保障し、構造調整を促進し、産業の高度化を推進する。以上を目
的として本計画を制定し、電子情報産業の総合的措置に対応するための行動案とする。計
画期間は 2009～2011 年とする。計画の主な内容は以下の通りである。
１．電子情報産業の現状と直面する情勢
改革開放政策の開始以来、中国の電子情報産業は持続的かつ急速な発展を实現し、特に
2000 年以降、産業規模・産業構造・技術水準とも大幅に向上している。2001～2007 年の
売上高の年平均成長率は 28%であり、2008 年の売上高は６兆 3,000 億元、工業付加価値額
約１兆 5,000 億元を实現した。これは GDP の約５%にあたり、当該年の GDP 成長への貢
献度は 0.8 ポイントを超えた。さらに、輸出額は輸出総額の 36.5%に当たる 5,218 億ドルで
あった。中国はすでに世界最大の電子情報製品製造基地となっており、通信・高性能コン
ピューター・デジタルテレビ等の分野において、技術面で一連の飛躍を成し遂げている。
しかし、世界的金融危機の影響により、2008 年下半期以来、電子情報製品の輸出増加速度
は減速し続け、売上高の成長速度も大幅に減速した。これにより主力分野および中核企業
の経営に困難をきたした。さらに、外資の導入額も著しく減尐したことにより、電子情報
産業の発展は厳しい局面にあると言える。同時に、中国の電子情報産業の根深い問題はい
まだ際立っている。有効な措置を取り、産業構造を調整し、最適化された産業パターンへ
の転換を推進し、技術革新を強化する必要がある。また、電子情報産業の持続的かつ安定
した発展を促進し、経済の安定的かつ急速な発展に貢献しなければならない。
２．指導思想、基本原則と目標
（１）指導思想
党の 17 期代表大会の精神を全面的に貫徹する。すなわち、鄧小平理論と「三つの代表」
重要思想を指導的思想とし、科学的発展観を一層貫徹するとともに確实に实行する。また、
成長維持、内需拡大、構造調整を主眼としつつ、改革開放路線を堅持し、自主イノベーシ
ョンを強化し、情報化と工業化の融合を推進する。さらに、環境の最適化によって規模面
での優位性を保障し、大型プロジェクトにより技術面での飛躍を導き、新たな応用技術に
より産業の発展を導く。輸出安定、内需拡大および国民の消費ニーズを満たすことで、電
子情報産業の安定的かつ比較的早い成長を維持する。また、資源を集中させ、主力分野に
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おける成果を得ることで、コア技術の向上および中核産業の自発的な開発能力を高める。
これにより業界の発展を促し、情報化と工業化の融合を進展させ、新たな成長ポイントの
育成を促進する。発展の中で安定を保ち、安定の中でスタイル転換を図りつつ、電子情報
産業の組織構造・製品構成と地域構成の調整を加速させ、産業の持続的かつ健全な発展を
实現する。
（２）基本原則
現在の情勢と長期的な展望を総合的に考慮する。最近の国外市場のニーズの急激な減尐
や、全世界の電子情報産業の大がかりな構造調整という情勢に対し、積極的な措置を取る
ことにより、産業の安定的成長を維持する。同時に、長期的な発展という視点に立ち、資
源を効果的に集中させ、主力分野において成果を上げることによって、産業構造の調整を
促進し、発展パターンを質の面で効果と利益を上げる構造へと転換するプロセスを加速す
る。
市場機能と政府の指導の連携を堅持する。産業の持続的かつ健全な発展を促進するため、
市場に配置された資源の基本的な役割を十分に発揮させ、システムやメカニズムを万全と
し、投融資環境を改善し、中核企業を育成し、イノベーション型中小企業を支援する。同
時に、国家は税制や金融政策の面で支援をさらに拡大することによって、集積回路・新型
ディスプレイデバイスおよびソフトウェア等の中核産業の自発的発展能力を強化する。
自主イノベーションと国際協力の連携を堅持する。自主イノベーションの歩みを速め、
システムユーティリティを牽引車としつつ、技術の自主開発を加速させる。同時に、世界
の電子情報製造業・サービス業の中国への移転誘致に引き続き注力し、外資導入水準を引
き上げる。また、国内企業に海外での発展空間を開拓させ、また電子情報産業における国
際分業体制における地位を向上させる。
（３）計画目標
成長維持・安定維持という点において確かな成果を上げる。向こう３年間にわたり、電
子情報産業の売上高の安定的成長を維持し、産業発展の GDP 成長への貢献度が 0.7 ポイン
トを下回らないようにし、３年間で新たに 150 万人の雇用を創出、うち大学生 100 万人分
の雇用を創出し、受け入れる。対外貿易の安定を維持する。新型電子情報製品および関連
サービスを育成し消費の目玉とし、情報技術の応用で旧来産業の再構築を図り、情報化と
工業化のさらなる融合を促進する。
産業構造調整・転換を大幅に進展させる。中核企業の国際競争力を増強し、自主ブラン
ドのマーケットでの影響力を大幅に向上させる。ソフトウェア・情報サービスの収入につ
いて、電子情報産業に占める比重を 12%から 15%％に引き上げる。電子情報加工貿易の産
業パターンの転換・高度化を着实に推進し、加工貿易企業の産業チェーンにおける機能を
伸ばし、国内の産業全体の高度化を促進する。国際的影響力と際立った特色を兼ね備えた
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産業の集合エリアを形成する。また、産業イノベーションシステムをさらに万全とする。
中核技術において成果を上げ、新世代移動体通信、次世代インターネット、デジタル放送
用テレビ等の分野における応用・イノベーションにより、新たな成長のポイントを創出し、
産業発展パターンの転換において大きな進展を遂げる。
３．産業調整振興の主要な任務
今後３年間で、電子情報産業は９つにおよぶ主力分野において、中核産業の安定的成長
の確保、戦略的中核産業のブレークスルーの实現、新たな技術的応用を通じた新成長の实
現という３つの重要な役割を担う。
（１）コンピューター、電子デバイス、オーディオビジュアル製品等の中核産業の安定成
長の確保
産業システムを万全とし、輸出の安定を維持し、都市・農村市場の開拓、外資導入水準
の向上、産業集中の効果発揮により、コンピューター、電子デバイス、オーディオビジュ
アル製品等の中核産業の安定的発展を实現する。
コンピューター産業の競争力を強化する。製品の研究開発・工業設計能力の向上を促進
し、ノートパソコン、ハイエンドサーバー、大容量メモリおよびプロセスコンピューター
等の主力製品を積極的に開発する。また、設計を中核とし、製造を基礎とし、キーパーツ
の組み合わせ能力に優れたコンピューター産業システムを構築する。パソコン市場の開拓
や、周辺機器市場を積極的に開拓し、自主設計 CPU を基礎とした低コストコンピューター
や自らが知的財産権を有するプリンター、税計算可能なレジスター等の製品の普及に努め
る。中核産業の海外進出を支援し、全世界、特に新興国・途上国市場の開拓をより一層前
進させる。
電子デバイス製品の高度化を加速する。完成品のニーズに合致する方向で、国内におけ
る完成品組み立て用のデバイス・パーツ製品構成を調整する。また、チップ、新型電力採
用電子デバイス、高周波デバイス、半導体照明、ハイブリッド集積回路、新型リチウムイ
オン電池、アモルファス太陽電池と新型プリント基板等の製品の研究開発・生産能力を向
上させ、完全な組み合わせで、相互補完し合う電子デバイス産業システムの基本を構築す
る。無公害・エコロジー型の基礎デバイスおよび基幹材料の開発を促進し、製品の性能お
よび信頼性を向上させるとともに、電子デバイスおよび基礎材料の回収利用レベルを高め、
物流および管理コストを削減し、製品の輸出競争力を一層高め、国際市場におけるシェア
を維持する。
オーディオビジュアル機器産業のデジタル化を推進する。テレビメーカーとチップ設
計・ディスプレイモジュール企業の垂直統合を支援し、完成品企業の強者連合を促進、イ
ノベーション事業への投資を拡大させることにより、国際競争力を高める。「４C」（コン
ピューター、コミュニケーション、カスタマー用電子製品、コンテンツ）の融合を推進し、
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デジタル家電および新型消費者向け電子製品の発展を促進する。システム・メカニズムの
イノベーションを推進し、アナログテレビのデジタルテレビへの移行を加速し、全国網の
ケーブルテレビ、地上波・衛星放送が相互に補完しあうデジタルテレビ放送ネットワーク
の構築を推進する。さらに、デジタル番組ソースを豊富にし、ハイビジョンテレビ番組の
放送を推進し、デジタルテレビ普及を促進する。デジタル放送局設備、電波発射設備、衛
星受信設備のアップグレード・モデルチェンジを促し、デジタルシネマ化のプロセスを短
縮し、オーディオビジュアル関連産業全体の高度化を实現する。
（２）集積回路、新型ディスプレイデバイス、ソフトウェア等の革新産業のキーテクノロ
ジーにおけるブレークスルー
世界的な産業競争情勢により構造調整が加速している機会を捉え、自主的イノベーショ
ンの見地から、国際協力を強化しつつ、資源、環境保護、市場、技術、人材等の各種要素
を一本化し、大型プロジェクト实施を適切に計画し、集積回路、新型ディスプレイデバイ
ス、ソフトウェア等の中核産業のキーテクノロジーにおけるブレークスルーを实現する。
集積回路産業システムを万全とする。中核メーカーの効率的な資源の整理統合を支援し、
イノベーションへの投資を拡大させることにより、製造技術のレベル向上を推進する。国
際的なチップメーカーの中国への投資、生産基地・研究開発センターの増設に対する誘致
と支援に引き続き注力する。集積回路の設計へのサポート・サービス体系を万全にし、産
業の集中を促進する。チップ設計企業および完成品メーカーの協力関係を強化し、レベル
の高い完成品により国内の有効需要量を上昇させる。また、設計企業間の合併・再編を支
援し、国際競争力を持つ大規模企業を育成する。集積回路の大型プロジェクト实施および
科学技術の専門研究の相乗効果により、ハイエンドの汎用チップの設計開発および製品化
を推進し、一部の専用設備の製品化・応用を实現し、先進的かつ万全な集積回路関連産業
チェーンを形成する。
新型ディスプレイ産業発展のボトルネックを打破する。計画を統合し、合理的に配置し、
ディスプレイパネル生産を中核としつつ、新型ディスプレイ産業システムを万全にする。
国による資金誘導および企業の資本市場における資金調達の相乗効果により、融資ルート
を広げ、企業のイノベーション発展能力を強化する。確立された技術の産業化と将来性の
ある技術の研究開発を平行して行い、ディスプレイ産業の発展におけるイニシアチブを
徐々に掌握する。グローバルな産業資源を十分に利用し、特に台湾海峡両岸にまたがる産
業協力を強化し、新型ディスプレイパネルの生産、完成品のモジュール一体化設計、ガラ
ス基板の製造等の分野でのキーテクノロジーにおけるブレークスルーを实現する。
ソフトウェア産業の自主発展能力の向上。国家科学技術大型専門プロジェクトによって、
国産基本ソフトウェアのイノベーション能力の向上に力を入れる。中国語ワープロソフト
（尐数民族言語ソフトウェアを含む）、情報セキュリティソフト、工業用ソフト等重要ア
プリケーションソフトおよび組み込みソフト技術・製品開発を支援する。また、基幹分野
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での主要ソフトウェア制御技術で成果を得て、基本ソフトウェアおよび CPU の相互発展を
促進する。国産ソフトウェア・業界のソリューションの普及・応用を強化し、ソフトウェ
ア産業と旧来産業の融合・発展を推進する。大型中核企業が資源を効果的に整理統合し、
企業の实力と国際的競争力を増強する。中小ソフトウェア企業を産業団地へ集中させ、総
体的に発展させ、ソフトウェア業界の国際協力関係をより強化する。
（３）通信設備・情報サービス・情報技術の応用等の分野における新たな成長ポイントの
育成
情報インフラの整備を加速し、業務面での革新およびサービス面での革新に力を入れ、
情報技術の経済社会分野での運用を強化し、情報技術による旧来産業の再構築を積極的に
行い、新たな技術的応用により新たな成長を促進する。通信設備製造業の成長を加速する。
また、新世代ネットワークの構築を契機に、設備メーカーと通信キャリアの相互作用を強
化、製品とサービスの融合とイノベーションを推進し、大規模な応用により通信設備製造
業の発展を促す。さらに、第三世代移動通信ネットワーク、次世代インターネットおよび
ブロードバンド・光ネットワークの構築を加速し、新世代移動通信ネットワークの特徴と
モバイルインターネットのニーズに適応した新たな業務・新たなアプリケーションを開発
することにより、システムおよび端末製品のアップグレード・世代交代を促進する。IPTV
（インターネットテレビ）、携帯電話テレビ等の新興サービス業の発展を支援する。コン
テンツ企業・端末メーカー・通信設備企業・キャリアが相互補完的に、ウィンウィンの関
係となる新たなシステムを構築する。
情報サービスの新たなモデルおよび新たな業態の育成を加速する。ソフトウェアのサー
ビス化の流れを把握し、情報サービス業務・パターンのイノベーション、公共情報ソース
の総合的利用を促進することにより、中国の経済・社会のニーズに適応した情報サービス
業務の開発を一層進める。全世界のオフショアサービス・アウトソーシング業務を積極的
に請け負い、政府系サービス部門およびや企業・事業所においてアウトソーシングデータ
処理、情報技術運用メンテナンス等の非中核業務を導入し、情報技術およびネットワーク
を基礎としたアウトソーシングサービスシステムを構築する。情報サービス業におけるサ
ポート・サービス能力を向上させ、万全な機能・合理的なバランス・最適化された構造を
持ち、産業の国際的発展ニーズを満たす公共サービスシステムの基礎を確立する。
情報技術の融合・応用を強化する。研究開発および設計・フローコントロール・企業マ
ネジメント・マーケティング等のキーポイントの一環を、情報技術と旧来工業との連携を
推進することにより、工業のオートメーション化、電子情報化およびマネジメントの近代
化レベルを向上させる。業界のソリューション開発および普及を加速し、業界の応用試験
用モデルプロジェクトを組織的に展開し、RFID（電子タグ）・カーエレクトロニクス・機
械電子・医療電子・工業制御および計測等の製品およびシステムの開発および基準の制定
を支援する。電子情報企業と伝統工業企業の多層的な協力を支援し、情報化と工業化の融
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合を一層促進する。国の民生改善関連プロジェクトの实施と連携しつつ、電子情報関連教
育・医療・社会保障や交通等の分野での応用を強化する。「三農（農業・農村農民・）」
の IT サービス水準を高め、農業と農村の情報化を加速し、農業関連の電子製品および情報
サービス産業を発展・拡大させる。
４．政策措置
（１）内需拡大措置の確実な実行
国民経済と社会の情報化の实現および家電下郷（農村での家電購入時の補助政策）やそ
の他主要産業調整・振興計画の实施を総合的に組み合わせ、電子情報産業の将来市場を開
拓する。また、第３世代移動通信ネットワーク・次世代インターネット・デジタルテレビ
ネットワーク、ブロードバンド光ネットワークおよびデジタルシネマの建設・構築を推進
し、国内の関連産業の発展を促進する。サービスメカニズムを整備の上普及させ、農村に
おける情報化を推進することにより、農村の電気通信およびラジオ・テレビ電波のカバー
範囲を増強し、「村村通」（全ての農村に電話を敷設するプロジェクト）を加速させる。
国内の太陽光発電市場の発展および LED（発光ダイオード）による省エネルギー照明製品
の普及を支援する。国の資金サポートを受けた大型プロジェクトに関連する保障・協力メ
カニズムを構築し、電子情報製品および関連サービスの発展を促進することによって、国
内企業の相互支援を促す。
（２）政府による投資の拡大
国は電子情報産業への投資に力を向けており、今後も資金投入に一層注力して、以下の
６項目のプロジェクトを实施する。①集積回路の高度化、②新型ディスプレイおよびテレ
ビ工業のスタイル転換、③TD-SCDMA 第３世代移動通信産業の新たな飛躍、④デジタルテ
レビ・シネマの普及、⑤コンピューターのアップグレードおよび次世代インターネット応
用、⑥ソフトウェアおよび情報サービス産業の育成。さらに、自主イノベーションおよび
技術改良プロジェクト实施を支援する。地方のプロジェクトの基幹分野や主要プロジェク
トへの資金援助を奨励し、社会資源の電子情報産業領域への投入を促す。情報技術による
旧来産業の再編への予算投入規模を拡大する。
（３）政策的支援の強化
「国務院のソフトウェア産業および集積回路産業の発展奨励に関する若干の政策発表に
ついての通知」（国発（2000）18 号）において明確にされている政策を引き続き实施し、
ソフトウェア産業および集積回路産業の発展に対し一層の支援を行うための政策措置を速
やかに検討する。液晶等の新型ディスプレイデバイスの優遇政策をより万全にし、かつ適
切な期間延長する。デジタルテレビ政策を確实に实行し、「３大ネットワーク（電気通信、
ラジオ・テレビ、インターネット）の融合」を推進する。ハイテク企業を認定する業務に
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おいて、電子情報産業の発展状況に基づき認定項目および基準を適切な時期に調整する。
太陽光発電および半導体照明の普及・応用を奨励する政策を検討・施行する。
（４）投融資環境の整備
経済発展を促進させる金融関連政策措置を遂行し、電子情報産業への貸付支援を拡大す
る。地方政府の投資拡大を促し、信用担保システムの機能を効果的に発揮し、金融機構が
中小電子情報企業に対し、より多くの融資サービスを提供できるよう支援する。産業団地、
ビジネスインキュベータ等の産業集中エリアを中心とし、中小電子情報企業の共同債券発
行の試行地域を拡大する。条件を満たす電子情報企業が、先進技術導入や製品のモデルチ
ェンジをする際に伴う外貨資金ニーズに対しては、輸出入銀行の優遇利息率を採用した輸
入貸付の方法によって、サポートを与える。ベンチャー企業創業への投資を積極的に展開
し、海外帰国人材の国内における創業・発展の支援に力を入れる。優遇条件を確实に实行
し、商業検査および物流コストを低下させ、外資系企業が中国において生産規模を安定さ
せ、投資を拡大する機会をサポートする。産業団地の公共インフラおよびサポート・サー
ビスシステム構築を強化し、産業集中エリアの環境を最適化し、発展を促す。税関特殊監
督管理エリアの政策および機能を効果的に生かし、密輸取り締まりにさらに注力し、電子
情報製品の研究開発・メンテナンス・配送およびアウトソーシング業務の発展を促進する。
（５）優良企業による合併・再編の支援
集積回路、ソフトウェア、通信、新型ディスプレイ等の主要分野において、優良企業が
国内資源を整理統合し、さらに、海外進出によって IT 企業の合併・出資や、マネジメント
レベルを向上させ、国際競争力を増強する機会を支援する。金融機関による電子情報企業
の再編支援を奨励する。
（６）国際市場のさらなる開拓
一部の電子情報製品の輸出増値税還付を引き続き維持するとともに適度に拡大し、輸出
信用保険により電子情報製品輸出を効果的に促進し、輸出貸付を中小電子情報企業へ積極
的に適用させる。科学技術による貿易振興計画を遂行する。総合的措置を採用し、企業の
新興市場開拓のための条件を作り出し、企業が海外に進出し、研究開発・生産基地を設立、
国外の販売ネットワークを構築する機会を支援する。外国政府と企業間の協力を拡大し、
TD-SCDMA 等のスタンダード技術の海外市場での拡大と商業利用の推進に力を入れる。オ
フショアサービスのアウトソーシングの発展をサポートする政策を確实に实行し、ソフト
ウェアアウトソーシングの発展を推進する。
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（７）自主イノベーション能力構築の強化
国による科学技術大型専門プロジェクトの实施や、産業イノベーションの発展を推進す
る。移動通信、ノートパソコン、ソフトウェア、新型ディスプレイデバイス等の分野での
イノベーション能力を強化し、公共の技術プラットフォームを万全にする。電子デバイス
メーカー、システムセットメーカー、ソフトウェアおよび情報サービス企業が多様なスタ
イルで産業パートナーシップを結成し、連携・共同によるイノベーション事業を促進する。
TD-SCDMA・地上波デジタルテレビ・モバイルテレビ・デジタルオーディオビデオのエン
コードおよびデコード、中国語ファイル形式、WAPI（無線 LAN 安全基準）、デジタル設
備などにおける、情報ソースの共有等を行うことでスタンダード産業化へのプロセスを強
化する。さらに、RFID、デジタル版権管理、デジタル家電の中核となる基準の制定や普及
作業の推進に力を入れ、工業用ソフトウェア、情報セキュリティ、電子情報サービス基準
や規範の制定を推進する。電子情報製品およびサービスの知的財産権保護を強化する。集
積回路の高度化などの６大プロジェクトの实施に必要な優秀な人材採用を、国の海外帰国
者優秀人材採用関連計画に組み込むことにより、国内の研究開発水準を向上させる。
５．計画の実施
各地域の政府は計画によって確定された目標・任務および政策措置に基づき、現地の实
際の状況に合わせ具体的かつ確实な实施案を速やかに制定し、实効性の高いものとしなけ
ればならない。具体的な作業案および实施過程において出現した新たな情況・新たな問題
は国家発展改革委員会、工業・情報化部等の関係部門に即時報告する。
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軽工業調整振興計画
軽工業は国民経済の重要産業として、市場の繁栄、輸出の増加、雇用の拡大、「三農（農
業、農村、農民）
」問題への対応等、経済と社会の発展を左右する重要な役割を担っている。
国際金融危機の影響に対応するため、党中央および国務院は、経済成長の維持と内需拡大、
構造調整という全体要求の内容を確实に達成するため、また軽工業の安定的発展を保証し
つつ、産業構造の調整を加速し、産業全体のレベルアップを図るため、特に本計画を策定
し、軽工業における総合的な対策措置に関する行動プランとする。本計画の实施期間は 2009
～2011 年とする。
１．軽工業の現状と直面する情勢
21 世紀に入ってから、中国の軽工業は急速に発展している。業界の規模、实力とも明ら
かに向上し、産業競争力も絶えず強化され、雇用の吸収と農村福祉において顕著な役割を
担っている。2008 年、中国の軽工業界は GDP の 8.7%を占める２兆 6,235 億元の工業増加
額を生み出した。また、家電、皮革、プラスチック、食品、家具、各種金属製品等の分野
において、合計 100 種類以上の製品が生産量世界第一位となっている。輸出額は輸出総額
の 21.7%を占める 3,092 億ドルで、その輸出先も 200 以上の国・地域に渡っており、家電、
皮革、家具、羽毛製品、自転車等の製品の国際市場におけるシェアは 50%を超えている。
軽工業界全体としては 3,500 万人の雇用を創出している。軽工業に属する業種の 70%、総
生産高の 50%が農産品および農業副産品の加工と関連しており、２億人を超える農民に直
接的な利益を与え、三農問題の解決において不可欠な役割を果たしている。パルプ・製紙、
家電、プラスチック製品、皮革等の業界では、国外技術と核心設備の導入および消化吸収
を通じて、比較的高水準の総合イノベーション能力と一定レベルの自主イノベーション能
力を備えるに至っている。全体として見れば、中国はすでに軽工業製品の生産大国、かつ
消費大国となっている。
しかしながら、軽工業の急速な発展と同時に、長期にわたり蓄積された矛盾も徐々に顕
在化しつつある。第１に、自主イノベーション能力の低さが挙げられる。輸出製品は相手
先ブランド生産（OEM）が主体で、製品の付加価値が低く、核心技術・設備も輸入に頼っ
ている。第２に、産業構造の早急な調整の必要性である。生産設備は主に沿海地域に分布
し、中西部地域の発展が遅れている。また、輸出市場は主に欧州、米国、日本に集中し、
多元的な構造を形成するに至っていない。加えてミドル・ローエンド製品が多く、高品質、
高付加価値製品が尐ない。低水準の生産設備の重複的な建設と盲目的な規模拡張も深刻で
ある。第３に、省エネルギーおよび排出量削減における任務（政府提示の目標）とのギャ
ップである。軽工業分野から生じる化学的酸素要求量（COD）は全国の工業排出総量の 50%
を占め、廃水排出量も全国の工業廃水総量の 28%を占めている。第４に、製品の品質問題
が多いことである。製品の品質保証体系が完備しておらず、企業自身の品質安全意識も薄
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く、食品の安全に関わる事件がしばしば発生している。
2008 年下半期以降、国際金融危機は中国の軽工業に重大な打撃を与えた。国内外市場の
需要と供給のバランスが崩れ、製品の在庫圧力が甚大なものとなったことから企業への融
資も困難になり、生産・経営において苦境に陥るなど、軽工業の安定的発展という目標は
厳しい試練に直面している。とはいえ、中国の軽工業は市場経済化の程度が比較的高く、
適応能力が強いことに加えて、国際市場において製品が一定の優位性を有しており、軽工
業の発展に向けて大きな市場空間を提供している。従って巧みに時期を捉え、市場の淘汰
（原文：倒逼）メカニズムを十分に利用し、思い切った総合的措置を積極的に採用するこ
とにより、軽工業の調整振興の实現は可能である。
２．指導的思想、基本原則と目標
（１）指導的思想
党の 17 期代表大会の精神を全面的に貫徹する。すなわち、鄧小平理論と「三つの代表」
重要思想を指導的思想とし、科学的発展観を一層貫徹するとともに確实に实行する。経済
成長の維持、内需拡大、構造調整という全体要求にしたがって、総合的な措置を講じ、都
市部および農村部の市場ニーズの拡大、国際市場の安定化と開拓、ならびに軽工業の安定
的発展の保持を図る。自主イノベーションの加速を通じ、技術改良の实施、自主ブランド
の構築を推進し、立ち遅れた生産設備を淘汰することにより、軽工業の産業構造調整と産
業のアップグレード促進に尽力する。グリーン・環境、品質安全と循環型経済という軽工
業の新たな発展の道を歩み、軽工業市場の繁栄、雇用を拡大し、三農に対応する支柱産業
としての地位をより一層強化する。
（２）基本原則
①積極的に内需を拡大し、国際市場の安定化を図る。消費面での政策誘導を強化し、効率
よく供給を増大させ、軽工業製品の消費を促進する。伝統的な輸出市場を保持しつつ、国
際新興市場を開拓する。
②重点業種を主体とし、中核企業を養成する。産業関連度が高く、雇用吸収能力が高く、
消費促進効果が顕著で、構造調整のリードに大きな役割を果たす業種を調整・振興の重点
とし、優良な品質を維持し、強い市場競争力を持ち、自主ブランドを保有する中核企業の
発展・拡大を支援する。
③中小企業を支援し、雇用を促進する。積極的な信用貸付、信用担保等の政策を採用する
ことにより、業績良好、かつ発展に向けてのポテンシャルを持つ中小企業を支援し、中小
企業の労働力・雇用吸収作用を十分に発揮させる。
④技術の進歩を加速し、立ち遅れた生産設備を淘汰する。企業の自主イノベーション能力
を向上させ、設備の自主化と核心技術の産業化を重点的に推進する。製紙、家電、プラス
チック、照明用電気製品等の業種において技術改良のペースを加速させる。エネルギーや
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水を大量消費し、環境汚染度が高い、低効率で立ち遅れた技術および設備を淘汰し、生産
設備の新設を厳格にコントロールする。
⑤製品の品質を保障し、食品の安全を強化する。食品、家具、玩具・装飾、内装等の人民
大衆の健康に関わる業種を重点とし、品質管理を強化する。品質基準・検査体系を完備し、
偽物・务悪製品の製造販売という違法行為に対する管理を強化し、製品の使用と食品にお
ける安全を保障する。
（３）計画目標
①生産の安定した成長を保持する。輸出の安定と内需拡大を促進し、軽工業の生産・販売
を安定成長させ、業界全体の収益を回復させるとともに、３年間に新たに累計 300 万人前
後の雇用を創出する。
②自主イノベーションの实効性を高める。インバーターエアコンのコンプレッサー、新エ
ネルギー電池、農業用新型プラスチック材料、新型省エネエコロジー光源等の核心生産技
術において技術的難題をクリアする。重点業界の設備の国産化水準を着实に向上させ、中
型高速製紙プラントの国産化を实現し、食品設備の自給率を 60%に高める。
③産業構造を最適化する。企業の再編を進展させ、年間売上収入 150 億元以上の大型軽工
業企業集団を 10 グループ程度形成する。軽工業における特色区域および産業クラスターを
100 カ所程度増加させ、東部と中西部の軽工業の発展を調和させる。また、新たな自主ブラ
ンドを 100 前後増加させる。
④汚染物質の排出を確实に減尐させる。2011 年までに、主要業種の COD 排出を 2007 年度
比で 25 万 5,000 トン、10%減尐させ、うち食品業界は 14 万トン、製紙業界は 10 万トン、
皮革業界は１万 5,000 トン減尐させる。廃水排出は 2007 年度比で 19 億 5,000 万トン、29%
減尐させ、うち食品業界では 10 億トン、製紙業界では９億トン、皮革業界で 5,000 万トン
減尐させる。
⑤立ち遅れた生産設備の淘汰を实行する。立ち遅れたパルプ製紙設備 200 万トン以上、低
効率の冷蔵庫（冷凍庫含む）3,000 万台、皮革 3,000 万枚、水銀含有アルカリマンガンボタ
ン電池 90 億個、白熱灯６億本、アルコール 100 万トン、化学調味料 12 万トン、クエン酸
５万トン分の生産設備を淘汰、廃止する。
⑥安全性・品質を全面的に向上させる。軽工業の基準体系を完備し、国家および業界の基
準 1,000 項目を制定、改定する。各生産企業は企業資質に関する合格水準を満たし、内部
管理制度を完備させるとともに、一定規模以上の食品生産企業については一律に GMP（優
良製造基準もしくは「製造管理および品質管理規則」）の要求内容に基づいて生産システム
を整備するものとする。また、品質安全保障メカニズムをより健全化し、製品の品質は全
て法律・法規および関連基準の要求に適合するものとする。
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３．産業調整振興の主要な任務
（１）国内外市場の安定
①国内消費を促進する。
「家電下郷（家電製品の農村部への普及）」の試行成果を踏まえ、
農村における家電の物流、販売、メンテナンス体系を完備させることにより、「家電下郷」
を適切に实行する。皮革、家具、金属、家電、プラスチック、文房具・スポーツ用品、縫
製機械、製糖等の業種において重点専門市場を構築し、専門流通市場の役割をより一層発
揮させる。工業・商業両種の企業間のより高度な協力の展開を指導し、市場ニーズ情報の
伝達を加速し、商業・貿易企業による軽工業製品の購買・販売規模の拡大を奨励する。
②供給を有効的に増加させる。製品の色彩・種類を豊富化し、様々なレベルの消費ニーズ
を満足させる製品を研究・開発・生産する。安居プロジェクト（都市部中低所得層向け住
宅供給政策）
、新農村建設事業、教育・医療、災害復興、農村インフラ、交通インフラおよ
び安心品質の食糧・食用油の農村と都市部コミュニティ（原文：社区）への供給モデルプ
ロジェクト等に関連する軽工業製品を生産する。個性的な文房具・スポーツ用品および特
色ある旅行・レジャー用品を開発する。尐数民族特有のニーズに応える製品を積極的に発
展させる。
③国際市場への対応の安定化と新規開拓を図る。貿易摩擦に積極的に対応し、日欧米等の
伝統的国際市場を保持する一方で、輸出多元化戦略を实施し、中東、ロシア、アフリカ、
北欧、東南アジア、西アジア等の新興市場を積極的に開拓する。第１に、多様な方式を通
じた中核企業の「海外進出（原文：走出走）
」を支援し、主要販売市場において物流センタ
ーと小売センターを設ける。第２に、経済貿易合作区を設立し、海外工業団地と経済貿易
合作区の建設を積極的に推進する。第３に、対外貿易専門市場の建設を継続して支援し、
東南アジア、中央アジア、北東アジア等の地域を目標とする軽工業製品の国境貿易専門市
場を建設し、中東、北欧、ロシア等のうち条件に符合する地域に中国軽工業製品貿易セン
ターを設立することにより、対外宠伝を強化し、貨物、人員の出入国を容易にする。第４
に、加工貿易の役割を発揮し、企業の加工貿易拡大を支援する。
④対外貿易サービス体系を健全化する。軽工業製品輸出に関する国内外の技術法規、基準・
管理サービスプラットフォーム・訓練体系、および品質安全に関わる事件の通報、返品検
査、予防・応急処置システムを構築することにより、企業の品質管理水準を向上させ、中
国製品のイメージを維持する。軽工業製品輸出の通関、検査手続を簡略化し、関連費用の
徴収基準を減額し、通関効率を向上させ、貿易の利便化を促進する。
（２）自主イノベーション能力の増強
①重点設備の国産化水準を向上させる。重点設備の導入・消化吸収および再イノベーショ
ンをベースに、技術的難題をクリアし、設備の国産化を加速する。製紙設備では幅広・高
速製紙プラントを重点的に発展させる。食品設備では新型の環境保護型分離設備、省エネ
高効率の蒸発濃縮設備、高速・無菌缶詰設備、クロスフロー濾過器、高速ボトルブローイ
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ング設備等を重点的に発展させ、これらの国産化率を現在の 40%から 60%に向上させる。
プラスチック成型設備ではフルクローズドループ制御サーボ駆動、電磁誘導過熱と多層押
出技術による押出成型設備を重点的に発展させる。工業縫製設備では電子制御式の高速多
軸多機能刺繌機、電子制御式の裁断プレス装置、光メカトロニクス設備の比重を 10%から
50%に高め、生産効率を 40%向上させる。
②核心技術のイノベーションと産業化を推進する。産学研の連携方式を採用することによ
り、農業用新型プラスチック材料、インバーターエアコン用コンプレッサー、高効率・省
エネ・省資源型冷蔵庫用コンプレッサー、トンネル式大型連続洗浄ユニット、砂糖とバイ
オエタノールの複合生産（原文：糖能聯産）
、新型省エネ環境保護光源、新型微生物高濃度
廃水処理用複合材料、特色ある機能を持つ界面活性剤、新エネルギー電池、汚染物質排出
削減および廃棄物の資源化利用等に関する核心技術、設備のイノベーションおよび産業化
を支援する。重点業界の公共技術イノベーションプラットフォームを設立し、食糧・食用
油、電池、皮革業界における国家プロジェクト技術研究センターを設立し、製紙、発行、
酒造、製糖および皮革技術のイノベーションコンソーシアムを設立する。
③公共サービスを充实させる。軽工業特色区域・産業クラスターの公共サービスプラット
フォームを構築し、企業に対し情報提供、技術開発、技術コンサルタント、製品デザイン・
開発、成果の普及、製品検査・測定、人材養成等のサービスを提供する。
（３）技術改良の実施の加速
① 業界全体の技術水準の向上を図る。製紙業界では高度脱リグニン技術、無塩素漂白技術、
中高濃度パルプ技術等の技術および全自動コントロールシステムを応用した技術改良を支
援する。家電業界では電気冷蔵庫、エアコン、洗濯機等の核心部品の生産ラインのアップ
グレード・改良を支援し、ハイエンドかつ高エネルギー効率の電気冷蔵庫、エアコン、洗
濯機等の製品の産業化を实現する。プラスチック業界では環境保護プラスチック建材、多
機能の幅広農業用フィルムの生産技術のアップグレードを支援する。界面活性剤業界では
環境保護表面活性剤の普及・応用を支援し、環境保護型機能性製品の産業化を实現する。
金属業界においては伝統的加工技術および設備のアップグレードを支援し、製造水準を向
上させる。
②企業の省エネ・排出削減を推進する。食品、製紙、電池、皮革等の業界を重点に省エネ・
排出削減技術の改良を实施する。食品業界では新型クリーン生産・総合利用技術の応用を
加速させる。製紙業界ではクリーン生産、非木材パルプの回収、汚染処理、メタンガス発
電技術の応用を加速し、汚染物質排出に関するオンラインモニタリングシステムを普及さ
せる。電池業界では無水銀ボタン式アルカリマンガン電池技術、一般の亜鉛マンガン電池
の無水銀・無鉛・無カドミウム化、リチウムイオン電池によるニッケルカドミウム電池の
代替を重点的に普及させる。皮革業界ではヘアーセービング脱毛法、石灰不使用ライミン
グ、低環境汚染なめし法等のクリーン生産技術と固体廃棄物資源化利用技術の普及を加速
163
Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

させる。重点業界のクリーン生産普及計画を立案し、重点業界の企業の循環型経済モデル
プロジェクトを支援する。
「国家重点省エネルギー技術普及目録（第一部）」の軽工業業界
における省エネ技術を普及させる。食品、製紙、電池、皮革業界の省エネ、排出削減計量・
統計・計測体系のハード・ソフト両面の整備を支援する。
③製品構成の調整を図る。市場で欠乏している製品の展開、製品構成の最適化を支援し、
自給率を高める。農業副産品の高付加価値加工（原文：深加工）を支援し、油料作物の種
類の多様化を重点的に推進し、高効率、低消費、グリーン生産を实施することにより、油
料作物の高付加価値転換および高付加価値開発を促進する。落花生油 100 万トン、菜種油
100 万トン、綿实油 50 万トン、特殊油脂 100 万トンの生産設備を新たに増やし、食用植物
油の安全な供給を保障する。
「全国森林・製紙一体化プロジェクト实施「十五（第 10 次五
カ年計画）
」および 2010 年専門計画」を継続实施し、重点プロジェクトの实施を加速し、
新たに木材パルプ 220 万トン、竹材パルプ 30 万トンの生産設備を増加し、国産パルプの比
重を高め、林業・製紙業が一体化した発展を促進する。
（４）食品加工安全専門プロジェクトの実施
①食品加工企業の適正化（原文：整頓）に大いに注力する。全国の食品加工企業に対し、
生産許可、市場参入許可、製品基準、品質安全管理の面での一項目ごとの検査を实施し、
衛生許可証、営業許可証明書、食品生産許可証等を取得していない違法な生産・加工企業
を断固として取り締まり、証明書を取得している企業についても不合格製品の生産、違法
な輸出入等の違法行為を厳格に取り調べ、偽物・务悪食品の製造販売、非食用原料・回収
食品を使用した食品生産加工等の違法行為については厳重に処分する。
②食品添加物・違法添加物への全面的な対応（原文：清理）を行う。レベルアップされた
食品添加物、違法添加物に対する専門検査・対応業務を展開し、
「食品添加物使用衛生基準」
（GB2760－2007）に照らして違法添加物とみなされる非食用物質および乱用されやすい食
品添加物の目録を整理・発布し、食品添加物の安全な使用に関する規範化を实施する。
③食品安全モニタリング能力の整備を強化する。食糧・食用油、肉および肉製品、乳製品、
食品添加物、飲料、缶詰、酒造、発酵、製糖、パン工業等の業界重点企業に対し、原料検
査、生産過程における動態モニタリング、製品出荷時の検査・計測等の先進的検査設備、
特にスピード検査・オンライン検査・測定設備を増加させるよう督促する。企業内部の品
質管理、モニタリングシステム・食品品質の追跡システムを万全化する。
④食品業界への参入許可を厳格化する。食品加工企業の原料生産基地、管理規範、生産手
順規定、製品執行基準、品質管理体系等の面における必須条件を明確化し、乳製品、肉お
よび肉製品、水産品、食糧、食用油脂、野菜・果物等の重点食品加工業界に対する産業政
策・参入基準の制定および改定を加速する。
⑤健全な食品リコール（原文：召回）および商品撤去（原文：退市）制度を構築する。不
合格食品の自主的リコールならびに強制的リコールおよび商品撤去に関する制度を構築・
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完備させ、食品リコールセンターを設立し、食品リコールの範囲、リコールのレベル等の
具体的規定を明確化することにより、食品リコールおよび商品撤去制度を实効化する。加
えて、食品品質安全についての苦情処理メカニズムを健全化し、苦情処理の管理を強化す
る。
⑥食品工業企業の信頼性メカニズムの構築を強化する。政府による指導、業界団体による
推進と企業による自律を通じ、法律・法規への依拠、社会道徳への立脚、企業自律の重視、
社会からの監督による拘束を特徴とするとともに、信頼性に関する効果の評価が可能で、
信頼性に対する奨励・懲罰制度を有する食品工業企業信頼性メカニズムの構築を加速する。
具体的には食品工業企業の信頼性メカニズム構築についての指導意見を制定し、食品企業
信頼性メカニズム構築に関するモデルプロジェクトを展開する。また、食品工業企業の信
頼性メカニズムの構築に関する指導意見の徹底および实施に関する状況を追跡評価し、関
連規範・基準を適時修正・整備する。
（５）自主ブランド構築の強化
①優良ブランド企業の地区を越えた合併・再編ならびに技術改良およびイノベーション能
力の構築を支援する。これにより産業の整理統合を推進し、産業の集中度を高め、ブラン
ド企業の实力を強化する。また、企業の国際市場開拓を誘導し、国際展示会への参加、広
告宠伝、品質認証、公共サービスプラットフォーム等の多様な形式・チャネルを通じ、自
主ブランドの知名度・競争力を高める。
②国内有力企業の海外進出を支援する。生産の現地化を实施し、国際市場を開拓するとと
もに、製品のカバー範囲の拡大を通じてブランド影響力を高める。
③認証・検査測定に関する制度の整備に努める。主要な貿易相手国とのマルチレベルの交
流および協力を積極的に展開するとともに、国際社会の中国における検査測定、認証結果
への信頼度を高め、自主ブランドの国際的イメージを確立する。
④自主ブランド保護の強化を行う。宠伝にさらに注力し、企業と社会全体の著名自主ブラ
ンド保護意識・責任感を強化する。
（６）秩序ある産業移転の推進
①地域配置の最適化とともに、豊富な資源等の条件を有する地域において産業クラスター
発展の経験を充分に活用するよう奨励し、生産施設等の建設条件および経営環境を改善し、
産業移転を積極的に受け入れ、軽工業特色区域・産業クラスターの育成に注力する。
②業界の特徴と発展ニーズに基づいた産業移転の推進を行う。冷蔵庫、エアコン、洗濯機
等の家電業界の重点製品に関する研究開発・製造・集散の拠点を、従来の珠江デルタ、長
江デルタおよび環渤海地域から当該地域内の条件にかなう別地域または中西部地域へ移転
する。製革および製靴業界の東部沿海地域への集中を図り、東部沿海地域の優位性を利用
した研究開発、デザイン・貿易等を行うとともに、生産・加工については資源の豊富な別
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地域へと移転させる。陶磁器および発酵製品業界は原料供給において優位性を持ち、エネ
ルギーの豊富な地域へ移転させる。同時に、産業移転過程においては環境保護に関する法
律・法規を厳格に順守し、産業移転の「汚染移転化」を根絶する。
（７）製品の品質水準の向上
①製品の品質安全保障メカニズムの構築：第１に、
「中華人民共和国品質法」の確实な实施
により、市場参入許可制度と品質監督・サンプリング検査制度を厳格化し、品質安全リス
クモニタリング、予防、情報通報、迅速な措置および遡及調査、リコールおよび製品撤去
制度の構築を加速し、品質あるいは規定において違法行為・違反があった企業については
厳重に処罰する。第２に、企業の品質安全に対する主体的責任を着实に遂行させ、品質基
準を厳格に執行し、品質管理を全面的に強化し、原料購入、生産加工、出荷検査等の段階
における品質管理により、品質基準への適合を保障する。第３に、企業の規範的な品質信
用評価制度と品質信用記録発布制度の整備により、業界による自律性を強化する。第４に、
国家品質検査・測定技術サービスプラットフォームの整備により、検査・測定設備の水準
を向上させる。
②業界基準の制定・改定作業の加速：食品添加物、肉製品、酒造、乳製品、飲料、家具、
装飾・内装材料等の業界の新たな基準として 450 項目を制定する。そのうち食品添加物等
の国家基準は 70 項目、家具および装飾・内装材料等の業界の国家基準は 150 項目とする。
また、プラスチック、金属、皮革、洗浄用品、飲料等の業界において、制定後５年を経過
している 550 項目の基準を改訂する。家電、製紙、プラスチック、照明器具、金属、皮革
等の重点業界における安全基準、基礎的共通基準、重点製品に関する基準および検査・測
定方法について、さらなる基準の整備を行う。加えて、プラスチック分解、パルプ・製紙、
皮革なめし、電池回収等の資源節約および環境保護分野での基準の制定または改訂により、
相応の技術基準体系を整備する。
（８）企業による自己管理の強化
法律に関する宠伝・普及にさらに注力し、企業の自律性を強化、企業の資質を全面的に
高めることにより、企業の遵法経営意識と社会的責任感を強化する。企業改革を進化させ、
現代的企業制度の建設を加速することにより、企業の管理機構を完備させ、企業管理の科
学性を高める。現代的管理理念を確立し、企業管理を強化し、経営意思決定、製品デザイ
ン、資源配置、製品生産、品質管理、市場開拓等の水準を向上させ、市場ニーズへの迅速
な反応能力を強化し、販路に適した製品の開発に努力し、管理を通じて効率・利益の向上
を図る。人材トレーニングを重視し、社員の資質を高め、人的資源を合理的に配置する。
（９）立ち遅れた生産設備の確実な淘汰
産業の退出メカニズムを構築し、淘汰基準を明確化し、淘汰指標を数量化することによ
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り、淘汰政策の实施にさらに注力する。技術的に旧式で、資源・エネルギーの消耗度が高
く、環境保護基準に達しない生産設備の今後３年以内の淘汰に尽力する。製紙業界におい
ては年産３万 4,000 トン以下の草パルプ生産装置および年産１万 7,000 トン以下の化学パ
ルプ生産ラインを重点的に淘汰し、排出基準を満たさない、年産１万トン以下の古紙を原
料とする製紙工場を閉鎖する。食品業界では年産３万トン以下のアルコールまたは化学調
味料生産装置および設備を重点的に淘汰する。皮革業界では年間加工数３万枚以下の生産
ラインを重点的に淘汰する。家電業界ではフロンを発泡剤あるいは冷媒とする冷蔵庫、冷
凍庫、カーエアコン等の生産設備およびエネルギー効率の低い製品の生産設備を重点的に
淘汰する。電池業界では水銀含有量１ppm 超の円筒型アルカリマンガン電池および水銀含
有量５ppm 超のボタン型アルカリマンガン電池を重点的に淘汰する。また、省エネ電球へ
の交代を加速し、６億本相当の白熱電球生産設備を淘汰する。
４．政策措置
（１）
「家電下郷政策」の手当支給対象品目のさらなる拡大
農民の希望と業界の発展ニーズに基づき、電子レンジおよび電磁調理機を「家電下郷政
策」の手当支給範囲に組み入れるとともに、同一タイプの製品の購入は１家庭につき１台
という制限を２台に拡大する。中央政府の財政により尐数民族地域と地震被災地域への支
援を強化する。
（２）軽工業製品の輸出増値税還付率の一部引き上げ
「両高一資（高エネルギー消費・高汚染、かつ資源加工・消費型の産業）
」に属さない軽
工業製品の輸出増値税の還付率をさらに引き上げ、輸出増値税の還付を加速させ、即時・
全額の税還付を保証する。
（３）加工貿易目録の調整
「両高一資」製品の加工貿易禁止を継続する。ただし、国家の産業政策とマクロコント
ロールの要求に符合し、高エネルギー消費、高汚染ではない製品については、加工貿易禁
止を取り消す。労働集約型製品の一部および技術含有量が高く、環境保護・省エネ型の製
品は、加工貿易制限を取り消す。輸入資源を使用しかつ生産過程において汚染とエネルギ
ー消費が低い製品については、加工貿易の展開を許可する。
（４）農業関連製品の貯蔵問題の解決
食糧・糖類の国家備蓄を一層拡大する。地方政府が流動資金貸付における利息補填等の
措置を採用することを奨励するとともに、企業のパルプおよび紙、濃縮リンゴ果汁等の農
業関連製品の買上・備蓄支援をサポートし、製品の販売不振、在庫圧力の増大という状況
を緩和する。
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（５）技術イノベーションと技術改良の強化
重点設備の自主化、核心技術のイノベーションおよび産業化を支援するとともに、重点
業界の技術・設備水準向上、省エネ・排出削減を支援し、食品加工の安全確保および自主
ブランド構築等の活動を強化する。
（６）金融支援へのさらなる注力
「国務院弁公庁の当面の金融措置による経済発展の促進に関する若干の意見」（国弁発
〔2008〕126 号）をできる限り速やかに实行し、金融機関による軽工業企業への信用貸付
支援拡大を奨励し、経営状況が基本的に良好、かつ雇用促進効果が明確で、信用記録も優
良でありながら一時的な経営困難に陥っている一部の企業に貸付支援を与え、間もなく返
済期限を迎える貸付についてその期限を適宜延長することを許可する。税務部門による金
融機関の不良債権解消審査手続・順序を簡略化し、中小企業の貸付に対して、課税前準備
金の全額控除を实行する。加えて、条件を満たす企業の社債、事業債、中小企業集合債券、
短期融資債券等の発行を支援し、審査・承認手順を簡略化し、企業の資金調達ルートを拡
大する。中央政府・地方政府の財政により優良な資質を持ち、規範的な管理を行っている
中小企業信用担保機構に対する支援にさらに注力し、担保機構による中小型軽工業企業へ
の信用担保・融資サービス提供を奨励する。輸出貸付、輸出信用保険などの金融ツールを
利用して軽工業企業の貿易におけるスムーズな資金繰りを助け、国際貿易のリスクを予防
する。さらに、保険会社による品質関連保険・輸出信用保険の展開を奨励し、軽工業企業
に対するリスク保証の手段を提供する。インターネットを基盤とした中央集中式の動産・
権利担保登記センターを設立・整備することにより、登記手続きを簡略化し、登記手数料
を引き下げ、債権者の担保権益を確实なものとする。
（７）中小企業支援への大いな注力
現有の中小企業発展支援の専門資金（基金）等を軽工業企業向けに傾斜配分し、中央対
外貿易発展基金による条件を満たす軽工業企業の国外市場維持・開拓事業向け支援の实施
を強化する。また、関係規定に基づき、中小軽工業企業に対し、社会保険費の納付期限延
長あるいは関連社会保険費の引き下げ等の政策を实施する。
（８）産業政策による誘導の強化
発酵、食糧・食用油、皮革、電池、照明器具、日用ガラス、農業用フィルム等の分野に
関する産業政策および参入許可条件をできる限り速やかに検討・制定し、
「産業構造調整指
導目録」および「外商投資産業指導目録」の内容を適時調整する。環境保護、土地、信用
貸付、工商登記等の関連政策と産業政策の相互調整を行い、必要に応じて保護と圧力の両
効果を使い分ける形でのコントロール作用を充分に発揮させる。
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（９）合併・再編および立ち遅れた生産設備の淘汰の奨励
合併・再編関連政策を誠实かつ着实に实施し、流動資金、債務審査、社員の再就職等の
分野において支援を与える。また、合併・再編を实施する企業の技術イノベーション、技
術改良に優先的な支援を与える。各レベルの地方行政機関は軽工業の重点業界における立
ち遅れた生産能力の淘汰にさらに注力し、社員の再就職、企業の生産品目転換、債務解消
等の問題を解決し、社会の調和と安定を促進する。
（10）業界団体の役割発揮
産業発展、技術進歩、基準制定、貿易促進、業界参入許可および公共サービス等の分野
において業界団体の役割を充分に発揮させる。軽工業経済の運営および予測・警戒情報プ
ラットフォームを設立し、業界の状況・問題点を即時フィードバックし、企業が産業政策
を实施するよう指導するとともに、業界の自律性を強化する。
５．計画の実施
国務院各関係部門は、計画の作業配分に従って、関連政策措置の制定と改善を急ぎ、情
報交換を強化し、密接に協力し合い、計画の順調な实施を保証するものとする。関係部門
は計画の事後評価作業を適時展開し、速やかに評価意見を提出しなければならない。
各地区は計画によって確定された目標、任務および政策措置に基づき、現地の实際の状
況に合わせ具体的かつ着实な实施案をできる限り速やかに制定し、实効あるものとしなけ
ればならない。具体的な作業プランの策定および实施過程において出現した新たな状況や
問題については、速やかに国家発展改革委員会、工業・情報化部等の関係政府部門に報告
しなければならない。
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石油化学産業調整振興計画
石油化学産業は国民経済の柱となる産業であり、資源・資金・技術が集中し、他産業と
の関連性が高いことに加えて経済規模が多いという特徴を有する。同産業の各種の製品は
経済、生活、国防科学などそれぞれの分野で広く利用されており、関連産業のレベルアッ
プ促進や経済成長の牽引効果などを左右する重要な役割を担っている。国際金融危機に対
応するため、党中央および国務院は、経済成長の維持と内需拡大、構造調整という全体的
要求を確实に实現するため、また石油化学産業の安定した発展を保証しつつ、産業構造の
調整を加速し、産業全体のレベルアップを図るため、特に本計画を策定し、石油化学産業
における総合的な対応措置の行動計画とする。本計画の实施期間は 2009～2011 年とする。
１．石油化学産業の現状と直面する情勢
中国は石油化学製品の生産大国であり、消費大国でもある。21 世紀に入ってから、中国
の石油化学産業は急速な成長を続けており、産業規模は絶えず拡大を続け、総合的な力も
徐々に向上している。工業増加値は年平均 20%前後増加しており、国民経済の成長率を 1
ポイント押し上げた。化学肥料、農薬、精製石油製品、エチレン、合成樹脂などの製品の
生産量は世界でも上位に名を連ねている。1,000 万トン級の石油精製基地が 14 カ所、300
万トン級のエチレン生産基地が３カ所、雲南、貴州、湖北では３大リン酸肥料生産地が、
青海、新疆では 100 万トン級の肥料プロジェクト等が、相次いで竣工している。一方この
ような急速な発展の中で、長期にわたって累積してきた矛盾や問題点も日増しに顕著に現
れ始めている。主なものとして、以下の問題が挙げられる。産業の発展をみると、集約度
が非常に低く、産業配置に不合理な分散が見られる。イノベーションの力が弱く、ハイエ
ンド製品の生産技術や大型機械装置全般は輸入に頼っている。製品構成は、ミドルエンド・
ローエンド製品の割合が比較的高い。資源、環境面の制約は増大し、産業の発展と環境保
護の間の矛盾が激化している。農業資材の需要が高まっているが、ローコスト製品の生産
力が不足し、市場調整体系が整備されていない。一部の地域では資源や環境面の条件を考
慮せず、またエネルギー転換やエネルギー効率を無視して、闇雲に石炭化学工業の拡張が
進められている。2008 年下半期以降、国際的な金融危機により、石油化学産業も大きな打
撃を被った。国内外の市場で需要が落ち込んだため生産量は下降し続け、企業の在庫が増
加、価格は大幅に下落し、業界は減益となるなど、生産・経営とも困難に直面している。
とはいえ、中国の石油化学製品需要は依然拡大期にあり、精製石油製品、化学肥料、農薬
などに対する需要は長期的に強いると見込まれることに加え、ハイエンドの石油化学製品
市場の潜在力も極めて大きい。このため、この好機に石油化学産業の調整と振興を加速し、
産業の安定と健全な発展を促進することが必要である。
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２．指導的思想、基本原則と目標
（１）指導的思想
党の 17 期代表大会の精神を全面的に貫徹する。すなわち、鄧小平理論と「三つの代表」
重要思想を指導的思想とし、科学的発展観を一層貫徹すると共に確实に实行する。経済成
長の維持、内需拡大、構造調整という全体要求に従って、石油化学製品市場の安定を図り、
産業の穏やかな成長を維持する。大型企業や生産基地を拠点として、石油精製・化学処理
の一体化、工業基地化、集約モデルの確立、循環型経済の発展、生態環境保護、安全生産
の促進という要求に従って、石油化学産業の産業配置を最適化する。国内外の資源を計画
的に配分し、農業物資の供給を保障する。自主イノベーションを推進し、技術改良を实施
し、ハイエンド製品を発展させ、イノベーションの力と管理レベルの向上に尽力する。構
造調整と産業のグレードアップを加速し、産業競争力を絶えず高め、基幹産業としての石
油化学産業の地位を一層強化する。
（２）基本原則
生産・運営の安定と産業振興を結び付ける方針を堅持する。石油化学産業が現在直面し
ている困難な状況の打開に力を尽くし、業界の安定を確实なものとすると共に、将来の発
展を見据え、成長方式の転換を加速して、産業の発展による作用を高める。
製品構成の調整と有効な供給の増加を結びつける方針を堅持する。有利な時機を捉えて、
資源配置を最適化し生産コストの削減を図ると共に、中・高級製品の割合を引き上げ、製
品のレベルアップとモデルチェンジを促進し、有効な供給力を増強して、市場の需要を満
たす。
技術改造と自主イノベーションを結びつける方針を堅持する。技術の導入・吸収を強化
し、産業技術を進歩させ、技術改良を強化して、石油化学産業技術の系統化および集積を
促進する。コア技術や先端技術の研究と開発を強化し、産業の発展を支える自主イノベー
ションの力を増強する。
重要プロジェクトの实施と産業配置の調整を結びつける方針を堅持する。重要プロジェ
クトの实施を加速する一方、石油精製・エチレン生産設備の新規建設を厳しくコントロー
ルして、統一的かつ計画的に対外協力プロジェクトの企画と分布を検討する。大型企業の
合併と再編を推進し、資源配分を最適化して、産業集中度の向上による集約化された発展
を促進する。
（３）計画目標
2009～2011 年の期間を通じ、石油化学産業の安定的かつ比較的早い発展の維持を目標と
する。2009 年には石油化学産業の安定を目指し、３年間の調整と振興を経て、2011 年には
産業構造を合理化へと導き、発展方式を明確に転換して、総合的な实力の大幅な向上を目
標とする。
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①生産量の着实な成長を維持する。2011 年までに、原油の加工量を４億 500 万トンまで引
き上げ、精製石油製品、エチレンの生産量をそれぞれ２億 4,750 万トンと 1,500 万トンま
で引き上げる。
②農業物資の保障能力を増強する。2011 年までに、化学肥料の生産量 6,250 万トン（有効
成分純量換算）、カリ肥料の生産量 400 万トン（同）を目指し、高濃度化学肥料の割合を
80%まで引き上げる。原料生産地における化学肥料の使用率を 60%まで引き上げ、生産コ
ストの大幅な削減を図る。市場調整に関わる需要に基本的に対応できるように、化学肥料
の備蓄調整を行う。高効率、弱毒性、低残留農薬の使用率を大幅に引き上げ、県・郷地域
における農業用ディーゼルオイルの供給ネットワークを着实に整備する。
③産業構造を合理化へ導く。精製石油製品の「北油南運（北部で生産し、南部に輸送され
る）」という現状を改善する。長江デルタ、珠江デルタ、環渤海地域周辺の産業集中度を
一層向上させ、2,000 万トンレベルの石油精製基地と 200 万トンレベルのエチレン生産基地
を３～４カ所建設する。同時に、石炭化学工業の盲目的な拡張を抑制する。
④製品構造を大幅に改善する。
2009 年には自動車用ガソリン全ての III 基準達成を目指し、
2010 年には自動車用ディーゼルオイル全ての III 基準達成を目指すとともに、2011 年には
軽質石油製品の回収率 75%の達成を目標とする。また、ハイエンド石油化学製品の国産化
率を大幅に引き上げる。
⑤技術進歩を大幅に加速する。ブチルゴムなどの技術の産業化を实現し、1,000 万トンレベ
ル以上の石油精製設備、100 万トンレベルのエチレン生産設備、大型微粉炭を原料とする合
成アンモニアの生成設備など、技術と機械一式の国産化を図り、石炭を原料とする液化燃
料、アルケン、グリコールなどのモデルプロジェクトの完成と操業を目指す。
⑥省エネ・排出削減で成果を挙げる。2011 年までに、石油化学産業企業の工業増加値当た
りのエネルギー消費量を 12%以上低減させ、汚水、二酸化硫黄および粉塵などの汚染物の
排出量を６%以上削減して、業界特有の汚染物の排出量を抑制する。総合的なエネルギー消
費を全体的に減尐させ、大型石油精製装置の原油１トン当たりの加工に対する標準石油の
消費量を 63 キログラム以下に抑え、大型エチレン装置のエチレン１トン当たりの標準石油
の消費量を 640 キログラム以下に抑えて、大型微粉炭を原料とする合成アンモニア生成装
置のアンモニア１トン当たりの総合的なエネルギー消費を 1.8 トン標準炭以下に抑える。
３．産業調整振興の主要な任務
（１）石油化学産業の安定した運営の維持
内需拡大、調整および重点産業の振興計画、「１千億斤（＝500 億トン）食糧増産計画」
など、各総合措置の实施を加速し、石油化学製品の消費を後押しする。石油化学産業の発
展に有利な税収政策および加工貿易政策を实施し、石油化学製品市場の拡大を図る。輸入
石油化学製品に対するモニタリングと早期警戒システムを強化し、海外製品のダンピング
を阻止して、石油化学製品の密輸を取り締まり、市場秩序を守る。石油製品品質基準を厳
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正に執行し、国家基準に満たない精製石油製品の市場への流入を厳しく禁止する。精製石
油製品備蓄と化学肥料備蓄を拡大し、企業の在庫圧力を低減する。積極的な融資措置を講
じて、企業の流動資金における困難を緩和する。
（２）農業物資の保障能力の向上
クリーンガスへの転換とエネルギーのカスケード利用技術を活用して、既存の窒素肥料
生産企業の原料と設備構成を調整し、原料石炭の多元化とコストの削減を实現する。エネ
ルギー生産地では大型窒素肥料生産設備を適量配備し、立ち遅れた生産設備を代替する。
リン肥料資源の配置を最適化し、硫黄および標準・低品質燐鉱石の総合利用などの技術を
普及させ、雲南、貴州、湖北の３大リン肥料基地の建設を引き続き進める。国内外のカリ
鉱石資源の探査と開発を強化して、青海、新疆のカリ肥料基地の発展を科学的に計画し、
カリ鉱石の共生資源や随伴資源の開発と利用を強化する。農薬の製品構成を調整し、高効
率、弱毒性、低残留品種を発展させ、原薬の集中生産を推進する。化学肥料の備蓄制度を
整備し、市場調整能力の向上を図る。農業用ディーゼルオイル供給ネットワークの構築を
強化し、季節的に高まる需要を満たす。
（３）石炭化学工業のモデルプロジェクトの段階的な展開
生産力総量のコントロールという方針を堅持し、立ち遅れた設備を淘汰して、生態環境
の保護に努め、循環型経済およびエネルギー化学工業との結びつきを発展させ、全てのサ
イクルにおけるエネルギー効率評価を实施する方針を推進して、石炭化学工業の闇雲な発
展傾向を断固抑制し、石炭化学工業を積極的に健全な発展へと導く。今後３年間は、生産
規模の単純な拡大を目的としたコークス、カーバイドなどの石炭化学工業プロジェクトの
審査および承認を停止し、原則的に石炭化学工業のモデル地点プロジェクトの新規立ち上
げは行わないものとし、既存の石炭を原料とする液化燃料、同アルケン、同ジメチルエー
テル、同メタンガス、同グリコールの５種類のモデルプロジェクトを重点的に实施して、
石炭のクリーン化への転換や石油化学原料の多元化への発展に向かう新たな道を模索する。
（４）重要プロジェクトの迅速な実施
「十一五計画（第 11 次５カ年計画）」で計画されている石油精製設備プロジェクト６項
目、エチレン装置プロジェクト８項目の重大プロジェクトの計画および实施を急ぎ、2011
年までに全ての設備が操業を開始できるように努める。既存の生産拠点にこれらのプロジ
ェクトの实施を加えて、1,000 万トン級の石油精製基地 20 カ所と 100 万トン級のエチレン
生産基地 11 カ所を形成する。また、石油精製企業とエチレン生産企業の平均的な規模をそ
れぞれ 600 万トンと 60 万トンにまで引き上げる。
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（５）重要プロジェクトの配置調整の統一的な計画
生態環境保護、循環型経済の発展、既存の企業をベースにした展開、消費市場への密着、
資源利用に便利な地点の選択、立ち遅れた生産設備の淘汰などの原則を堅持し、一体化、
工業基地化、集約化、産業コンビナートの発展モデルに基づいて、重要プロジェクトの配
置調整を統一的に計画し、石油精製・エチレン設備の新規建設を厳格にコントロールする。
新たに实施される重要な大型石油精製・エチレンプロジェクトの検証業務と实施地域の環
境への影響評価などの業務を確实に行う。当面は海外資源の利用と国内での協力・加工を
前提とした石油精製プロジェクトの準備作業を重点的に行い、好ましい条件を備えた既存
の大型精製企業を２～３社選抜して拡張を行う。また、中国・ミャンマーパイプラインの
進展状況に合わせて、西南地区の石油精製プロジェクトの配置調整に対する研究を適時行
う。
（６）技術改良を全力で推進
先端技術を自国技術にすること、キーテクノロジーの産業化、エンジニアリングの現地
化を加速し、関連技術基準および製品基準の研究と制定を直ちに实行する。資源の総合利
用技術と廃棄物の資源化技術を普及させ、工業基地化への発展とクリーン生産を推進し、
省エネ・汚染物排出削減を实現する。石油精製・エチレン生産業界では液化ガスを原料と
するハイオクタンガソリン、残留オイルの水素添加処理、資源のカスケード利用などの技
術を重点的に普及させ、石油資源の利用率を向上させる。窒素肥料業界では排水のクロー
ズドシステムなどの技術を重点的に普及させ、リン肥料業界では硫酸の生産における余熱
回収などの技術を重点的に普及させる。企業の技術改良を推進し、石油精製企業において
は石油製品品質のレベルアップ、エチレン装置の省エネ・消費低減を図るための改良と拡
張を展開する。窒素肥料生産企業では原料ルートと設備構成の調整を行い、リン肥料生産
企業は資源配置の最適化を实施する。また、農薬生産企業では高効率、弱毒性、低残留製
品の生産設備と農薬廃棄物の処置設備の建設、ハイエンド石油化学製品の生産設備の建設
などの業務を進める。
（７）立ち遅れた生産設備の淘汰の加速
工法技術が古く、製品品質が悪く、安全性が極めて低く、環境汚染が深刻な立ち遅れた
生産設備を淘汰する。石油精製産業には等量代替方式を適用し、100 万トン以下の低効率・
低水準の立ち遅れた石油精製装置を淘汰し、
100～200 万トンの石油精製装置を積極的に「閉
鎖・生産停止・統合・生産転換」へと導いて、コールタールや重油加工などを名目とした
石油精製プロジェクトの新たな实施を防止する。化学肥料業界は大型設備を新設し、小型
設備を廃止する方針により生産設備の置換を行い、技術が立ち遅れ、汚染が深刻で、資源
利用が不合理な生産設備の淘汰を進める。農薬業界は行政法規に基づいて、毒性や危険性
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の高い一連の農薬品種を淘汰する。カーバイド、メチルアルコールなどの製品の立ち遅れ
た生産設備の淘汰を加速し、汚染抑制力および産業の発展レベルを向上させる。
（８）生態環境保護の強化
石油化学工業は資源の消費量が多く、廃棄物の排出量が大きな産業であり、生態環境保
護および安全生産における責任は重大である。産業の監督と管理を強化し、産業の発展を
促進して、全国主体効能区計画との調和を図って行かなければならない。環境容量調査と
計画を強化し、石油化学産業をクリーンな発展と合理的な分布へと導く。産業協会（業界
団体）は職能部門と積極的に協力して、産業運営のモニタリング管理を強化する。生産企
業は国の法律法規を厳正に遵守し、生態環境の保護と安全生産責任を適切に履行して、事
故に対する緊急処置能力をさらに増強する。河川や湖周辺、および人口密集地帯などの地
域における産業の発展に対する監督と指導を重点的に強化する。環境保護や安全生産の要
求に適合しない企業は法に基づいて閉鎖および生産停止とする。既存の企業は必ず基準を
満たす運営を行わなければならず、新たに实施予定のプロジェクトは原則的に定められた
規格に基づいて設立され、環境設備と安全設備が整った当該産業分野の工業パークに建設
されるものとする。
（９）企業の再編および合併の支援
大型石油化学グループの戦略協力の展開を推進し、産業分布と上下流企業の資源配置を
最適化し、国際競争力を増強する。大型エネルギー企業と窒素肥料企業による戦略パート
ナーシップの展開を促し、相互の優位性を活かす。再編・合併による大手リン肥料生産企
業の集中度の向上をサポートする。大手カリ肥料生産企業による産業統合をサポートし、
カリ鉱石資源の合理的な利用を促進する。優位性を備えた農薬企業による地域を越えた統
合を奨励し、原薬、製剤生産の上流企業一体化の实現に努める。有力企業による再編・合
併をサポートし、産業規模の拡大を図り、ハイエンド石油化学産業を強化する。
（10）資源保障能力の増強
国内の石油資源の探査と開発を強化し、石油化学産業の原料の国内供給の安定を図る。
石油とカリウム資源の同時探査を展開して、青海や新疆などの地域のカリウム含有塩水お
よび海成相から産出するカリ鉱石資源の調査を進める。石油天然ガス、非鉄金属、石炭資
源の開発利用分野における硫黄回収を強化し、資源保障能力を増強する。「走出去（海外
進出）」戦略を積極的に实施し、国内の有力企業によるカリ鉱石、硫黄資源の海外開発と
海外協力を支援する。
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（11）企業管理レベルの向上
石油化学企業は自社の实情を踏まえて、産業調整と振興のチャンスをとらえることに努
め、全世界における生産要素配分能力を強化する。また、企業改革を一層進めて、現代企
業制度の確立を加速し、コーポレートガバナンス体制を整え、経営管理能力と科学的な戦
略決定能力を絶えず向上させて、企業の自社革新能力、リスク回遾能力および核心競争力
の増強に尽力する。加えて、品質管理と省エネ管理を強化し、安全生産監督・管理を強化
して、安全生産責任を厳正に履行する。環境保護活動を強化し、省エネ・エネルギー消費
の低減、および汚染物排出削減業務を確实に实施する。ワークチームの編成と高い素質を
持つ企業人材の育成を強化し、社会的責任を全面的に履行して、調和の取れた企業風土を
实現する。
４．政策措置
（１）化学肥料備蓄メカニズムの整備
中央政府と地方政府の閑散期における化学肥料の商用備蓄制度を整備し、閑散期におけ
る化学肥料の商用備蓄の調達と輸送を強化して、閑散期の備蓄を繁忙期に供給するための
健全、科学的かつ合理的な調整システムを確立し、繁忙期の供給を確保するとともに市場
価格の安定を図る。また、大手化学肥料生産企業の燐酸アンモニウムとアンモニアの備蓄
を支援する。国家化学肥料備蓄の研究と確保を急ぐ。
（２）石油製品備蓄の迅速な実施
備蓄施設の建設を加速し、現在の有利な時機を捉えて、精製石油の国家備蓄を増加する。
原油の商用備蓄手段を参考にして、精製石油の商用備蓄方法および制度をできるだけ早く
研究、制定する。
（３）融資政策による支援の強化
基本的運営、信用記録ともに比較的良好で、法律を遵守した経営を行っている企業のう
ち、競争力、市場ニーズの両方を有するものの、一期的に経営および財務上の困難が生じ
ている石油化学企業を対象とした、金融機関による融資提供を支援する。
（４）精製石油製品の価格決定メカニズムの整備
精製石油製品の価格に関する政策を整備するにあたり、消費税制度の改革と結び付けて
積極的に条件を整え、石油化学産業の発展に有利な精製石油製品の消費税徴収体制の確立
を急ぐ。
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（５）技術改良への資金投入の拡大
「石油化学産業の技術進歩と技術改良プロジェクトおよび関連製品目録」を制定し、石
油化学産業の振興と技術改良に対する専用資金を設け、石油製品の品質のレベルアップ、
化学肥料と農薬の製品構成の調整、ハイエンド石油化学製品の発展を重点的に支援する。
イソプレンゴムなどの先端技術の研究、普及および利用をサポートし、ブチルゴムやカプ
ロラクタムなどのキーテクノロジーの産業化を図り、大型エチレン生産設備のエンジニア
リングの現地化のためのモデルプロジェクトを实施する。
（６）海外資源の開発支援
誘致活動を強化し、審査・承認手続きを簡易化して、融資、為替、税収などの措置を整
え、条件に適合する企業の海外資源の調査と開発をサポートする。
（７）公平な課税政策の実施
石油化学産業と下流加工貿易の発展を統一的に計画することを目的として、石油化学製
品の輸出入税収政策と加工貿易政策を科学的に策定し、国産石油化学製品と加工貿易製品
および輸入石油化学製品に対する公平な課税を行う。また、化学肥料の輸出管理政策の整
備を急ぐ。
（８）企業の再編・合併の推進
企業の再編・合併に関する政策措置を確实に实施し、余剰人員の再配置、企業資産配置、
債務査定と処理、財務・税負担・利益分配等の問題を適切に解決する。資本金の投入、融
資貸付（銀行ローン、株券発行、企業債券、社債、中長期手形、非公開株の吸収）などの
手段を通じて中央企業の合併と再編を支援する。合併や再編を経た大手企業の技術改良や
製品構成の調整を支援する。
（９）産業発展政策の整備
関連産業の政策、燃料品質基準、産業汚染物排出基準、エネルギー利用と汚染物排出管
理規定、産業参入目録の制定（改定）を急ぎ、ハイエンド石油化学製品および技術目録の
研究と整備を奨励する。メチルアルコール、苛性ソーダ、純炭酸ソーダ等、生産力が過剰
となっている製品の生産設備および石油精製・エチレン装置の新設を厳格に抑制する。小
規模な石油精製設備など立ち遅れた生産装置の廃止や生産停止、および転換業務を履行し
ていない地域では、生産設備の増設プロジェクトの实施を禁止する。参入条件を全体的に
引き上げ、クリーン生産審査を強化し、電力使用料を差別化するなどして、立ち遅れた生
産設備の淘汰を急ぐ。事業撤退メカニズムを確立し、関連政策措置を整備して实施する。
重点プロジェクトの環境評価や土地利用審査およびプロジェクトの承認業務を加速する。
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（10）法に基づくアンチダンピングや密輸取締りなどの業務の着実な実施
石油化学産業の損害早期警戒システムを整備し、３大合成材料（合成樹脂、合成ゴム、
合成繊維）およびハイエンド石油化学製品の輸出に際する異常事態やその状況による国内
産業への影響に対するモニタリングを強化する。法に基づいてアンチダンピングなどの貿
易救済措置を講じ、公平な貿易秩序を守る。精製石油製品の輸出入監督と管理を強化し、
精製石油製品の密輸活動を厳しく取り締まって、国内市場の混乱を防ぐ。
５．計画の実施
国務院各関係部門は、本計画の作業配分に従って、情報交換および調整を強化し、密接
に協力し合い、関連政策措置の制定と改善を急ぎ、指導および監督・チェックを強化しな
ければならない。関係部門は情報の共同発表制度を確立し、産業調整や振興に関する情報
を随時国民に向けて発表しなければならない。また、関連部門は計画の事後評価作業を展
開し、速やかに評価意見を提出しなければならない。
各地域は計画に定められた目標、任務および政策措置に従って、現地の实状を考慮しつ
つ具体的な实施プランを作成し、实質的な成果が上がるようにしなければならない。具体
的なプラン策定および实施過程において発生した新たな状況や問題については、速やかに
国家発展改革委員会、工業・情報化部等の関係政府部門に報告しなければならない。
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非鉄金属産業調整振興計画
非鉄金属産業は重要な基礎原材料産業で、製品の種類が多く、応用分野が広いことに加
えて他産業との関連性も強く、経済の成長、国防の充实、社会の発展、雇用の安定等に重
要な役割を担っている。国際金融危機の影響に対応するため、党中央および国務院は、経
済成長の維持と内需拡大、構造調整という全体要求の内容を確实に達成するため、また非
鉄金属産業の安定した進展を保障しつつ、産業構造の調整を加速し、産業全体のレベルア
ップを図るため、特に本計画を編制し、非鉄金属産業における総合的な対応措置に関する
行動プランとする。本計画の实施期間は 2009～2011 年とする。
１．非鉄金属産業の現状と直面する情勢
21 世紀に入ってから、中国の非鉄金属産業は急速に発展し、技術の進歩、製品の種類・
品質面での改善、立ち遅れた生産設備の淘汰、海外資源の開発利用の面で明らかな成果を
挙げ、生産および消費規模も拡大を続けて、世界最大の非鉄金属生産国、また消費国とな
った。2008 年の中国の非鉄金属 10 種の総生産量は 2,520 万トン、総消費量は 2,517 万ト
ンであった。このうち、銅・アルミ・鉛・亜鉛・ニッケルの総生産量は世界の総生産量の
それぞれ 20%、32.7%、37.8%、33%、9.5%を占め、総消費量は世界の総消費量のそれぞれ
27.2%、32%、35.7%、31.7%、23.5%を占めた。一定規模以上の企業の工業増加値は 5,766
億元で GDP の 1.9%を占め、非鉄金属産業の直接従事者数は 300 万人に上った。
2008 年下半期以来、国際金融危機の实体経済に対する影響がますます増大したことから
中国の非鉄金属産業は大きな打撃を受け、製品価格が大幅に下がり、生産量も縮小を続け
ている。国内消費は疲弊し、企業の流動資金も逼迫していることから業界は全面赤字とな
り、業界の安定的発展という目標は厳しい試練に直面している。同時に、中国の非鉄金属
産業に存在する根深い問題が顕著になってきている。一部製品の生産能力が過剰で、産業
分布の調整が必要であることに加え、産業の集約が進んでおらず、資源保障面のレベルも
低い。自主革新能力に乏しく、再生利用水準も低い上に、立ち遅れた生産設備の淘汰も容
易ではない。
長年にわたる高度成長期を経てきた非鉄金属産業は、実観的に見ても大掛かりな調整を
必要としている。現段階で、非鉄金属産業が中国の都市化、工業化、情報化の实現におい
て果たす重要な役割に変わりはない。現代ハイテク産業発展の要となる材料としての地位
にも、非鉄金属産業発展の基本方向にも変わりはない。この有利な状況を十分に利用して、
立ち遅れた生産設備の淘汰を加速し、企業の合併・再編を促進し、加工技術水準および核
心技術としての材料加工能力を引き上げ、成長方式の転換を図り、産業構造の最適化とレ
ベルアップを实現する必要がある。さらに、企業の海外進出をサポートし、国外の鉱物資
源を積極的に利用することを目指す。
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２．指導的思想、基本原則と目標
（１）指導的思想
党の 17 期代表大会の精神を全面的に貫徹する。すなわち、鄧小平理論と「三つの代表」
重要思想を指導的思想とし、科学的発展観を一層貫徹するとともに確实に实行する。経済
成長の維持、内需拡大、構造調整という全体要求にしたがって、総合的な措置を講じ、国
内市場の安定と拡大を図る。総量のコントロール、立ち遅れた生産設備の淘汰、技術改良
の強化、企業再編の推進に重点を置き、非鉄金属産業の構造調整と最適化によるアップグ
レードを図る。国内外の資源をともに十分に利用し、再生利用に力を入れ、循環型経済を
大いに展開し、資源保障能力を高め、非鉄金属産業の持続可能な発展を促進する。
（２）基本原則
危機への対応と産業振興を結び付ける方針を堅持する。非鉄金属産業が現在直面してい
る困難な状況の解決に力を尽くし、市場の安定を維持し、先進的な生産力を維持するとと
もに、重点企業および主要製品を保護し、業界の安定した運営を促進する。市場メカニズ
ムを利用し、さまざまな有利な要素の役割を十分に発揮させ、産業構造の調整を加速し、
競争力を強化する。
総量のコントロールと産業分布の最適化を結び付ける方針を堅持する。エネルギー、資
源、環境、市場等の条件に鑑み、生産能力・設備の拡大を厳しくコントロールし、立ち遅
れた生産設備の淘汰を急ぎ、産業上流下流の企業再編を推進するとともに、資源・エネル
ギー面で優位性を備えた中西部地域での高付加価値加工（原文：深加工）展開を支援し、
産業分布の最適化を図る。
自主革新と技術改良を結び付ける方針を堅持する。核心技術の導入段階から技術の消化
吸収および再イノベーションへの転換を急ぎ、個々の技術の研究開発重視の姿勢から技術
集成および技術イノベーション重視への転換を図る。先進応用技術を積極的に採用し、技
術改良を急ぎ、技術設備の水準と製品品質の両方を引き上げ、製品の種類を増やし、資源
およびエネルギーの消費を低減する。
企業再編とシステムの革新を結び付ける方針を堅持する。システムの革新を強化し、企
業再編に影響を与える体制面での障害を除去し、非鉄金属企業の集団化に向けての発展お
よび地域・業界の枞を越えた再編にとって好ましい体制環境づくりを図る。
資源の開発と節約を結び付ける方針を堅持する。国内の非鉄金属資源を合理的に開発利
用することに加え、企業の海外進出を支援し、循環型経済を大いに展開することにより資
源の再生利用水準を高め、資源の節約および総合的利用を強化する。
（３）計画目標
2009 年は非鉄金属業界の安定した運営を維持し、2011 年には好ましい発展の軌道に乗せ
ることを目指す。産業構造をさらに最適化し、成長方式を明確に転換し、技術革新能力を
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高めて、非鉄金属産業の持続可能な発展实現のための基盤とする。
①生産を正常なレベルまで回復する。2009 年中は、総合的な措置を講じて市場の需要と生
産を安定させ、企業の生産経営状況を好転させ、主要財務指標を明確に改善させる。
②立ち遅れた生産設備を期限内に淘汰する。2009 年中に、立ち遅れた銅製錬生産設備 30
万トン分、鉛製錬生産設備 60 万トン分、亜鉛製錬生産設備を 40 万トン分をそれぞれ淘汰
する。2010 年末までに、小型電解アルミ予備焼結炉 80 万トン分を淘汰する。
③省エネ・排出削減で積極的な成果を挙げる。電解アルミ主力メーカーを中心に、アルミ
１トン当たりの直流電力消費量を 12,500kWH 以下に下げる。粗鉛製錬に伴う総合エネルギ
ー消費量を１トン当たり 380 キログラム標準炭相当とし、
イオウ利用率を 97%以上とする。
また、基本的に余熱は 100%回収利用し、廃渣を 100%無害化処理する。エネルギー節約量
年間約 170 万トン標準炭、節電約 60 億 Kwh を实現し、二酸化イオウ排出量を約 85 万ト
ン削減する。
④企業再編を進展させる。強大な力を有する総合的企業集団３～５社を育成し、2011 年に
は、国内トップ 10 位までの銅、アルミ、鉛、亜鉛企業の生産量が全国総生産量に占める比
率をそれぞれ 90%、70%、60%、60%に拡大する。
⑤イノベーション能力を大幅に強化する。核心となる製造技術、省エネ・排出削減技術、
ハイエンド製品の研究開発と生産、応用技術等の分野でブレイクスルーを实現して、産業
技術の進歩を図り、製品品質を引き上げ、製品構成を最適化する。酸素吹込み技術等の先
進技術を採用した鉛製錬設備の比率を 70%とし、フレーム材料、無酸素銅材、中厚板等の
高付加価値型銅・アルミ加工製品について、基本的に国内需要を賄えるようにする。
⑥資源供給保障能力をさらに高める。2011 年には、銅、アルミ、ニッケル原料の供給保障
能力をそれぞれ 40%、56%、38%に引き上げる。石炭アルミ共生鉱物資源の開発利用を強
化し、酸化アルミ生産規模 100 万トンを達成する。再生銅および再生アルミが銅、アルミ
生産量に占める比率を 2008 年と比較してそれぞれ６ポイント、
４ポイント引き上げ、35%、
25%とする。
３．産業の調整振興の主要な任務
（１）国内市場の安定および輸出環境の改善
国の定めた内需拡大措置の实施に積極的に努め、製品構造を改善し、有効供給量を拡大
し、電力、交通、建築、機械、軽工業等、下流に位置する業界の非鉄金属需要に対応する。
航空・宇宙、国防・軍事、ハイテク等の分野の需要に対応するため、新製品や新素材の開
発に力をいれ、新たな消費拡大につながるポイントを見出し、国内市場の安定と拡大を図
る。
「両高一資」
（高エネルギー消費・高汚染で資源性を有する）製品の輸出に対する厳格な
コントロールを継続すると同時に、適度に柔軟性のある輸出課税政策を实施して、高い技
術力に支えられた製品や付加価値の高い高度加工製品の輸出を支援する。銅製錬業界への
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参入条件に適合する大型銅精錬企業について、加工貿易モデル事業を展開する。輸出方式
の転換を急ぎ、機械装備、輸送機器、電子電気機器、測定機器等の末端製品の輸出を奨励
することにより、非鉄金属の間接的な輸出を促進する。また、海外のアンチダンピング等
の貿易摩擦に積極的に対応する。
（２）総量の厳格な規制および立ち遅れた生産設備の淘汰
国の産業政策を厳格に实行する。今後３年間、電解アルミ事業施設の新規建設あるいは
拡張は原則として認可しない。参入基準および届け出制を厳格に实施し、銅、鉛、亜鉛、
チタン、マグネシウムの生産設備の新設を厳格にコントロールする。反射炉および送風型
製錬炉採用の銅生産設備、焼結式鉛生産設備、立ち遅れた亜鉛製錬生産設備、立ち遅れた
小型電解アルミ予備焼結設備を淘汰する。エネルギー高消費かつ汚染起因度の高い、立ち
遅れた焼結型鉛製錬設備の淘汰を徐々に進める。
（３）技術改良の強化および技術進歩の推進
技術改良と技術研究開発に関する専門プロジェクトを实施し、国の産業政策に適合し、
規定に従って審査に合格または登録が受理されている主力企業、国防・軍事、航空・宇宙、
電子情報等の分野における核心材料の生産企業を重点的に支援する。銅・鉛・亜鉛製錬工
程の短縮化、共生・随伴鉱物の高効率利用、尾鉱およびアルミナ採取後の赤泥の総合利用
を進め、高性能な銅アルミ材生産技術、再生金属の性能保持、アルミ１トン当たりの直流
電力消費量が 12,000kWH 以下となる電解アルミ生産の核心手法等の最先端技術の研究開
発を重点的に支援する。国内の供給における空白を埋め、国民経済の重点分野の需要に対
応できるハイグレードな高付加価値加工事業を支援するとともに、先進的な製錬応用技術
を採用して技術改良を行い、立ち遅れた生産設備を淘汰して、生産装備水準を引き上げる。
（４）企業再編の促進および産業配置の調整
銅、アルミ、鉛、亜鉛等に関わる有力企業をさまざまな方式で再編し、大規模化、集団
化を实現して、産業としての競争力を強化する。大型主力企業の地域を越えた合併・再編、
地域内の再編、企業集団間の再編等を支援する。アルミ企業と石炭、電力企業の業界を越
えた再編を支援する。再生金属企業間の再編を奨励する。
資源、エネルギー、環境容量等の条件を備えていない地域の非鉄金属生産設備を厳しく
コントロールする。エネルギーに恵まれた中西部、特に、水力発電に恵まれた地域で、ア
ルミ・電力連携経営方式を推進する。資源、エネルギー、環境容量の条件に恵まれた地域
にあって承認審査に合格したアルミ工業拠点建設では、産業チェーンを拡大し、ハイレベ
ルの高付加価値加工を展開し、競争力を強化する。
「四川大地震被災地域における生産力分
布と産業調整特別計画」で確定した非鉄金属事業の实施を急ぐ。
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（５）国内外の資源開発および資源保障能力の強化
国内で不足している非鉄金属資源に関する地質探査への投入を拡大し、資源埋蔵量と鉱
産地備蓄を拡大する。大型非鉄金属企業の鉱山探査と開発への投入を奨励し、資源自給率
を引き上げる。
海外資源の開発に向けた投入を拡大し、条件を備えた企業の海外での独資あるいは合弁
による鉱山経営を支援する。現地の法律法規を遵守し、現地の文化伝統と生活習慣を尊重
し、必要な社会的責任を履行して、現地の雇用および経済・社会の発展を促進し、ウィン
－ウィンを实現するよう企業を指導する。国外向け投資プロジェクトを適切に組織、实施
する。
（６）循環型経済の発展および再生利用の実施
先進的な生産応用技術の採用により、銅・鉛・亜鉛の低品位鉱、共生・随伴鉱、選鉱・
製錬の困難な鉱物、尾鉱、炉滓等の開発・利用を支援して、資源総合利用水準を引き上げ
る。石炭・アルミ共生資源利用についての計画を制定し、アルミを多く含んだ粉炭灰利用
モデル事業を实施する。銅、鉛、亜鉛製錬の余熱利用を实行する。廃渣、赤泥等の固形廃
棄物の応用範囲を広め、生産の「ゼロエミッション」を实現する。
社会全体をカバーする非鉄金属再生利用体系の構築を急ぎ、条件を備えた地域での非鉄
金属回収取引市場と分解処理市場の形成を支援する。条件を備えた企業が高効率でエネル
ギー消費が尐なく、汚染も尐ない生産装備を採用するよう支援し、年産 30 万トン以上の再
生銅、アルミ等の生産ラインを数機建設し、資源化利用規模、技術水準、製品のレベルア
ップを図り、鉱産資源の消費を低減する。
（７）企業管理および安全監督管理の強化、人材育成の重視
非鉄金属企業は現代的な企業制度の構築を急ぎ、企業マネジメント構造を改善し、産業
政策を厳格に实行しなければならない。市場予見能力および判断力を強化し、リスクヘッ
ジ意識を強化し、国際競争力を強化しなければならない。管理システムの改革を急ぎ、品
質管理および安全生産監督管理を強化し、安全生産責任制の实施、管理制度の健全化およ
び安全操作手順の規範化を確实に实行しなければならない。また、省エネ管理とコスト管
理を強化しなければならない。これに加えて、企業文化および人材の育成を強化し、資質
の高い経営管理者および技術者の育成を重視し、これにより企業の持続可能で健全な発展
を促進しなければならない。
４．政策措置
（１）輸出課税政策の整備
「両高一資」製品の輸出規制を継続すると同時に、非鉄金属製品輸出増値税還付率の構
造調整を進め、技術レベルが高い高付加価値製品の輸出増値税還付率の適度な調整につい
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ても検討する。
（２）国家備蓄メカニズムの構築
需要の動向に基づき、非鉄金属国家備蓄規模の拡大についての研究を進め、充实した国
家備蓄メカニズムを構築する。
（３）技術の進歩および改良に対する資金投入の拡大
中央財政投資の中に専門基金を設け、借款・利子補填等の形で非鉄金属産業の技術研究・
開発および技術改良を支援する。省エネ技術改良に対する財政奨励支援を拡大し、企業の
省エネ技術改良に向けた指導・支援を行う。
（４）電力直接購入モデル事業の展開
電力直接調達モデル事業を推進し、国の環境保護、土地法律法規および投資管理規定に
適合し、産業構造の調整にも有利な電解アルミ主力企業の生産コスト低減を重点的に支援
し、企業の活力を強化する。情況を踏まえて、電力直接購入モデル企業の範囲を徐々に拡
大する。
（５）企業再編政策の充実
政策措置を一層充实させ、人員配置、企業資産配置、債務査定と処理、財務・税負担・
利益分配等の問題を適切に解決し、企業再編を推進し、企業の調整構造を改善し、企業管
理水準を引き上げる。大型企業の省・区を越えた連合再編に伴う技術向上および技術改良
プロジェクトを優先的に支援する。
（６）
「走出去」
（企業の海外進出）の支援
主力企業がさまざまな方式により、ウィン・ウィンの原則に基づいて国際協力を強化し、
資源保障能力を強化することを支援する。海外プロジェクトの審査承認手続きを簡素化し、
信用貸付、外貨、保険、徴税、人員の出入国等に関する政策措置を充实させる。海外資産
の管理運用を強化し、リスクの回遾および軽減を図る。海外資源開発への企業参入条件を
厳格化するとともに、条件に適合する主力企業については、海外資源開発事業への資本金
注入、海外利用等の面で支援を提供する。
（７）産業政策の修正および充実
産業の発展状況に基づいて、
「産業構造調整指導目録」およびこれに関係する産業発展政
策を整備し、技術設備、エネルギー消費、水資源消費、汚染物質排出、資源利用率等の参
入条件の引き上げを重点として、土地使用基準を厳格化し、深度加工製品分類細則等を制
定する。
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（８）資源の合理的な配置
鉱産資源開発権市場の規範化を進め、採掘権者の資質条件を制定し、採掘権市場参入基
準を引き上げる。鉱山資源分布についての具体的要求を明確にし、大型鉱区を国家鉱産資
源開発計画に組み入れ、重点主力企業に優先的に配分し、鉱産資源の合理的、集約的、効
果的な利用を保障する。
（９）保護と抑制の機能を兼備した融資政策の実施の継続
非鉄金属主力企業に対する融資支援を拡大し、産業政策と環境保護、土地に関する法律
法規および投資管理規定に適合する事業、吸収合併、再編、海外進出、技術改良を实施す
る企業に対しては、株式・企業債券・公社債発行および銀行融資等の面で支援する。一方、
法律・規則に違反しあるいは認可範囲を越えて事業を展開したり、依然として立ち遅れた
生産設備を有する企業については、融資制限等の措置の实施を継続する。
（10）省エネ・汚染物質排出削減および立ち遅れた生産設備の淘汰に関する責任追及制の
厳格な実行
立ち遅れた生産設備の廃止メカニズムの充实についてさらに研究し、従業員の配置、企
業の生産転換、債務解消等の問題を適当な形で解決し、社会の調和と安定を促進する。省
エネ・汚染物質排出削減、立ち遅れた生産設備の淘汰に関する責任追及制を厳格に实行し、
省エネ・汚染物質排出削減、立ち遅れた生産設備の淘汰における割り当て任務を完了して
いない地域では、投資プロジェクトの査定および審査承認を先送りとする。各レベルの地
方政府は立ち遅れた装備の期限を設けた淘汰作業に対する監督管理を厳格に实施し、立ち
遅れた設備の無為な拡張や対象地域外への移転を禁止する。立ち遅れた設備の無為な拡張
や地域外への移転に対して、金融機関はいかなる形式でも信用貸付による支援を提供して
はならず、また国土資源部門は土地利用手続きを行わない。
（11）産業情報の交流および公開制度の構築
各部門は共同で情報公開制度を構築し、一般社会に向けて、非鉄金属産業政策、プロジ
ェクトの認可、生産・販売・在庫状況、生産設備の稼動、立ち遅れた生産設備の淘汰、企
業再編、汚染物質排出、借入金、業界の損失発生に関する事前アラート等の情報を適時公
表し、企業への投資決定に必要な情報を提供しなければならない。
（12）業界団体（商会）の役割の発揮
業界団体（商会）の橋渡し役および紐帯としての役割を十分に発揮させ、業界に存在す
る問題と企業の要求を速やかに反映し、企業に対して積極的にサービスを提供し、企業が
国の産業政策を確实に实行するようガイド役を果たすとともに、先進的な応用技術の運用
と普及にあたり、業界の自律を強化し、市場秩序を維持し、業界全体の資質を向上させな
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ければならない。
５．計画の実施
国務院各関係部門は、計画の作業分担にしたがって、情報交換および調整を強化し、密
接に協力し合い、関連政策措置の制定と改善を急ぎ、指導および監督・チェックを強化し
なければならない。また、関係部門は計画の事後評価作業を適宜展開し、速やかに評価意
見を提出しなければならない。
各地域は計画に定められた目標、任務および政策措置に従って、現地の实状を考慮しつ
つ具体的な实施プランを作成し、实質的な成果が上がるようにしなければならない。具体
的なプラン策定および实施過程において発生した新たな状況や問題については、速やかに
国家発展改革委員会、工業・情報化部等の関係政府部門に報告しなければならない。
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物流業調整振興計画
物流業とは、運輸業・倉庫保管業・貨物運送代行業・情報業等を融合した複合型サービ
ス産業である。国民経済の重要な構成部分であり、関連する分野が広く、受け入れ就業人
数も多い。また生産の促進や消費に対する牽引効果が大きく、産業構造調整の促進・経済
発展方法の転換・国民経済競争力の増強等の面で重要な効果を発揮している。
国際的な金融危機の影響に対応するため、党中央・国務院の成長維持・内需拡大・構造
調整の総体的要求を遂行し、物流業の迅速で安定した発展を促進し、新たな経済成長点を
育成する。本計画を特別に制定し、物流産業の総合性対応措置の活動プランとする。計画
期間は 2009 年から 2011 年とする。
１．発展の現状と直面する情勢
（１）発展の現状
21 世紀に入って以降、中国物流業の規模は急速に成長し、サービス水準は著しく向上し、
発展環境とその条件は絶えず改善されている。発展をさらに加速するための強固な基礎が
打ち立てられたと言える。
①物流業の規模の急速な成長：2008 年の全国社会物流総額は、2000 年に比べて 5.2 倍とい
う成長を遂げ、
年平均では 23%成長にあたる 89 兆 9,000 億元に達した。物流業の増加値は、
2000 年に比べ 2.9 倍の成長、年平均では 14%成長の２兆元だった。2008 年、物流業の増
加値は全サービス業増加値の 16.5%を占め、GDP の比重では 6.6%を占めた。
②物流業の発展水準の著しい向上：一部の製造企業や商業貿易企業は現代物流管理の理
念・方法・技術を採用し、プロセスの再構築とサービスアウトソーシングを实施し始めた。
昔ながらの輸送・倉庫保管・貨物運送代行企業は機能統合とサービス拡大を实行し、現代
物流企業への転換が加速している。一部新型物流企業は急速に成長し、多様な企業所有形
態、多様なサービスモデル、マルチな物流企業グループを形成した。社会全体の物流総費
用と GDP の比率は、2000 年の 19.4%から 2008 年の 18.3%に減尐しており、物流費用コス
トは下降傾向を見せ、経済運営の質の向上を促進していると言える。
③物流インフラの条件の着实な整備：交通施設の規模は急速に拡大し、物流業発展のため
に良好な施設条件を提供している。2008 年末現在、全国の鉄道営業距離は８万キロメート
ル、高速道路開通距離は６万 300 キロメートル、港湾バースは３万 6,400 カ所に及び、そ
のうち沿海部の１万トン以上レベルのバースは 1,167 カ所、保有する民間空港は 160 に達
している。物流団地建設も着手されており、倉庫保管や配送施設の近代化に向けての水準
は絶えず向上し、一部の地域性物流センターも形成途上にある。物流技術設備の面でも新
しい設備への切替が加速しており、物流情報化の整備も飛躍的に進展した。
④物流業の発展環境の顕著な好転：国家の「十一五（第 11 次５カ年）
」計画綱要は「現代
物流業を全力で発展させる」ことを明確に打ち出した。中央および地方政府は、現代物流
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業発展を推進するような総合的にバランスのとれた仕組みを相次いで確立し、現代物流業
発展の計画と政策を支持した。物流統計の検証・標準化業務および人材育成や技術革新等
の業界の基礎的業務においても明らかな成果を得た。
しかし、中国物流業の総体的水準は依然として低い傾向にあり、目立った課題もいくつ
か存在する。第１に、社会全体の物流運営効率は依然として低い傾向にある。社会物流総
費用と GDP の比率は先進国の約２倍である。第２に、ソーシャライズされた物流に対する
需要不足と専門的な物流の供給能力の不足という問題が同時に存在し、
「大而全」
・
「小而全」
と呼ばれる、業界・地域のマクロレベルでも、各企業のミクロレベルでも、産業構成が大
同小異で近代化・地域化や分業化・差別化が進んでいないという状態が、企業物流運営モ
デルに広く見られる。第３に、物流インフラ能力が不足している。配置が合理的で、連携
がスムーズ、かつ十分な能力を持ち、効率良く手軽という総合的な交通輸送システムがま
だ確立しておらず、物流団地や物流技術設備等の能力の強化を待たなければならない。第
４に、地方の断絶と業界の独占はリソースの統合と一体化運営にとって障害となっており、
物流市場にはまだ規制が不足している。第５に、物流技術、人材育成、物流標準はまだ完
全には需要を満足させられず、物流サービスの組織化と集約化のレベルは高いとはいえな
い。
2008 年後半以降、国際的な金融危機が中国の实体経済に与える影響が徐々に深まるにつ
れ、重要なサービス産業となった物流業も深刻な打撃を受けた。物流市場の需要は急激に
縮小し、輸送や倉庫保管等の徴収価格および利益は大幅に下落、多くの中小物流企業の経
営は困難となり、輸送・倉庫保管等の単一サービスを提供する昔ながらの物流企業は深刻
な打撃を受けた。全体的に見ると、国際的金融危機によって物流産業自体の発展が激しく
変動しただけではなく、その他産業への物流サービス供給にも不利な影響が現れた。
（２）直面する情勢
物流業の調整振興の实施および伝統的物流業から近代的物流業への転換の实現は、物流
業自体の構造調整と産業のレベルアップ面からの需要であるだけではなく、国民全体の経
済発展の必然的要求でもあると見なければならない。
①物流業の調整振興は、国際的金融危機に対処する切实な需要である。第１に、当面物流
企業が直面する困難を解決し、企業再編のペースを加速する必要がある。競争力、規模の
両面で成長を図り、産業の集中度とリスクに対する抵抗力を向上し、産業の安定した発展
を維持する。第２に、物流業自体が発展モデルを転換する必要がある。情報技術とサプラ
イチェーンマネジメントを中心とした現代物流業へ発展し、低コスト・高効率・多様化・
専門化の物流サービス提供を通して、複雑で変化の激しい市場環境に適応し、物流業自体
の競争力を向上する。第３に、物流業がその他産業に対する調整にはサービスおよびサポ
ート効果があり、第三者物流の発展は、製造業と商業貿易業での内部分業の最適化、中心
的業務への集中、物流費用の引き下げを促進させ、これら産業の競争力を向上させ、国際
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的金融危機に対処する能力を増強する。
②物流業の調整振興は、経済のグローバル化傾向に適応するため必要とされる。第１に、
経済グローバル化の進展および中国と世界経済の一体化が加速するにつれて、グローバル
調達・グローバル生産・グローバル販売の発展モデルは、現代物流業発展の加速を要求す
る。リソースの配置を最適化し、市場の反応速度と製品の適時供給を向上させ、企業の物
流コストを引き下げ、国民経済の競争力を増強する。第２に、国際的な産業の分業に適応
するため、現代物流業の発展の加速を要求する。物流サービスシステムを整備し、投資環
境を改善し、国際産業が中国へシフトする好機をとらえ、国際投資を引き付け、中国の製
造業およびハイテク産業の発展を促進する。第３に、グローバルサービス貿易の急拡大に
適応した現代物流業の発展の加速を要求する。国内に現代物流サービス企業を育成し、物
流サービス能力を向上させ、日ごとに激しくなるグローバル物流企業の競争に対処する。
③物流業の調整振興は、国民経済が急速に発展し続けるために必要な保障である。小康社
会（いくらかゆとりある社会）を全面的に实現するという要求に基づき、中国経済の規模
はさらに拡大し、住民の消費水準はさらに向上すると予想される。これに伴い、貨物輸送
量・社会商品小売額・貿易額等は大幅に増大し、農産物、工業製品、エネルギー、原材料、
輸出入商品の流通規模は著しく増加し、社会全体の物流サービス能力と物流効率にさらに
高度な要求が課されることになる。同時に、中西部地域では物流条件の改善が要求される。
東部地域との物流コストの格差を縮小し、東部沿海地域の産業の段階的移転を受け入れ、
地域間の調和と持続可能な発展を促進することが必要である。
④物流業の調整振興は、科学的発展観を徹底して遂行し、社会主義における調和のとれた
社会を構築する重要な措置である。物流業の調整振興は、商品流通と資金回転の加速、社
会物流コストの引き下げ、リソース配置の最適化、国民経済運営の内容の向上に有利であ
る。サービス業比率の向上、産業構造の最適化、経済の発展方法転換の促進に有利である。
都市と農村の就職先の増加、社会就業の拡大に有利である。輸送効率の向上、エネルギー
消費と排気ガス排出の減尐、交通渋滞の軽減、経済と社会のバランスの取れた発展の实現
に有利である。国内外・都市と農村・地域間の商品流通の促進、一般大衆の物流サービス
に対する多様化・高品質の需要を満足させること、住民消費の拡大に有利である。また、
国家が突発性の事態に対し緊急救済措置をとるため、また経済の安定と社会安全の保障に
も有利である。
２．指導的思想、原則と目標
（１）指導思想
鄧小平理論と「三つの代表」重要思想を指導的思想とし、科学的発展観を一層貫徹する
とともに確实に实行する。成長維持、内需拡大、構造調整という全体方針に基づき、国際
的金融危機が中国経済に与えた影響を出発点に、改革開放を動力とし、また先進技術をサ
ポートとし、物流の一体化と情報化を基本とする積極的な創造を行い、物流業発展の政策
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環境に有利な状況をつくる。現代物流業の発展を加速し、近代的な物流サービスシステム
を立ち上げ、物流サービスがその他の産業の発展を促進する形で、小康社会（ゆとりある
社会）の全面的建設を支える強固な物流システムを構築する。
（２）基本原則
①当面の危機の対処に軸足を置きつつ、長期にわたる発展に着目する。国際的金融危機に
対処することで、物流業発展が直面する当面の主要な問題を解決し、先進的生産力と重点
中核企業を保護し、企業の安定した発展を促進する。また、産業の長期にわたる発展とい
う視点から出発することにより、物流産業の振興を制約する体制・政策・施設の難題を解
決し、産業のレベルアップを促進し、産業競争力を向上させる。
②市場はリソースを調達・配分し、政府は環境を創造する。市場が調達・配分するリソー
スの効果を十分に発揮し、企業の積極性を引き出す。物流需要を満足させるという面前の
ニーズから出発し、投資の経済的な効果と利益を重視する。政府は物流業の発展のため良
好な政策環境を創造し、重要な物流インフラ事業の建設を支援する。
③指針となる計画を強化し、バランスよい連動に向けての調整を重視する。国内と国外・
全国と地域・都市と農村を統一的に計画した、バランスの取れた物流の発展により、地域
間・業種間・部門間の物流インフラ建設および発展の調和と連携を成し遂げる。市場化・
専門化・社会化を基本とする発展の道を進み、重大プロジェクト实施に向けて合理的な配
置を行う。各地域はその地域の経済発展の实情を出発点とし、土地の事情に適した措置を
とり、統一的に計画する。科学的手法に裏付けられた物流業の発展に留意し、闇雲的な競
争行為やプロジェクトの重複を防止する。
④分割・閉鎖性という問題を打破し、現有のリソースを統合する。現行の物流業関連業種
の管理体制を改革し、部門間と地域間の分割および閉鎖性の問題を打破し、公平な競争環
境を創造する。物流サービスの社会化とリソース利用の市場化を促進し、現有する物流リ
ソースの整理統合と利用を優先的に行い、物流施設の利用率を向上させる。
⑤技術標準を定め、物流の一体的運営を推進する。現代物流理念を基礎に、技術標準シス
テムの構築を加速し、倉庫保管・輸送・貨物運送代行・パッキング・積み卸し・運搬・流
通加工・配送・情報処理等多様な機能を総合的に集積し、物流の一体的運営を推進するこ
とにより物流効率を向上させる。
⑥サービス方法を刷新し、科学的発展の方針を堅持する。増大を続ける生産者と消費者双
方の物流に関する需要に応えることを出発点として、物流サービスの方式を絶えず刷新し、
サービスの水準を向上させる。物流サービスの情報化・現代化・合理化に加え、企業の社
会的責任の構築を積極的に推進する。極めて厳格な用地節約制度の实施という方針を堅持
し、省エネを重視し、環境保護に努めるとともに、排気ガス汚染と交通渋滞を軽減し、交
通安全を保証し、経済と社会の持続可能なバランスの取れた発展を实現する。
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（３）計画目標
2009 年中に物流企業経営の困難な状況を改善するように努め、産業の安定した発展を維
持する。2011 年までに国際競争力のある大型総合物流企業グループを育成し、合理的なリ
ソース配置・先進技術・省エネと環境保護という特徴を備えつつ、手軽で高効率、かつ安
全で秩序ある、一定の国際競争力を有した現代物流サービスシステムの基礎を設立に着手
し、物流サービス能力をさらに増強する。物流の社会化・専門化水準の明らかな向上、第
三者物流の比率のある程度の増加、物流業の規模のさらなる拡大、年平均 10%以上の増加
を目指す。物流全体の運営効率が著しく向上し、社会全体の物流総費用の GDP 比が、現在
の水準に比べてある程度低下するようにする。
３．主要任務
（１）物流市場における需要の積極的拡大
近代的物流管理をさらに拡張し、物流市場の需要拡大に努める。サプライチェーンマネ
ジメントと現代物流の理念・技術・方法を応用し、購買・生産・販売・物品回収等の物流
一体化の運用を实施する。生産企業の物流工程改革を奨励し、市場への反応速度を向上さ
せ、在庫を減らし、回転を速くする。都市と農村に商業施設を合理的に配分し、流通ネッ
トワークを整備し、チェーン型経営・物流配送・電子商取引等の現代流通の手法を積極的
に発展させ、流通企業の現代化を促進する。農村においても現代物流管理技術を幅広く応
用し、農産物を産地から消費者に届ける際の直売や配送、ならびに農業資材と農村で使う
日用品の統一的配送システムを発展させる。
（２）物流サービスの社会化と専門化の推進
分業協力の原則に基づき、生産企業と商業貿易企業が物流機能のスリム化あるいはアウ
トソーシング、物流リソースの統合、企業内部の物流社会化の促進を奨励する。物流企業
と生産・商業貿易企業の相互発展を推進し、サプライチェーンによる各関連部門の有機的
な結びつきを促進する。現有の輸送・倉庫保管・貨物運送代行・共同輸送・宅配企業の機
能統合やサービス拡充を奨励し、現代物流企業への転換を加速する。複合運送・コンテナ・
特殊貨物・バン輸送および重点物資のばら積み輸送等の現代輸送方法を積極的に発展させ、
各種輸送方法を採用している輸送企業の相互調和を強化し、効率良く、安全かつ低コスト
の輸送システムを設立する。輸送と物流サービスの融合を強化し、物流の一体化運営と管
理のための条件を提供する。郵政企業の改革の一層の進展を奨励し、宅配物流業務を拡大
増強する。全力を挙げて第三者物流を発展させ、企業の競争力を向上させる。
（３）物流企業の統合・再編の加速
中小物流企業の情報交流の強化を奨励し、物流サービスモデルを刷新し、リソースの統
合を強化し、多様な物流需要を満足させる。国家の物流企業統合・再編に関する政策を大
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きく支持し、当面の物流企業が直面する困難を軽減する。物流企業が資本参加・株式保有・
吸収合併・統合・合弁・提携等多様な形態で資産再編することを奨励する。サービス水準
が高く、国際競争力の強い大型現代物流企業を育成する。
（４）重点分野での物流発展の推進
石油・石炭・重要鉱業製品および関連製品の物流施設建設を強化し、石油・石炭・重要
鉱業製品の物流システムを設立する。食糧や綿花の現代物流発展を加速し、散糧輸送（備
蓄・運送・積み卸しの分散化）と綿花大包（新規格大型パッケージ）輸送を普及させる。
農産物の品質標準システム建設を強化し、農産物の低温物流システムを発展させる。農業
資材と農村で使う日用品のチェーン経営ネットワークを整備し、農村の物流システムを立
ち上げる。都市の統一配送を発展させ、食品・食塩・タバコ・出版物等の物流配送効率を
向上させる。医薬品の集中購買と統一配送を实行し、医薬品の物流発展を推進する。化学
品・危険物の物流については追跡およびモニターを強化し、化学品・危険物の物流の安全
管理を規制する。自動車や部品の物流発展を推進し、科学的で合理的な自動車総合物流サ
ービスシステムを設立する。企業が製品や梱包資材の回収および廃棄物物流を加速・発展
させるよう奨励し、リソースの節約とリサイクルを促進する。物流業の省エネ・排出削減
を奨励・支持し、グリーン物流（環境にやさしい物流）を発展させる。郵政が現有するネ
ットワークの優位性を発揮し、全力を挙げて郵政物流を発展させ、宅配物流システムの設
立を加速し、生産生活の便宜を図る。また、緊急物流システム建設を強化し、戦争・災害・
大規模な疫病発生等の突発的事態に対処する力を向上させる。
（５）国際物流および保税物流の整備強化
主要な港湾、国際陸海運コンテナ中継ステーション、多機能国際貨物ターミナル駅、国
際空港等物流中継点の複合運送物流施設建設を強化し、鉄道と海運の共同輸送発展を加速
する。国際貨物の積み換え能力を向上させ、国際積換え、国際購買、国際配送、国際中継
といった貿易業務の要求に適応した国際物流の発展を加速する。国際貿易の発展需要に適
応した大型国際物流港を徐々に建設し、それに関連する機能も絶えず増強する。効果的な
監督管理という前提を維持しつつ、各関連部門は審査認可手続きの簡略化、港湾での通関
業務工程の最適化を行い、申請手続きの電子化およびワンストップサービスを实行し、通
関効率を向上させる。港湾での連絡調整機能の効果を十分に発揮させ、
「電子港湾（業務）
」
の構築を加速し、通関情報リソースの大規模統合を積極的に推進する。統一的に計画し合
理的に配置する手法を採用し、税関が特別に監督管理する地域の統合発展および保税区の
監督管理環境の整備を積極的に推進し、国際企業のグローバル化運営や加工製造業の多元
化する発展需要に適応した新型保税物流監督管理システムを設立する。港湾の物流が内陸
の物流中継都市に向けてスムーズに伸展するよう積極的にサポートし、内陸現代物流業の
発展を促進する。
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（６）物流業発展地域配分の最適化
市場の需要・産業配置・商品の動向・リソース環境・交通条件・地域計画等の要因に基
づき、９大物流地域を重点的に発展させ、10 大物流ルートならびに物流中継都市を整備し、
物流業の地域配分を最適化する。
９大物流地域として、北京・天津を中心とする華北物流地域、瀋陽、大連を中心とする
東北物流地域、青島を中心とする山東半島物流地域、上海、南京、寧波を中心とする長江
デルタ物流地域、アモイを中心とする東南沿海物流地域、広州、深圳を中心とする珠江デ
ルタ物流地域、武漢、鄭州を中心とする中部物流地域、西安、蘭州、ウルムチを中心とす
る西北物流地域、重慶、成都、南寧を中心とする西南物流地域を設定する。10 大物流ルー
トは、東北地域および関内地域物流ルート、東部地域南北物流ルート、中部地域南北物流
ルート、東部沿海および西北地域物流ルート、東部沿海および西南地域物流ルート、西北
および西南地域物流ルート、西南地域沿海部向け物流ルート、長江および運河物流ルート、
石炭物流ルート、輸出入物流ルートとする。
行政区画の境界線を打破し、経済区画と物流業発展の実観的規律に基づき、物流地域の
発展を促進する。異なる地域間における物流分野の提携を積極的に推進し、地域を越えた
物流リソースの統合を招来し、地域と一体化した物流サービスの枞組みを徐々に形成する。
長江デルタ、珠江デルタ物流地域および華北、山東半島、東北、東南沿海物流地域では、
技術の自主的革新を強化し、製造業物流・国際物流・商業貿易物流の発展を加速し、国際
競争力のある現代物流企業を育成することとし、全国に先駆けて強化する。中部物流地域
では、他の地方に対してハブ的性質を持つ中部地域の地の利を十分に発揮し、第三者物流
企業の育成を加速し、物流産業発展の水準を向上させ、東部物流地域との有機的連携を形
成する。西北・西南物流地域では改革のペースを加速し、現代物流の管理理念と技術をさ
らに押し広め、当地域への産業移転計画の实施および資源優位性の発揮という目標から生
じる需要に基づき、物流インフラ建設を加速して地域物流環境を改善し、東中部地域との
格差を縮小する。
物流中継都市は、全国性物流中継都市・地域性物流中継都市・地方性物流中継都市に分
けられる。全国性および地域性の物流中継都市は国によって、地方性物流中継都市は各地
方政府によって定められている。全国性物流中継都市は、北京、天津、瀋陽、大連、青島、
済南、上海、南京、寧波、杭州、アモイ、広州、深圳、鄭州、武漢、重慶、成都、南寧、
西安、蘭州、ウルムチの 21 都市である。地域性物流中継都市は、ハルビン、長春、包頭、
フフホト、石家荘、唐山、太原、合肥、福州、南昌、長沙、昆明、貴陽、海口、西寧、銀
川、ラサの 17 都市である。物流中継都市では、現地の産業の特性・発展水準・施設の状況・
市場の需要・機能の位置付け等に基づき、都市物流施設を整備し、物流団地の計画配置を
強化し、貨物運送サービス型・生産サービス型・商業サービス型・国際貿易サービス型・
総合サービス型等方向性のはっきりとした物流団地を建設していくこととする。都市交通
や生態環境を最適化し、産業集結を促進する。都市の物流サービス水準向上に努め、周辺
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に放射状に存在する地域の物流業発展を牽引する。また、全国性・地域性・地方性の物流
センターとこの３つのレベルの物流中継都市によるネットワークを形成し、大中小各都市
の物流業のバランスのとれた発展を促進する。
（７）物流インフラ建設の連携および調和の強化
全国貨物の主要動向および物流発展のニーズに基づき、総合交通網中長期発展計画、中
長期鉄道網計画、国家高速道路網計画、全国沿海港湾配置計画、全国内陸河川水路および
河川港湾配置計画、全国民間空港配置計画により、交通輸送施設の建設を強化し、総合輸
送ネットワークの配置を整備し、各種輸送方法の連携と一本化を促進し、リソース使用と
物流運営の効率を向上させる。複合運送を発展させ、集中輸送・円滑輸送システム建設を
強化し、鉄道・港湾埠頭・空港・道路の「シームレスな連結」を实現し、物流施設のシス
テム性・互換性の向上に尽力する。市場メカニズムの効果を十分に発揮し、現有する輸送
や倉庫保管等の物流インフラを統合して、現有資産活用を加速する。リソースの統合・機
能の拡張・サービスの向上を通して、物流組織と管理サービスの需要を満足させる。鉄道・
港湾・道路・空港の新たな中継輸送施設の統一計画と建設を強化し、物流団地を合理的に
配置し、中継共同輸送施設を整備し、新たな分割や連携の中断といった事態を防止する。
倉庫保管施設の建設を強化し、大都市・中都市周辺と製造業の基地付近で合理的に計画し、
改築もしくは新規建設により現代化配送センターを設置する。
（８）物流情報化水準の向上
企業の物流管理の情報化を積極的に推進し、情報技術の幅広い応用を促進する。物流情
報技術基準および情報リソースに関する基準をできるだけ早く制定し、物流情報の収集・
処理およびサービスの交換共有メカニズムを作る。業界の物流公共情報環境建設を加速し、
全国性道路輸送情報ネットワーク、航空貨物運送公共情報システム、その他輸送およびサ
ービス方法の情報ネットワークを設立する。地域の物流情報環境建設を推進し、都市間で
の物流環境の情報共有を奨励する。商務・金融・税務・税関・郵政・検疫検査・交通輸送・
鉄道輸送・航空輸送・工商管理等政府各部門の物流管理およびサービス公共情報環境の構
築を加速し、物流情報サービス企業の成長を支援する。
（９）物流標準化システムの整備
物流標準編成計画に基づき、物流一般基礎類・物流技術類・物流情報類・物流管理類・
物流サービス類等の標準制定・改訂を加速し、物流標準化システムを整備する。国際的な
発展の方向に注意を払い、重大基礎標準に関する研究を強化する。標準制定の改革を行い、
物流標準業務の調和のとれた協力を強化する。企業は、制定した物流標準の中で主体的役
割を十分に発揮する。物流管理・技術・サービス標準の普及を加速し、企業および関連方
面が標準化された物流計量・貨物分類・製品識別・物流施設・各種ツール・情報システム・
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業務工程等を採用するよう勧め、物流の標準化レベルを向上させる。
（10）物流新技術の開発および応用の強化
コンテナパッケージ技術とユニット化積載技術を強力に押し広め、ユニット積載輸送法
およびパレット化を普及させ、大型有蓋トラックおよびトレーラを使用する輸送法の発展
に全力を挙げ、ネットワーク化輸送を押し広める。物品のコードシステムの整備・普及に
努め、バーコード・スマートタグ・無線周波数識別（RFID）等の自動識別・フラグ技術・
電子データ交換（EDI）技術を幅広く応用し、可視化技術・貨物追跡技術・貨物高速分類技
術を発展させ、RFID と物流移動情報サービス技術・標準的研究開発と応用の投入を増大す
る。全地球測位システム（GNSS）
・地理情報システム（GIS）
・道路交通情報通信システム
（VICS）・ノンストップ自動料金収受システム（ETC）・高度道路交通システム（ITS）等
輸送分野の新技術を積極的に開発して利用し、物流情報システムの安全システム研究を強
化する。物流技術設備の研究開発と生産を強化し、企業が倉庫保管輸送・積み卸し運搬・
分類包装・バーコード印刷等の物流技術専用設備を採用するよう勧める。
４．重点プロジェクト
（１）複合運送・中継輸送施設プロジェクト
既存の港湾、鉄道・道路網の貨物ステーション、空港等の交通輸送施設を拠り所として、
重点地域と総合交通の中枢を選び、コンテナ複合運送の中継施設と２種類以上の輸送方法
を連携させる中継輸送施設を建設し、鉄道コンテナの輸送能力を向上させる。港湾と鉄道、
鉄道と道路、民間航空と地上交通等のハブ相互の連携が悪かったり、各種交通のハブがお
互い離れていたりすることが原因で輸送過程において度々発生している荷崩れ等の問題を
重点的に解決し、物流インフラのバランスの取れた一本化運営を促進し、多様な輸送方法
の「シームレスな連携」を实現し、輸送効率を向上させる。
（２）物流団地プロジェクト
重要な物流中継都市・製造業基地・総合交通のハブにおいて、土地利用総合計画および
都市総合計画により確定された土地部の建設用地の範囲内で、対応する都市発展計画、お
よび都市－農村計画の要求に基づき、既存の輸送拠点およびステーション・倉庫保管基地
等のインフラを十分に活用して、集中配置・用地節約・産業集結・機能集積・経営集約を
特徴とした物流団地を統一的に計画、建設する。専門化された物流組織サービスを整備し、
長距離輸送と短距離輸送を合理的に連携し、都市配送を最適化する。物流運営の規模によ
る効果や利益を向上させ、占用する土地を節約し、都市の交通圧力を軽減する。物流団地
の建設は厳しく計画に沿って行い、鉄道輸送の優位性を十分に発揮して、利用中・計画中・
建設中の物流インフラを総合的に活用する。関連施設を整備し、盲目的な投資およびプロ
ジェクトの重複を防止する。
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（３）都市配送プロジェクト
企業による現代物流管理技術の応用を奨励し、電子商取引やチェーン型経営の発展とい
うニーズに対応する。大都市・中都市では流通企業や消費者に目を向けた社会化共同配送
を発展させ、流通の現代化を促進し、住民の消費を拡大する。都市の物流配送事業を加速
し、専門の運送業者が都市配送を展開することを奨励する。都市配送の専門化水準を向上
させ、都市の宅配・配送車両の都市内通行・停車積み卸し作業等の問題を解決し、都市の
物流配送ネットワークを整備する。
（４）大口商品と農村物流プロジェクト
石炭物流ルート建設を加速し、山西、内モンゴル、陝西の石炭輸送を重点として、複数
の石炭電力道路港湾一体化プロジェクトを形成し、石炭物流システムを整備する。石油・
天然ガス専用埠頭と輸送パイプ網の整備を強化し、石油・天然ガス物流の能力を向上させ
る。重要な鉱業製品の港湾物流施設建設を強化し、大型設備の物流施設条件を改善する。
食糧の現代物流施設建設を加速し、省を超えた食糧物流ルートと重要物流中継点を建設す
る。投資力を増大し、「北糧南運（国家北部の食糧資源の南部への分配）」および「西煤東
運（西部の石炭資源の東部への輸送）」プロジェクトの实施を加速する。都市と農村の統一
的計画を強化し、農村の物流プロジェクトを推進する。農業副産物の卸売市場建設をさら
に強化し、新鮮な農産物の貯蔵・加工・輸送・配送等低温流通システムの物流施設を整備
し、新鮮な農産物の冷藏輸送比率を向上させる。農業資材およぶ農村消費財の物流配送セ
ンターの発展をサポートする。
（５）製造業と物流業の連動発展プロジェクト
製造業に対する物流分離アウトソーシングの指導と促進を強化し、製造企業が現在の業
務工程を改造することを支持する。物流業務分離アウトソーシングを促進し、核心的競争
力を向上させる。現代製造業物流の需要に適応した第三者物流企業を育成し、物流業が製
造業に向けたサービスの能力と水準を高度化する。製造業と物流業の連動による発展を奨
励すべく、関連政策を制定し、モデルプロジェクトおよび重点事業を組織の上实施し、現
代製造業と物流業の有機的融合および両者の連動による発展を促進する。
（６）物流標準と技術普及プロジェクト
現在の倉庫保管・中継輸送施設・輸送手段の標準化に向けての整備を加速し、企業が標
準化された物流施設および設備を採用するよう奨励し、これにより物流施設や設備の標準
化を实現する。パレット関連の国家標準实施を普及させ、標準化したパレットを企業が採
用することを奨励する。専門化した企業が全国レベルでパレット共用システムを構築する
よう支援する。パレットのリース回収業務を展開し、パレットの標準化および共有化を实
現する。コンテナユニット・無線周波数識別・貨物トラッキング・自動分類・立体倉庫・
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配送センター情報システム・低温流通システム等物流の新技術の企業による採用を奨励し、
物流運営の管理水準を向上させる。物流の標準化サービスモデルプロジェクトを实施し、
大型物流企業や物流団地が展開する物流標準化の中からモデル事業を選択しに、着实な普
及に努める。
（７）物流公共情報環境プロジェクト
情報リソースの共有に有利となるよう、業界や地域の物流公共情報環境整備事業を加速
し、電子港湾（業務）
・総合輸送情報環境・物流リソース交易環境・大口商品交易環境等を
重点的に整備する。企業による情報公開や情報システムアウトソーシング等のサービス業
務の展開を奨励するとともに、中小企業向けの物流情報サービス環境を構築する。
（８）物流科学技術の難関攻略プロジェクト
物流新技術の自主的な研究開発を強化し、貨物のトラッキング・高度交通・物流管理ソ
フト・物流移動情報サービス等のキーテクノロジーにおける技術的難関の攻略を重点的に
サポートし、物流技術の自主的イノベーション能力を向上させる。物流業がインターネッ
トと融合して発展する傾向に対応すべく、物流とインターネットの連動の将来性に関する
研究事業を開始する。先進的物流設備の研究開発を加速し、物流設備の現代化水準を向上
させる。
（９）緊急物流プロジェクト
突発的な事態の発生時に緊急転用可能な、生産・流通・輸送・物流企業の緊急情報シス
テムを立ち上げる。政府緊急物資備蓄システムを多様な方式で設立し、緊急時の調整およ
びコントロールに対応する。緊急物流施設・設備の整備を推進して、緊急時対応能力を向
上させる。緊急能力を備えた物流企業を選択の上育成し、緊急物流システムを立ち上げる。
５．政策措置
（１）組織および調整作業の強化
現代物流業は新型サービス業であり、関連する分野も多い。現代物流業発展のための組
織および調整作業を強化すべく、関連部門がそれぞれの役割を果たし、それぞれの責任を
負うという基本姿勢の下、国家発展改革委員会が主導し、関連部門が参加する全国現代物
流事業部門間合同会議を設け、現代物流業発展に関連する重大な課題と政策に関する研究
および調整にあたる。各省・自治区・直轄市政府も相応する調整機関を整備し、地方の現
代物流業発展に関する課題の研究および調整作業を強化する。
（２）物流管理体制の改革
鉄道、道路、水運、民間航空、郵政、貨物運送代行等の分野の体制改革を継続的に掘り
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下げ、簡潔、統一、高能率の原則および意思決定・業務遂行・監督の各機能の相互調和と
いう要求に基づき、政府と企業の分離、科学に基づく意思決定、権限と責任の適切なバラ
ンス、合理的分業、スムーズな業務遂行、効果的な監督制度を備えた物流総合管理システ
ムを設立する。政府の公共サービス機能を整備し、輸送・貨物運送代行等の業種に対する
管理を充实させ、物流サービスの規範化・市場化・国際化を促進する。倉庫保管企業の経
営体制を改革し、倉庫保管施設と業務の社会化を推進する。業界の独占を打破し、地域の
断絶を解消し、行政の権力乱用による、地域・業界を越えた物流サービスの発展を阻害あ
るいは制限する行為については、法に照らして抑止および取り締まりを实施する。統一、
開放、自由競争および秩序を特徴とする全国レベルの物流サービス市場を徐々に確立し、
規範に沿った、公平かつ秩序ある、効率の良い物流リソースフローを实現する。同時に、
監督管理を強化し、物流市場の秩序を規制し、物流関連部門の品質安全管理を強化する。
物流企業に対する交通安全監督管理の仕組みをさらに整備し、企業が定期的に車両の技術
状況やドライバーの資質について検査するように促し、安全上の問題を根源から除去する
ことに努め、企業の安全生産に関する主体的責任を遂行させる。
（３）物流政策法規システムの整備
現有の現代物流業発展推進に関する政策を徹底して遂行することを基礎に、現代物流業
発展を促進する関連政策をさらに研究して制定する。政策の支持力を増大し、当面の物流
業発展に影響を与える土地・税収・費用徴収・融資・交通管理等の面の課題をしっかりと
解決する。物流企業が管理刷新を強化するよう導いて奨励し、企業の管理構造を整備して
統合再編を实施し、できるだけ早く強化・拡大する。当面の産業発展過程で現れる新たな
状況と課題を焦点に、系統的な物流産業政策を研究して制定する。物流関連の行政法規を
整理し、物流分野に関する立法研究を強化して、物流の法律法規システムを整備し、物流
業の健全な発展を促進する。
（４）特別計画の制定実行
関連部門は特別計画を制定し、重点分野や地域物流業の発展を積極的に指導、推進する。
国家発展改革委員会と関連部門は石炭・食糧・農産物低温流通システム・物流団地・緊急
物流等の特別計画を制定し、商務部会と供給販売総社等関連部門は商業貿易物流の特別計
画を制定し、国家標準委員会と関連部門は物流標準の特別計画を制定する。物流業発展の
重点地域、各レベル地方政府も各地域の物流業計画を制定し、各地域物流業の発展の指導
にあたる。
（５）物流業に対する投資ルートの増加
物流業の発展は、主に企業自体の投資を拠り所としている。民営物流企業の発展を加速
し、対外開放の歩調を拡大し、物流業への投資ルートを増加する。国家と地方を組み込ん
198
Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

で計画する物流インフラ建設事業を奨励し、銀行貸付、株式上場、債券発行、新株発行に
よる増資、企業合併、中外合弁等の手段を通して資金を調達する。金融機関は積極的に信
用貸付をサポートする。関連する全国性・地域性の重要な物流インフラ事業について、中
央と地方政府は事業状況と財務状況を基に、予算内建設投資を適度に手配し、投資補助・
資本金注入あるいは貸付手形割引等の方法でサポートし、企業による市場化運営を進める。
（６）物流統計指標システムの整備
物流業における統計調査制度と情報管理制度をさらに整備し、科学的な物流業の統計調
査方法と指標システムを確立する。物流統計の基礎業務を強化し、物流統計の理論と方法
の研究を展開する。社会の物流統計計算とレポート制度を徹底して真剣に实施する。地方
の物流統計業務を積極的に推進し、業界が計画する効果と能力を十分に発揮する。物流業
統計情報の交換を促進して、健全な共有の枞組みを整備し、統計データの精度およびリア
ルタイム性を向上させる。
（７）物流業の対外開放と国際提携の継続的推進
WTO、FTA、地域経済の連携メカニズム等の環境を十分に活用し、関連する国・地域間
の物流に関する販売・輸送・倉庫保管・貨物運送代行等の分野においてさらなる相互開放
を实現する。特に日本、韓国、ASEAN、中央アジア諸国との二国間提携や地域提携を強化
し、物流面での政策調整と技術提携を展開し、物流業の「引進来（外資導入）」および「走
出去（海外進出）
」を推進する。国内物流企業と国際的先進物流企業の合弁・提携・交流を
強化し、海外での現代物流業の発展における先進的経験や管理方法を導入し、物流業のグ
ローバル化および地域化レベルを向上させる。国際的慣例に基づく運用の奨励、国際的な
貿易規則および貨物運送代行物流における規則とのリンケージの推進、書式類の統一、リ
スクコントロールおよびリスクヘッジシステムの強化等を含んだ、国際物流の「ソフト環
境」整備を強化する。併せて、産業安全保障の仕組みを確立し、物流業の外資による合併・
買収に関する安全審査制度を整備する。
（８）物流人材育成の加速
様々な形での物流人材の育成を加速する。物流人材需要に関する予測および調査作業を
強化し、科学的な育成目標と計画を制定し、多種多様な教育システムおよび在職スタッフ
に対する研修システムを発展させる。社会的リソースを利用し、企業の大学および科学研
究機関との提携を奨励する。優れた教材を準備し、实務運用能力を向上させ、職業技能教
育を強化するとともに、物流分野の職業資質研修と認証業務を展開する。海外の物流教育
および研修機関との統合および提携を強化する。
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（９）業界社団組織の整備および機能強化
物流業社団組織（業界団体）は業界のサービス・自律・調整という機能を履行するべき
であり、物流計画の制定・政策に関する提案・市場行為の自主規制・統計と情報・技術提
携・人材研修・情報提供サービス等の面での仲介の役割を発揮し、政府と企業を結び付け
る紐帯とならねばならない。
６．実施計画
国務院の各関連部門は計画の業務分業に基づき、交流協議を強化し、緊密に協力し、各
種関連政策措置をできるだけ早く制定して整備するとともに、政策措置の实施範囲および
進捗状況を明確にして、指導・監督を強化し、物流業の調整振興の目標实現を確实に保証
する。関連部門は計画の实施後評価業務を適時实施し、評価意見を速やかに提出する。
各地域は計画に定めた目標・任務・政策措置に基づき、現地の实情に合わせた具体的な
業務プランをしっかりと制定し、細分化して实行し、これらが实効を上げるようにする。
また、各省・自治区・直轄市は、具体的な業務プランおよびその实施過程で現れた新たな
状況や課題について、国家発展改革委員会および交通輸送・商務等の関連部門に速やかに
報告する。
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