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図 58 ログインした後のトップページ 

 

淘宝にログインした状態で をクリックする。 

 

 

図 59 「我要売」の初回ページ 

 

まずは をクリックして「实名認証」实施のページに進む。 
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図 60 個人实名認証への誘導ページ(1) 

 

（今すぐ認証）をクリック 

 

 

 

図 61 個人实名認証への誘導ページ(2) 

 

 

（支付宝個人实名認証申請）をクリックする48。 

                                                   
48 企業の实名認証は、後述

図 81 ログイン後のトップページの表示」の方法で行うことができる。 

http://www.alipay.com/
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図 62 身分証書による入力選択画面（デフォルトページ（中国大陸）） 

 

（外国籍ユーザー）をクリック 
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図 63 身分証書による入力選択画面（外国籍） 

 

ここでは、「表 22 淘宝における個人販売者の条件」のその他の外国人の項目で説明し

ている内容がのべられているので、それを理解の上 （今すぐ申請）をク

リックする。 

 

 

 

図 64 身分証（外国人の場合パスポート）番号入力画面 

 

パスポート番号、パスポート上の正式名（漢字ではなくローマ字）を入力し、
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をクリックする。 

 

図 65 实名認証記入欄 

 

この欄では、外国人の場合「表 22 淘宝における個人販売者の条件」にある通り、保証

人の情報・身分証明書・保証書を入力（アップロード）する必要がある。 

アップロードする身分証明書類は、（１）有効期間が 3か月以上ある（２）記入したもの
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と身分証明書上の氏名・情報が一致する（３）ファイルの大きさは 500kb 以内で、jpg か

gif ファイルである（４）カラースキャンもしくはデジタルカメラによる撮影であること

が要求されている。 

 

保証人による保証書様式は下図のとおり。（赤文字は日本語訳） 

 

担保函（保証書） 

担保人： 

（保証人） 

 

住址： 

（住所：） 

 

联系电话： 

（連絡先電話番号） 

 

被担保人： 

（非保証人） 

 

中国境内住址： 

（中国国内住所） 

 

联系电话： 

（連絡先電話番号） 

 

鉴于被担保人向支付宝公司提交个人/商家会员支付宝实名认证申请，担保人特此向支付宝

公司保证被担保人向支付宝提交的所有认证资料真实无误，如有虚假，担保人同意承担由

此引起的一切损失。 

（被保証人の支付宝に対する個人/法人会員支付宝实名認証申請に鑑み、保証人はここに

支付宝に対し被保証人が支付宝に対し提出するあらゆる認証資料は真实で誤りないこと

を保証する。虚偽があった場合、保証人はこれによりもたらされる一切の損失を負担す

ることに同意する） 

担保人签名（手写）： 

保証人署名（手書き） 
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年  月  日 

必要事項を入力のうえ、 をクリックして次に進む。 

 

 

図 66 入力内容確認画面 

 

 入力した内容の確認画面がでるので、確实に間違いないことを確認のう

えをクリックする。もし入力内容に間違いがあれば、 をクリックしてもと

の入力画面に戻る。 
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図 67 認証申請成功画面 

 

認証申請の提出完了画面がでる。この時、画面上に「１～２営業日で銀行のカウンター

もしくはネット銀行にてあなたの●●銀行（口座番号××××××××××××××××）

に確認資金が振り込まれていることをチェックしてください」という表示がでる。 

 

申請後 1-2営業日で支付宝から 1元以下の口座への入金がある。現在の住所、中国工商

銀行、招商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行、興業銀行、民生銀行、上海浦東発展銀行、

交通銀行との個人口座認証が開通している。  

 

 その後、口座に確認資金が振り込まれている事が確認できたら、支付宝でログイン

（https://www.alipay.com/certify/cert_gate.htm）し、「我的支付宝」→「申請認証」に

進む。 

 

 

図 68 「我的支付宝」画面 

 

https://www.alipay.com/certify/cert_gate.htm
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図 69 「振込金額確認」画面 

 

この時点では、すでに銀行口座に振り込まれた金額を確認しているので、 

（振込金額入力）をクリックして次に進む。 

ただし、送金完了後すぐに銀行から支付宝に対して振込成功の情報が行くわけではない

ので、振り込まれたらすぐに「確認」できるというわけではない。支付宝に対しては銀行

から振り込み完了の情報が送られ、確認後会員に対し連絡が行われるので、場合によって

はエラー! 参照元が見つかりません。の画面がでてこないことがあるが、この時にはもう

1 日ほど待ってからアクセスする。 

 

 
図 70 振込金額入力画面 

 

「我看到有」の欄には、支付宝から振り込まれた金額を正確に記入し、 をク

リックする。 
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図 71 審査中画面 

 

「入力情報審査中」の画面になる。 

 

 

図 72 实名認証成功画面 

 

「实名認証が完了しました」の画面がでたら、認証が完了したことになる。 

 

 

以上が外国人が淘宝網に販売者として利用できるようになるまでの流れであるが、实際

の商品の展示・淘宝の店舗の開設、販売から支付宝を通じた現金化については、中国の個

人/法人と同じである。 

 

以上をまとめると、外国人の出店手続きのポイントとして次のことがあげられよう。 

 

 中国国内に、淘宝網が推奨する銀行の口座を開設できること 

 中国人の保証人を確保すること 

 

銀行口座の開設については、本人が多尐の出費を惜しまなければ中国に来て口座開設手

続きを進めるか、もしくは在中国の代理人にパスポート原本を渡して手続きをしてもらえ

ばよいが、保証人については金銭が絡むこともあり後々の紛争をできるだけ回避すべく、

「名義借り」は極力避けるべきであるといえよう。 

 

7-2 企業としての出店手続き 

 企業として出店する場合、淘宝モールに出店することになる。 
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（１）淘宝ショッピングモール出店資格 

前項ですでにみてきたように、淘宝網は個人、さらに中国非居住者でも一定の条件を満

たせば販売者となることができるが、淘宝ショッピングモールの場合、中国国内で営業許

可証を取得する企業でなければならない。よって、現時点でモールでの出店を考えられる

のは、すでに中国に進出している企業に限られる。 

 

表 23 淘宝ショッピングモール入居資格 

ブランド/メーカーの場合 代理店の場合 

 中国国内の営業許可証・税務登記証を

取得している 

 中国国内の営業許可証・税務登記証を

取得している 

 中国商標権利証書（商標受理通知書）

がある 

 正規ブランドの授権書がある 

 7 日以内クーリングオフ、正規販売発票

発行、ポイントカード活動など「淘宝

ショッピングモール」のサービス基準

を遵守すること 

 7日以内クーリングオフ、正規販売発票

発行、ポイントカード活動など「淘宝

ショッピングモール」のサービス基準

を遵守すること 

 

「淘宝網」がいわば参入障壁が低く、雑多な商品を扱う普通の商店街であるとすれば、「淘

宝ショッピングモール」は一定のブランド力を有し、商品が正規品であることを全面に打

ち出すブランドビルということができる。上表を見て分かるよう、ショッピングモールの

開店にはその商品が正規品であることを証明する書類を必要としている。よって、卖純に

商品の仕入れルートがあるだけでは開店することはできない。 

 

（２）ショッピングモールの店舗分類 

出店企業のタイプ及び経営範囲によって、ショッピングモール店舗は 3タイプに分類す

ることができる。 

 

表 24 ショッピングモール店舗分類 

 フラッグシップショッ

プ 

ライセンスショップ 専門店 

定
義 

企業の自社所有ブラン

ド(®または TM)が淘宝シ

ョッピングモールに入

居する場合の呼び名。 

正規ブランド授権書があ

り、淘宝ショッピングモー

ルに開設された店舗の呼び

名。代理店・卸など 

企業が淘宝ショッピングモ

ールで、同一一級品目内で

２以上のブランドを経営す

る店舗の名称 
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店
舗
命
名
規
則 

ブランド名＋「旗艦店」 

 

例：ユニクロ 

店舗名：優衣庫官方旗舰

店 

サイトアドレス 

http://uniqlo.taobao.

com/ 

ブランド名＋「企業名」＋

「専売店」 

例：esprit 

店舗名： esprit 思創専売

店 

サイトアドレス： 

http://espritsc.mall.tao

bao.com/ 

ブランド名＋「分類名」＋

「専営店」 

例：上海名就电子技术有限

公司 

店舗名：名就数碼専営店 

サイトアドレス： 

http://mjsm.mall.taobao.

com/ 

経
営
主
体 

ブランド自社所有企業

（ブランドは開店申請

企業もしくは企業の法

人代表が所有していな

ければならない） 

ブランド所有者の正式な授

権を取得した企業法人 

 

中国で登録している企業法

人 

経
営
範
囲 

同一ブランド、同一一級

品目下（大分類）の全て

の商品 

授権ブランドの同一一級品

目内の全ての商品 

同一一級品目内の複数ブラ

ンド商品 
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（３）専門店の経営カテゴリー数 

淘宝ショッピングモールは、いわばそのジャンルの「専門店」で構成されており、１つ

の店舗が複数のジャンルを取り扱うことができない（例：ファッションと家電という組み

合わせ）。 

                                                   
49 専門店開店申請者に求められている商品仕入ルート証明には以下のものがある。 

 代理店に対しブランド所有者が発行したブランド 授権書の写し 

 開店申請者が代理店から受け取った正規仕入発票（発票にはブランド名、商品名、数量などの情報

が記入されており、発票の印は代理店の名称と一致している） 

ブ
ラ
ン
ド
資
格
に
関
す
る
提
出
書
類 

 国家商標総局が発

行する商標登録証

または商標受理通

知書があること 

 

 ブランド所有者の持つ

国家商標総局発行の商

標登録証、開店申請企

業に対しブランド所有

者が発行した正規授権

書（授権書には地域制

限がないこと）がある

こと。 

 ブランド所有者が個人

の場合、本人の署名入

り身分証明書コピーも

提出する 

 販売するブランドに他

社ブランドがある場

合、そのブランドの正

規ブランド授権書（ま

たは正規ルートの商品

仕入ルート証明49）及び

ブランド所有者の商標

登録証があること 

 ブランド所有者が個人

の場合、本人の署名入

り身分証明書コピーも

提出する 

 経営ブランドに自社所

有ブランドがある場

合、国家商標総局が発

行する商標登録証また

は商標受理通知書があ

ること 

企
業
資
格
に
関
す
る
提
出
書
類 

 営業許可証副本コ

ピー 

 税務登記証コピー  

 申請企業の支付宝

に対し発行する授

権書 

 

 営業許可証副本コピー  

 税務登記証コピー 

 申請企業の支付宝に対

し発行する授権書 

 

 営業許可証副本コピー

（直近 1 年の年次検査

を受けたもの）  

 税務登記証コピー（国

税、地税いずれも可） 

 販売するブランドリス

ト（=ライセンスショッ

プ内で販売予定の商品

ブランド名のまとめ） 
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また、フラッグシップショップ・ライセンスショップは原則として扱うブランドは一つ

だが、専門店の場合、複数のブランドの商品を取り扱うことができる。ただしその数は大

分類のカテゴリーによって異なる。 

 

表 25 大分類別専門店の取扱可能なブランド数 

大分類 取扱可能なブランド数 

アクセサリー 5 
服飾 20 
化粧品 20 
ベビー関連 30 
アウトドア 30 
食品・保険 30 
デジタル 30 
家電 30 
リビング 50 
自動車用品 50 
酒類 100 

 

また、専門店においては、後述するが審査基準・審査手順がその他２タイプと若干異な

る。 

 

専門店の場合、オンライン申請時に提出される「ブランドリスト」と淘宝ショッピング

モールユーザーのニーズを総合的に検討し、審査が行われる（後述）。もしブランド・商品

がニーズにあっているならば審査を通過するであろうが、そうでなければユーザーの需

要・購買状況から判断されることになる。 

 そして審査については、オンライン申請で資料が提出された後、毎月 10 日、20 日、30

日の 3回に審査が实施される。審査日から 7営業日以内に審査結果が出、システムの自動

発送メールにて結果が告知される。 

 

（４）モール出店費用 

 淘宝網では、卖純な出店には費用はかからない（付加機能には料金が発生する）が、モ

ールにおいては、変動技術サービス費と年間技術サービス費を支払う必要がある。 

 

変動技術サービス費=取引額×設定控除％ 

年間技術サービス費：6000 元（年一括払い）（具体的な費用支払い

については協議書の内容に準ずる） 

 

表 26 モール変動技術サービス費の設定控除％ 

一級類目（大分類） 二級類目（中分類） 設定控除％ 

服飾 全て 5％ 
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アクセサリー 全て 5％ 

アウトドア 全て 5％ 

生活用品 

湯沸かし器 2％ 

浴审照明暖房 2％ 

ひげそり 2％ 

その他 5％ 

ベビー関連 

粉ミルク/ベビー食品/栄養品 2％ 

おむつ/衛生ケア/哺乳など用品 2％ 

その他 5％ 

化粧品（美容器具含む） 全て 4％ 

アクセサリー 

金類 0.5％ 

天然石 5％ 

天然真珠 5％ 

天然琥珀 5％ 

その他 2％ 

デジタル 全て 2％ 

家電 全て 2％ 

自動車関連 全て 2％ 

保健食品 

茶飲料/果汁/機能飲料 1％ 

油/米/麺/雑穀 1％ 

その他 2％ 

AV 全て 2％ 

サービス類 全て 2％ 

バーチャル商品 全て 0.5％ 

 

（５）ショッピングモールへの出店手続き 

ショッピングモールへの登録の場合も、支付宝でのアカウントの取得が必要である。先

に個人の淘宝網会員登録の説明において、同時に支付宝のアカウントの取得方法を説明し

たが、基本的な流れはほぼ似たようなものである。全体的な流れは次の図に示す通りであ

る。 

 

 

図 73 ショッピングモール登録の流れ 
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① 支付宝への登録 

 先の支付宝への登録は、淘宝会員登録と同時に自動的に作成された支付宝アカウントの

アクティベート・实名認証であったが、ここでは企業が先に支付宝アカウントを取得する

方法を説明する。 

 

 支付宝トップページ（http://www.alipay.com/）を開 き、（無料登録）

もしく は（新ユーザー登録）クリックする。 

 

 

図 74 支付宝トップページ 

 

登録開始画面（https://www.alipay.com/user/reg_select.htm）に進む。ここでは「email

登録」を選択し、 （進む）をクリックする。 

https://www.alipay.com/user/reg_select.htm
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図 75 登録方式選択画面 

 

登録情報を入力する。（https://www.alipay.com/user/user_register.htm） 

 

 

emailアドレス、「登録パス

ワード」、「支払いパスワー

ド」、「安全保護のための質

問」をそれぞれ設定し、個

人登録情報（名前・身分証

の種類とその番号、携帯電

話か固定電話の番号）を入

力し、最後に確認コードを

入力して 

 

（以下の条項に同意し、登

録する）をクリックする。 

 

情報を全て入力し、登録が

成功すると下図のような画

面が出る。 

 

 

 

図 76 個人情報入力画面 
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図 77 登録完了画面 

 

10分以内に指定したメールアドレスにメールが届くので、メールの中の「アクティベー

トボタン」をクリックする。もし 10分経ってもメールがとどかないようであれば、「请点

此再次发送激活信」（クリックしてアクティベートメールを再送）をクリックする。 

 

 
図 78 メールボックスに届く支付宝からのメール 

 

メールは「支付宝アカウントのアクティベートをしてください」という件名である。メ

ールを開き、アクティベートする。 
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図 79 送付されたメールの内容 

 

「支付宝はあなたの登録情報を受理しました。支付宝の登録の完了のためにアクティベ

ートを行ってください」とのメッセージの下の「点击这里,立即激活支付宝帐户」（ここを

クリックしてすぐ支付宝アカウントをアクティベートする）をクリックする。 

 

 

図 80 アクティベート完了画面 
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② 支付宝販売者認証 

 

1 で登録した支付宝アカウントにログインし、「申請認証」をクリックする。 

図 81 ログイン後のトップページの表示 

 

 

 認証情報入力に進む。 

 

図 82 ステップ１「認証情報入力」開始画面 

 

 

次の画面では、会社名と営業許可証番号を聞かれるので、正しい内容を入力する。 

 

図 83 会社名・営業許可証番号入力画面 

 

会社名称は営業許可証に記されているものと一致していなければならない。入力完了後、 

をクリックする。 

 

 

http://www.alipay.com/
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図 84 認証情報入力画面 

 

引き続き、企業情報・企業の銀行口座情報を入力する。この際、申請者が法人代表者で

はない場合は法人代表者の委任状を提出する必要がある。 

 

委任状の書式は次の通り。 
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委托書（委任状） 

 

    兹 授権我公司 /厂员 工 ________先生 /小姐，性 别 ____,身份証号 码

______________ 任职部门_______，职務_______，代表我公司开立我公司的支付

宝账户__________（登録的 email 地址または手机号)以及并为该支付宝账户设置

用于操作和管理该支付宝账户所需的登录密码、支付密码和（または）支付宝数字

証書，由此产生的所有风险由我公司自行承担，请贵公司办理相关手续。  

 

（弊社職員＿＿氏/女史、性別＿、身分証番号＿＿＿＿、部門＿＿、職務＿＿に

は、弊社を代表して支付宝アカウント＿＿（登録した emailアドレス、もしくは

携帯電話番号）及び当該支付宝アカウントの操作ならびに管理に用いる登録パス

ワード・支払いパスワードならびに（もしくは）支付宝デジタル証書の開設を授

権する。これによりもたらされる全てのリスクは弊社が自ら負うものとし、貴社

におかれては関連手続きを進められたし。） 

 

授権时间：与支付宝账户期限相同または另行書面变更授権为止。 

（授権期間：支付宝アカウント期限と同期 もしくは別途書面にて授権の変更が

あるまで。） 

 特此声明。（ここに特に声明する。） 

  

  

○○○公司  

(会社社印)  

年月日 

   

これをスキャンしてアップロードする。 

               

そのほか、企業が提出する書類は次の通り。 

 営業許可証（企業法人営業許可証、パートナー企業法人営業許可証、個人独資企業法

人営業許可証、屋号を持つ個人商工業者営業許可証）。これらをスキャンしてアップロ

ードする。 

 

 申請者の身分証情報。法定代表者が台湾人もしくは外国人である場合、また申請者が

法定代表人ではない場合、中国の申請者の証書情報と企業の委任状が必要となる。 

 

 企業の公的な銀行口座 
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銀行口座名は、営業許可証に明記されている会社正式名称と同一でなければならない。

企業の銀行口座入力の際は、人民元基本口座開設時に銀行から発行された「口座開設許可

証」の内容に沿って入力も可能。 

 

 

図 85 銀行口座開設許可証の内容に沿って入力も可 

  入力後、 をクリックする。すると、先ほど入力した内容の確認画面が

表示される。 
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図 86 入力内容確認画面 

内容に問題がなければ をクリックする。修正したい場合には「返回修改」 

（入力し直す）をクリックして再び入力画面に戻る。 

 

次に進むと、「公安網」（正式名称：中華人民共和国公安部全国公民身分証ナンバー紹介

サービスセンター http://www.nciic.com.cn/framework/gongzuo/index.jsp）による身分

証のチェックが行われる。 

 

図 87 情報審査中を示す画面 

 

公安網での審査完了後は、オペレータによる営業許可証の審査に進む。 
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図 88身分証情報審査画面 

 

販売者の審査完了後は、１～３営業日内に、情報入力した銀行の口座に、支付宝から確

認のための尐額の振り込みが行われる。 

振り込みが確認できた時点で、引き続き認証作業を進める。 

 

 

図 89 振り込み金額確認画面 

 

をクリックし、支付宝から振り込みまれた金額を入力する画面に進む。 

 

図 90 金額入力画面 

 

金額を入力 し、をクリックする。 
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図 91 販売者支付宝認証通過画面 

 

認証が通過したら、上図の画面が表示され、認証作業が完了する。 

 

③ 「関連付け認証」 

ここまでで、販売者は認証を取得したアカウントを一つ有したことになる。販売者が必

要に応じて複数アカウントを取得する場合、以降は改めて認証をとる必要はなく、新規取

得アカウントと認証取得済みアカウントを関連付けるだけでよい。 

 

関連付け作業は、図 91 認証通過画面の「点此进行关联」をクリックするか、または支

付宝トップページ（www.alipay.com）からログインし、「我的账户」の中の「账户信息（ア

カウント情報）」にある「增加关联账户（アカウント関連付け）」をクリックする。 

 

図 92 「我的账户」内のアカウント情報表示ページ 

 

また、同じく支付宝ログイン後、「商家认証（販売者認証）」-「增加关联（関連付け）」

をクリックしても同じく関連付けをおこなうことができる。 

http://www.alipay.com/


 

 
Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

108 

 

図 93我的支付宝ログイン後画面 

 

図 94販売者認証クリック後画面 

 

 

図 95 实名認証関連付け追加指示画面 

 

1 つの認証済みアカウントには 10 アカウント分を関連付けることができる。「增加关联

帐户（アカウント関連付け）」をクリックして、入力画面に進む。 

 

認証済みアカウントに対する支払いパスワードを入力し、 

をクリックする。
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図 96 支払いパスワード入力画面 

 

関連付ける新規アカウントと、それに対する支払いパスワードを設定し、 を

クリックする。 

 

図 97 関連付したいアカウント入力画面 

 

「あなたの支付宝認証関連付けは成功しました」と表示されるので、「点此查看（ここ

をクリックして見る）」をクリックして、関連付けアカウント認証情報を確認する。 

 

図 98 関連付け完了画面 
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図 99 関連付けされたアカウント認証情報確認画面 

 

 

④ モール出店申請 

モール出店申請前に、淘宝網の会員になっていなければならない。会員登録の方法は「淘

宝網」への会員登録 の項目ですでに説明済みであるので、ここでは省略する。 

 次からは、すでに会員となったところからの説明である。 

 

淘宝商城の http://zhaoshang.mall.taobao.com にアクセスする。 

 

図 100 淘宝商城登録ページ 

（新店舗入居）をクリックし、注意事項のページに進む。 

 

「淘宝ショッピングモール販売者注意事項」（全 4ページ）を熟読する。このぺージ内の

内容から、この後に控える「テスト」が出題され、それに合格しなければモール販売者と

なることはできない。「テスト」は全問正解が要求されているが、問題は「淘宝ショッピン

グモール販売者注意事項」に書かれている内容で構成されており、これを見ることで全て

http://zhaoshang.mall.taobao.com/
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回答することができる。具体的には次のような問題がある。 

 

問題 選択肢 

モール出店者は、淘宝の同意なく店

舗に「淘宝網戦略合作パートナー」

または「淘宝網における唯一に指定

販売店舗」等の文字等を表示した場

合、どのような処罰を受けるのか。 

・ 店舗を監督管理し、サービス協議を終止 

・ 商品出品を 7日間制限 

・ 店舗を 7日間監督管理 

・ 店舗を 30日間監督管理 

以下のどの表記が店舗において許さ

れるのか。 

・ デジタル部品ワンストップショッピングサイト 

・ 淘宝網戦略合作試行店舗 

・ 淘宝網デジタルチャネル合作パートナー 

・ 淘宝網における唯一の授権店舗 

モール出店に成功した後に、取得し

た企業の支付宝番号の残高機能は引

き続き保留することができるのか。 

・ 保留しない 

・ はっきりしない 

・ 自ら保留するかしないかを決めることができる 

保留する 

 

（参考サイト） 

http://zhaoshang.mall.taobao.com/common/notice.htm?handle=newsign 

http://zhaoshang.mall.taobao.com/common/guide.htm?handle=newsign#1 

http://zhaoshang.mall.taobao.com/common/guide.htm?handle=newsign#2 

http://zhaoshang.mall.taobao.com/common/guide.htm?handle=newsign#3 

 

http://zhaoshang.mall.taobao.com/common/notice.htm?handle=newsign
http://zhaoshang.mall.taobao.com/common/guide.htm?handle=newsign#1
http://zhaoshang.mall.taobao.com/common/guide.htm?handle=newsign#2
http://zhaoshang.mall.taobao.com/common/guide.htm?handle=newsign#3
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図 101 「淘宝ショッピングモール販売者注意事項」 

 

 

最後まで読み、 （同意し試験を受ける）をクリックし試験に進む。 

 

試験は全部で 5ページ、50問ある。 
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図 102 試験のページ 

 

試験に合格すると開店できるが（図 103）、不合格だと開店できない（図 104）。 
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図 103 合格画面 

 

 

図 104不合格画面 

 

試験に合格すれば、開店の手続きにはいることができる。次のページでは企業情報を入

力する。 
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図 105 合格後の企業情報入力画面 

 

ここで使用できる支付宝アカウントは、先に申請・認証を受けたものとし、すでにそれ

を使用した店舗の開設を申請している場合（図 106）、支付宝アカウントがすでに他の淘宝

アカウントとバインディングされている場合（図 107）、アカウント入力が間違っている場

合（図 108）は、それぞれ警告がでて、改めて支付宝アカウントを入力することが求めら

れる。 
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図 106 すでに認証を受けたアカウントを使用した店舗の開設を申請している場合の

警告画面 

 

図 107 アカウントがすでに他の淘宝アカウントとバインディングされている場合の

警告画面 

 

図 108 アカウント入力が間違っている場合の警告画面 

 

正しく使用できるアカウントが入力されたら「おめでとう、照合通過です」と表示され

る。 

 

図 109 照合通過の画面 

 

 

次に図 105 で入力した内容を 2 回確認する。（図 110、図 111）間違いがあれば「返回

修改」をクリックして情報入力をやり直す。 
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図 110 基本情報確認画面 

 

 

図 111 基本情報確認画面（再確認） 

 

図 112 約款承諾画面 

 2 回目の確認の際には「淘宝 B2C サービス協議」の欄が表示されるので、この内容を熟
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読の上（上記協議及び条項を通読の上同意する）をクリックする。 

 

淘宝のサービス協議及び条項に同意した後、引き続き支付宝代理引き落とし協議に進む。 

 

 

図 113 オンライン契約（支付宝代理引き落とし協議）の画面 

 

「支付宝代理引き落とし協議」ページでは、支付宝アカウント・支払いパスワードを入

力して次に進む。 

 

図 114 代理引き落とし協議の確認画面 

 

次の欄では、モールで取り扱うブランドに関する情報を入力・アップロードする。ブラ

ンドのロゴについては、商標局に備案されている内容と一致しなければならない。 
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図 115 取り扱いブランドのロゴの確認画面 

 

ブランドをアップロードして、オンライン上での操作は終了する。その後、この画面に

表示されている資料を指定の住所に送付し、審査を受ける。 

 

 

図 116 オンライン操作完了の画面 

 

資料郵送後に表示される画面は以下の通り。 
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図 117 フラッグシップショップ、ライセンスショップ店の場合 

 

 

図 118 専門店の場合 

 

審査通過後は次の表示がでる。 

 

図 119 審査合格の画面 

 

審査通過前後に、支付宝アカウントには最低 5000元を入金しておく必要がある。支付宝

側はこれを「凍結」し、保証金とする。審査通過後 1か月以内に入金されなければ、淘宝

網ショッピングモールの今回の申請は破棄される。 
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図 120 審査通過を示す画面 

 

（保証金凍結）をクリックし、保証金の凍結操作を行う。 

 

凍結操作が完了すると、以下の画面が表示される。 

 

図 121 保証金凍結の成功を示す画面 

 

保証金が凍結され、5 営業日以内にモールへの入居案内が来る。 
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第三章 中国のネット市場（B2B） 

 

１． B2Bの市場規模 

中国の B2Beコマース取引規模は 2002年から 2008年の 6年間で 38倍に伸び、年平均成

長率は 84.2%という数字をたたき出しているが、2004年以降は、成長速度はやや弱まり、

2008年は前年比 40.1%の伸びに留まっているが、取引額は大きくなってきており、増加額

としては引き続き大きな水準にある。金融危機の影響を受け、2009年上半期の中国 B2Bの

Eコマースの全体的取引規模は12635億元と前年同期比11.0%の下落となったが、iResearch

社によると、中国 B2Be コマース取引規模は 2012年には 9.72万億元に達し、2008年の 3.3

倍に達すると予測している。 

 

 

図 122 2002-2012 年中国 B2B eコマース取引規模（出典：iResearch 社） 

 

２．B2Bサイトシェア 

中国の B2Bサイトのシェアである。中国 eコマースの代表格ともいえるアリババが 60%

近くのシェアとダントツのトップの位置にある。 
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図 123 2008 年第三四半期～2009年第三四半期 Eコマース企業営業収入シェア50（出

典：iResearch 社） 

 

３．B2Bで取引される商品 

最終消費者を対象とする B2Cや C2Cと違い、B2Bでは取り扱われる商品の種類が多く、

工業品、消費品、原材料、商業サービスといったものが扱われている。商業サービスの概

念がわかりにくいように思えるが、以下のようなカテゴリーに分かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
50 2009年第三四半期の数値は予測モデルによる参考数値。 
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表 27 商業サービスのカテゴリー 

商業サー

ビス 

人材招聘 求職プロ

フィール 

ネット兼

職 

物流サー

ビス 

国内陸運 国際海運 輸出入 

展示会ネ

ット 

展示会情

報 

北京展示

会 

展示館計

画 

ビジネス

とラベル

サービス 

チケット 企業日常

サービス 

家庭サー

ビス 

広告 テレビ番

組作成 

広告設計 広告制作 アリ研

修51 

アリロ

ーン 

金融 保険 投資 

ベンチャ

ー加盟 

プロジェ

クト合作 

仲介 四季青 52

卸売 

製作設計 人材設計 製品設計 平面設計 

韓国輸入 芸能スター

ブランド 

現品限り 日本輸入 日本薬品・化

粧品 

現品限り専

門 

 

次に、以下に示しているのはアリババのサイトにおける検索キーワードランキングであ

るが、このキーワードに関連するのが売れ筋商品といえよう。 

 

表 28 検索キーワードランキング（2009年 12月 10日現在） 

 

１ 玩具  
２ 韓流アクセサリー  
３ ラバーズグッズ  
４ 輸出用靴  
５ 韓国カバン  
６ 韓流春物ファッション  
７ USB  
８ デジカメ  
９ MP4  
10 MP3  

 

 

４．Ｂ２Ｂ取り組み事例 

4-1 アリババのプラットフォームを利用 

（１）アリババ中国向け輸出支援サービス（https://www.alibaba-inc.jp/） 

 セシール 

 株式会社セシールは、「アリババ中国向け輸出支援サービス」を通じて行っていたセシ

ールの中国向け商品販売を、2009年 6月より、さらに拡大して展開しはじめた。中国にお

けるビジネスの本格展開を目指し、中国国内の法人・個人事業主を対象に、アパレル・イ

                                                   
51 ここではアリババサイトの eラーニングのことを指している。 
52 「四季青」は会社名称。 

https://www.alibaba-inc.jp/
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ンナー商品 1,866アイテムをアリババのサイト上で販売することになった。 

 

 

図 124 セシール（アリババ「中国向け輸出支援サービス」）のトップページ 

 

 パルコ 

株式会社パルコ渋谷店とアリババ株式会社は、2009年 9月より、アリババ「中国向け輸

出支援サービス」を活用し、渋谷パルコに出店しているテナント企業の中国市場進出をサ

ポートすることを目指した業務提携を開始した。同サービスはアリババの中国バイヤー向

けサイト(http://jinkou.alibaba.com.cn/)で展開し、「カミシマチナミ イエロー」他が複

数のブランドが参加している。日本の最新のファッションをアリババ経由で紹介すること

により、中国バイヤーは最新トレンドのファッション情報を入手し、仕入れることが可能

となる。また、渋谷パルコへ出店しているテナント企業は、中国バイヤーに直接リーチし、

中国市場でのマーケティングをしながら販路を新たに開拓することができる。 
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図 125 パルコ（アリババ「中国向け輸出支援サービス））のトップページ 

 

 

4-2 その他Ｂ２Ｂプラットフォームの活用 

事業者向けに情報提供サービスを展開している株式会社イー・クラシスは、中国にまつ

わるビジネス情報を提供する「フィデリ・中国」にて、日本メーカーの中国進出をサポー

トする「中国進出ワンストップサービス」を行っている。 

同サービスでは、国内メーカーの積極的な中国市場への進出、販促活動をサポートし、

自社商品を中国のバイヤーや一般消費者に効率良く販売、PRできる機会を提供するものと

しており、そのツールのひとつとして同社が運営する「FIDELI 櫻易（インイー）」という

ＥＣサイトを活用する方法がある。取扱商品のカテゴリーとしては、食品、美容・スキン

ケア、健康、ファッション、ベビー、家庭用品、ペット用品、、贈答品といったものがあ

る。 
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図 126 イー・クラシスのトップページ（http://www.fideli.cn/） 
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第四章 ネット販売成功のポイント 

 

中国ネット販売市場に関する規制、現状及び参入方法について説明してきたが、以上の

状況を理解しただけで市場参入するのはまだ早い。やるからには成功しなければならず、

成功するためには競合にうち勝たなければならない。ネットショップの全体数値は正確性

に乏しいものが多いのでここでは割愛するが、淘宝に出店している店舗数だけで次の通り

だ。 

 

表 29 淘宝出典店舗数 

（2009.11.24時点） 店舗総数 内淘宝モール 

服飾 583,224  4,144  

携帯/デジタル/オフィス用品/家電 196,596  1,225  

美容・スキンケア 154,590  896  

家庭用品/ベビー/食品 419,698  3,531  

文化娯楽体育/自動車 114,212  751  

ジュエリー/アクセサリー 35,910  540  

コレクション/趣味 85,205  173  

ゲーム/チャージカード 120,913  10  

生活サービス 29,662  90  

合計 1,740,010  11,360  

全分類店舗数 2,218,169  12,475  

 

分類ごと店舗数の合計と、卖純な全体店舗数に差異があるが、一応の参考になろうかと

思う。店舗総数は 2009 年 11月 24日の時点で淘宝だけで 220万店舗もある。この中で勝ち

抜いていく必要があるのだ。 

 

既にネット販売を行い始めている企業に対してヒアリングを通じた結果、ネット販売成

功のポイントは以下に集約すると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

競争に勝つためには 

価格競争力 

輸入税 

物流費 

ブランド力 

広告 

プロモーション 

顧客対応 

チャット 

商品紹介 

実体店舗 
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１． 価格競争力 

中国の小売業の粗利率について見ていくと、一般スーパーの粗利は 8-12%程度で、価格

戦を行うと 5-6%まで下落し、マイナスとなることもあるという。高級スーパー・百貨店の

粗利は 18-22%の間、衣類のみを取り扱う百貨店は最高で総合粗利が 26%に達することがで

きると言われている。日本の場合、小売業の「ハニーズ」が 55％の粗利率といわれている。

一方で米国ウォールマートの粗利が 20％といわれている。これらと比べると対応する業界

の中国の小売業の粗利率が極めて低いことが良くわかる。ネット販売の場合、消費者が購

入するに当たって画面で複数の製品の価格比較を行うことが非常に簡卖である。また、店

舗と違って手にとって見ることができない代わりに、価格要素の購入意思に対する寄与度

がどうしても高くなる。一見ネット販売はコストを抑えて展開できるように見えるが、価

格競争力が非常に厳しいという点に留意する必要がある。消費者の買い物の性向として大

きく实用性を求めての購入、嗜好性を求めての購入に分かれるが、現時点において实用性

を求めての購入が多く、そのため購入を決定する要因として価格が占める割合が非常に高

くなっている。特に現時点におけるネットショッピングのユーザーの中に富裕層が占める

比率は尐なく、所得が増えつつあるとは言え、可処分所得の範囲で实用的な買い物をする

ユーザーが大多数であることから、いかに価格競争力をつけるかというスキームを考えて

いく必要があるといえるだろう。 

 

1-1 輸入税コスト 

 C2C で個人輸入レベルで行う場合､関税を免れることができるケースが多いようだ｡しか

しながら､C2C という形態では業容の規模に限界があり､大きく展開するのであれば B2C で

展開していく必要があるといえる｡B2Cという形態で海外からメイド・イン・ジャパンの製

品を輸入する場合､関税及び増値税が発生する｡現在時点における平均関税率が 10%弱､そ

して増値税率が 17%であるが､これらが仕入原価にオンされることになる｡これもまた価格

競争力に大きく影響する要因である｡華单ルートを利用して輸入した場合､関税コストを回

避することが可能なケースもあるようだが､確实性に乏しく､またある程度のロットを輸入

するようであれば当初から関税負担があるものとして考えておくべきといえる｡ 

 2009年 11月 10日の新華社伝によると､日本の健康用品会社 F社の現地法人がネックレス

やブレスレットを中国に輸入する際､輸入額を過尐申告したとして上海市第一中級人民法

院で密輸罪にとわれ､罰金 120万元とともに懲役四年の实刑判決が下された｡関税コストを

抑えるために行った行為かどうかは定かではないが､このような行為が刑事事件としての

刑罰を受けるリスクがある点には留意が必要だ｡ 

 

1-2 物流費 

 ネット販売における物流として、中国国内で発生する物流費と、日本から商品を輸入す

る場合であれば、日本から中国へ輸送するための物流費が発生する。 
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（１） 国際運送 

 ＥＭＳとスコアジャパンを利用した場合のコスト比較をしてみる。 

ＥＭＳ スコアジャパン 

1,800円（東京から上海へ 1㎏送付） 850～950円（1㎏あたり） 

 

 一見ＥＭＳの方がコスト高に見えるが、EMSと民間運送業者では通関方法が違っており、

民間業者の通常通関の免税範囲は EMSの個人物通関の免税範囲より申告金額、適正重量が

低いケースもある。一方で、一般的にＥＭＳは個人利用目的としてみなされるため、輸入

税を課せられるリスクが低いといわれている。輸入貨物の内容、申告金額により税金額、

運賃の合計金額をトータルで比較し業者の選択をする必要があるといえる。 

 

（２） 国内運送 

一般的に店舗が開設されて以降、取り扱い数量に応じて宅配便会社と価格を取り決める。

ある中国系の宅配便会社の上海を起点とする料金体系は以下のとおりになっている。 

 

表 30 宛先別料金表 

宛先 料金 

上海・江蘇・浙江 4-5元 

東北及び広東、貴州等 8-10元 

新疆、チベット、海单 一般的に 15-18元 

 

 中国系の国内宛の配送費用としては上記の金額は一般レベルにあるといえる。 

 

 貨物の梱包や取り扱いが丁寧になってきたこともあり、運送中に貨物に損傷が生じるケ

ースはかなり減ってきている。しかしながら、完全になくなってきているわけでもなり。

特に遠隔地に行けば行くほど貨物に対するコントロールが利き難くなる傾向がある。 

 

２． ブランド力 

 中国人は一般的にブランド好きといわれている。そのため、パナソニック、トヨタ、キ

ャノン、ソニーといった世界的ブランドであるならばともかく、日本国内だけで有名なブ

ランドというだけでそのブランド力を中国で活かすことは難しい。「メイド・イン・ジャパ

ン」というのもひとつのブランドといえるが、これだけを売りにしても難しいだろう。「メ

イド・イン・ジャパン」を売りにしたとしても、同種商品がネット上で安価で販売されて

いる例は尐なくない。中国市場は想像以上に厳しいマーケットである。従って、ブランド

力をいかに高めるかは非常に重要なポイントとなってくる。 
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2-1 プロモーション活動 

淘宝モールに店舗を持つ metersbonwe（美特斯邦威）という企業のプロモーション活動

について紹介する。 

 

 

図 127 淘宝モールのトップページ 

 

 これは淘宝モールのサイト（http://metersbonwe.mall.taobao.com/）だが同社の自社サ

イ ト で 「 時 尚 顧 問 」（ フ ァ ッ シ ョ ン ア ド バ イ ザ ー ） と い う コ ー ナ ー

（http://www.shishangguwen.com/main.html）がある。人気歌手の周傑倫と張韶涵を起用

している。 

 

http://metersbonwe.mall.taobao.com/
http://www.shishangguwen.com/main.html
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図 128 metersbonwe（美特斯邦威）の「時尚顧問」（ファッションアドバイザー）のペー

ジ 

 

 画面を展開していく中で、これらの芸能人と一緒に同社の着こなしや、組み合わせをチ

ェックすることができるようになっている。試着しなくとも視覚で確かめることができる

ようになっている。いわばネット上の着せ替え人形とでもいえよう。このような試みは一

種のブランド戦力ということができるだろう。 

 

2-2 広告 

ネット販売という行動、あるいはネット販売している製品を消費者に気づいてもらうた

めには、気づいてもらうための努力が必要である。一度利用してもらった消費者に対して

メールマガジンを配信する、BBS に自らを賞賛する書き込みを行うといった草の根的な宠

伝活動もあるが、広告も必要になってくるであろう。しかしながら、中国における広告費

は想像以上に高いと思ったほうがいい。以下に具体例を紹介する。 

 

2-2-1 テレビ 

（１）東方衛視 

東方衛視というテレビ局について見てみる。東方衛視は上海文広新聞伝媒集団の傘下

の衛星テレビ局で、官営のテレビ局に属する。上海に拠点を置くテレビ局であり、

北米、ヨーロッパ、日本、オーストラリアでも放送されており、これらまで含める

と 7 億人の視聴者がいるといわれている。同局の広告費は次の通りだ。 
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表 31 東方衛視のテレビ広告費用 

 

最安値 

（00:30-07:00) 

最高値 

（20:30-21:55） 

12秒 7,200元 120,000元 

15秒 12,000元 200,000元 

 

（２）湖单衛視  

次に湖单衛視を見てみよう。湖单衛視は湖单電視台の衛星放送で、2006 年においてカバ

ー率 60%超、視聴人口 7.6億人を誇る、特に若者に人気のテレビ局である。同局の広告費

は次の通りだ。 

 

表 32 湖单衛視のテレビ広告費用 

 

最安値 

（07:00以前） 

最高値 

（週末 19:32-222:00） 

5秒 5,000元 60,000元 

10 秒 8,750元 105,000元 

15 秒 12,500元 150,000元 

 

 二局のみを紹介したが、コストは決して安くないことがわかっていただけるだろう。 

 

2-2-2 新聞 

（１）東方日報 

 東方日報は 2003 年に創刊された上海、江蘇、浙江で読まれる新聞で、発行部数は公称

40 万部である。 

 

表 33 東方日報の広告費用 

紙面位置 

スペース 
土曜日～火曜日 

（元） 

水曜日～金曜日 

（元） 

（高さ×幅） 

ｃｍ 
モノクロ カラー 

モノ 

クロ 
カラー 

第一面挿絵広告 4×7  24,000  28,000 

第一面日付欄 2×24.4  38,000  40,000 

第一面 1/3版 10×24.4  200,000  240,000 

第一面フッター 6×24.4  100,000  120,000 
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紙面位置 

スペース 
土曜日～火曜日 

（元） 

水曜日～金曜日 

（元） 

（高さ×幅） 

ｃｍ 
モノクロ カラー 

モノ 

クロ 
カラー 

A3ハーフ面 16.5×24.4  100,000 100,000 120,000 

A 面（新聞面 

）全ページ 
33.5×24.4 80,000 180,000  220,000 

A 面（新聞面） 

ハーフページ 
16.5×24.4  100,000  120,000 

他の面第一面 

日付欄 
2×24.4  18,000  20,000 

A 面（新聞面） 

全ページ 
33.5×24.4 120,000 160,000 140,000 180,000 

他の紙面 

の全ページ 
33.5×24.4 100，000 140,000 120,000 150,000 

A 面（新聞面 

ハーフ面 
16.5×24.4 68,000 90,000 80,000 100,000 

他の紙面ハーフ面 16.5×24.4 50,000 75,000 60,000 85,000 

A 面（新聞面） 

フッター 
7.6×24.4 30,000 48,000 35,000 50,000 

他の紙面の 

フッター 
7.6×24.4 24,000 40,000 28,000 45,000 

A 面（新聞面） 

1/4縦書き版 
16.5×11.9 35,000 50,000 45,000 60,000 

他の紙面の 

1/4縦書き版 
16.5×11.9 28,000 45,000 35,000 50,000 

A 面（新聞面） 

ハーフフッター 
7.6×11.9 18,000 25,000 20,000 30,000 

他の紙面の 

ハーフフッター 
7.6×11.9 13,000 22,000 16,000 25,000 

挿絵広告 2×4.5 2,000 3,000 3,000 3,500 

 

（２）北京晩報 

《北京晚報》は北京市郵政報刊発行局が国内外に発行しているもので、発行量は 100
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万部、最大で 120 万部に達する、全国でも有数の発行量を誇る夕刊紙である。 

表 34 北京晩報の広告費用（卖位：元） 

紙面

位置 
規格 

高さ×幅

CM 
色 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

1版 

題字横 5.5×9.5 カラー 66300 69600 73200 78000 83800 65000 

フッタ

ー 
6×24 カラー 118000 120000 126000 142000 168000 116000 

ダブル 

フッタ

ー 

12×24 

カラー 

328000 328000 328000 328000 328000 328000 

ハーフ

面 
17×24 

カラー 
488000 488000 488000 488000 488000 488000 

32 版 

フッタ

ー 
8×24 

カラー 
79000 82000 88000 95000 103800 76000 

ハーフ

面 
17×24 

カラー 
153800 156000 166000 176800 186000 152000 

全ペー

ジ 
33.5×24 

カラー 
330000 330000 330000 330000 330000 330000 

2、3

版 

フッタ

ー 

6×24 カラー 
53800 55000 56900 61200 66200 52800 

12×12 

1/4版 17×12 カラー 90800 93800 95000 101800 102800 88000 

ダブル 

フッタ

ー 

12×24 

カラー 

103800 104800 108900 116800 119000 102800 

ハーフ

面 
17×24 

カラー 
152000 158000 166000 172000 182000 152000 

全ペー

ジ 
33.5×24 

カラー 
366000 366000 366000 366000 366000 366000 

4--9

版 

ハーフ 

フッタ

ー 

6×12 

モノ 

クロ 
22300 22800 23200 25500 27000 22000 

カラー 25800 26800 27600 29200 31200 25000 
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フッタ

ー 

6×24 

12×12 

モノ 

クロ 
45100 45900 47200 51000 54200 44200 

カラー 51800 52600 53800 58600 62600 50800 

1/4版 17×12 

モノ 

クロ 
68600 69600 71600 77800 78600 67200 

カラー 78800 80200 82300 86000 89000 77200 

横 書 き

1/4 版 
8.5×24 

モノ 

クロ 
83900 85500 87800 93800 94200 82000 

カラー 95500 97200 99800 106800 108000 93800 

ダブル 

フッタ

ー 

12×24 

モノ 

クロ 
86900 88500 90800 98000 98800 85000 

カラー 100200 102000 104600 112800 113800 98200 

ハーフ

面 
17×24 

モノ 

クロ 
115000 115000 118000 138000 142000 115000 

カラー 132500 132500 138000 158000 160000 132400 

全ペー

ジ 
33.5×24 

モノ 

クロ 
218000 218000 218000 235000 235000 218000 

カラー 250600 250600 250600 269900 269900 250600 

 

 

2-2-3 インターネット 

 次に淘宝のウェブサイトの広告費を見てみよう。 

 

表 35 2008タオパオ広告価格料金表 

 

位置 スペース 数量 

幅  

（画素） 

高さ 

（画素） 

値段    

（元/日） 

タオパオ 

トップページ 

ファーストビュー

2画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 360 190 120,000 

ファーストビュー 1 360 190 100,000 
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3画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

ファーストビュー

左側文字 
4 18のキャラクター 15,000 

セカンドビュー

Banner 
1 180 250 50,000 

サードビュー

Banner 
1 180 250 40,000 

サードビュー 

フッター 
1 760 90 30,000 

タオパオスパー 

トップページ 

ファーストビュー

2画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 500 250 15,000 

ファーストビュー

4画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 500 250 12,000 

第ファーストビュ

ーフッタ－ 
1 950 90 15,000 

セカンドビュー 

フッタ－ 
1 950 90 10,000 

サードビュー 

フッタ－ 
1 950 90 5,000 

プロモーション＋フ

ァッション商品 

（元グローバールシ

ョッピング） 

トップページ 

ファーストビュー

2画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 360 190 36,000 

ファーストビュー

4画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 360 190 30,000 

第ファーストビュ

ーフッタ－ 

1 
950 90 40,000 

1 

セカンドビュー 

フッタ－ 

1 
950 90 25,000 

1 

サードビュー 

フッタ－ 

1 
950 90 15,000 

1 

中古品セクション 

トップページ 

ファーストビュー

2画面チェンジフ
1 360 190 12,000 
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ォーカスピクチャ 

ファーストビュー

4画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 360 190 10,000 

第ファーストビュ

ーフッタ－ 

1 950 90 8,000 

1 950 90 5,000 

女性セクション 

トップページ 

セカンドビューフ

ッタ－ 

1 250 260 25,000 

1 250 260 22,000 

第ファーストビュ

ーBanner 
1 240 100 25,000 

セカンドビュー 

フッタ－ 
1 950 90 20,000 

サードビュー 

フッタ－ 
1 950 90 15,000 

男性＋スポーツ 

セクション 

トップページ 

ファーストビュー

2画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 250 260 13,000 

ファーストビュー

4画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 250 260 11,000 

第ファーストビュ

ーフッタ－ 

1 
950 90 1,000 

1 

セカンドビュー 

フッタ－ 

1 
950 90 6,000 

1 

サードビュー 

フッタ－ 

1 
950 90 4,000 

1 

携帯電話電子製品チ

ャンネル  トップ

ページ 

ファーストビュー

2画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 250 260 12,000 

ファーストビュー

4画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 250 260 10,000 

第ファーストビュ

ーBanner 
1 240 100 5,000 

セカンドビュー 

フッタ－ 
1 950 90 5,000 
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サードビュー 

フッタ－ 
1 950 90 3,000 

母子＋家庭生活チャ

ンネル   トップ

ページ 

ファーストビュー

2画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 250 260 12,000 

ファーストビュー

4画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 250 260 10,000 

第ファーストビュ

ーBanner 

1 
240 100 8,000 

1 

セカンドビュー 

フッタ－ 

1 
950 90 5,000 

1 

サードビュー 

フッタ－ 

1 
950 90 3,000 

1 

コミュニティトップ

ページ 

ファーストビュー

2画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 360 190 15,000 

ファーストビュー

4画面チェンジフ

ォーカスピクチャ 

1 360 190 13,000 

第ファーストビュ

ーBanner 
1 760 90 15,000 

セカンドビューフ

ッタ－ 
1 760 90 10,000 

サードビューフッ

タ－ 
1 760 90 6,000 

情報チャンネル 

インナーページ 

第ファーストビュ

ーフッタ－ 
1 950 100 30,000 

第ファーストビュ

ーダブル絵画面 
1 300 250 25,000 

私のタオパオ 

トップページ 

右側文字 3 30のキャラクター 10,000 

第ファーストビュ

ーフッタ－ 
1 760 90 50,000 

対称欄 1 100 250 35,000 

ファーストビュー

右側 Banner 
1 180 95 30,000 
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底部フッター 1 760 90 20,000 

私の購入ページ 

第ファーストビュ

ーフッタ－ 
1 760 90 40,000 

ファーストビュー

右側 Banner 
1 180 250 30,000 

検索結果面 

第ファーストビュ

ーフッタ－ 
1 760 90 60,000 

ファーストビュー

右側 Banner 
1 180 250 40,000 

お気に入り 

トップページ 

第ファーストビュ

ーフッタ－ 
1 950 50 25,000 

ファーストビュー

左側 Banner 
1 180 250 20,000 

底部フッタ－ 1 710 90 10,000 

 

 

2-2-4 雑誌 

（１）時尚·伊人 

《時計伊人》は女性向けのファッション雑誌である。編集のポリシーとして、①個人の成

長、②男女関係、③事業発展、が挙げられており、この他ファッション、美容、健康・ト

レーニング等の内容が含まれている。 

 

表 36 時尚·伊人 2009 年広告価格 

紙面 価格（元） 紙面 価格（元） 

主要刊行物、ミニ版正式オファー：   裏表紙の折りページ 708000 

表紙折りページ 1390000 第一番目の見開き 480000 

裏表紙折りページ 1110000 目次前の見開き 410000 

第一番目の見開き 750000 目次 230000 

目次前の見開き 650000 本文開始の見開き 338000 

目次（熱力掲示の前） 365000 最後の見開き 290000 

本文開始前の見開き 530000 裏見返し 220000 

服装セクションの最初の卖独ページ 302500 裏表紙：   

美容セクションの最初の卖独ページ 302500 
雑誌前の 1/3部分のページ

フルページ 
156000 

最後の見開き 455000 
雑誌真中の 1/3部分のフル

ページ 
130000 

裏見返し 330000 
雑誌後ろの 1/3部分のフル

ページ 
100500 

裏表紙 607000 雑誌前の 1/3部分の見開き 265000 

雑誌前の 1/3部分のページ 270000 
雑誌真中の 1/3部分の見開

き 
210000 
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雑誌真中の 1/3部分のページ 220000 
雑誌後ろの 1/3部分の見開

き 
165000 

雑誌後ろの 1/3部分のページ 178000 表紙撮影 350000 

雑誌前の 1/3部分の見開き 490000 雑誌後半分の半分版 65000 

雑誌真ん中 1/3部分の見開き 360000 雑誌後半分の 1/3 版 40000 

雑誌後ろの 1/3部分の見開き 280000 情報欄 1/6版の分類広告 25000 

服装コラム表紙左手ページ 205000 情報欄 1/2版の分類広告 12500 

美容コラム表紙左手ページ 205000 冊子見積もり：   

生活コラム表紙左手ページ 205000 表紙折りページ 600000 

表紙左手の一ページ 205000 裏表紙折りページ 480000 

特集の一ページ 195000 第一番目の見開き 336000 

特集の見開き 308000 目次前の見開き 280000 

表紙撮影 450000 目次 160000 

雑誌後半分の半版 117000 最後の見開き 200000 

雑誌後半分の１/３版 75000 裏見返し 155000 

情報欄 1/6版の分類広告 45000 裏表紙 280000 

情報欄 1/2版の分類広告 22500 一ページ広告 90000 

専門誌価格：   見開き広告 148000 

表紙の折りページ 885000 表紙撮影 280000 

 

（２）都市麗人 

《都市麗人》は 2000年 6月に創刊された、国内で最も広範なブランド影響力を持つ女性

雑誌である。  

 

表 37 都市麗人２００９年広告価格表 

紙面 サイズ 価格（元） 

裏表紙 278mm×215mm  260,000 

裏見返し  278mm×215mm  200,000 

裏見返し見開き  278mm×430mm  340,000 

第一番目の見開き  278mm×430mm  450,000 

第二番目の見開き  278mm×430mm  420,000 

第三番目の見開き 278mm×430mm  400,000 

第四番目の見開き 278mm×430mm  380,000 

目次前の見開き  278mm×430mm  360,000 

目次前の一番目のページ  278mm×215mm  250,000 

目次前の一ページ  278mm×215mm  240,000 

第一目次の右側のページ  278mm×215mm  230,000 

第二目次の右側のページ  278mm×215mm  220,000 

中のページ 
（雑誌の前半分）  

278mm×215mm  160,000 

中のページ 
（雑誌の後半分）  

278mm×215mm  145,000 

中のページ（左手ページ）  278mm×215mm  120,000 

中ページの見開き 
（雑誌の前半分）  

278mm×430mm  300,000 
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中ページの見開き 
（雑誌の後半分）  

278mm×430mm  280,000 

1/2 版  278mm×107mm（縦）  100,000 

1/2 版 139mm×215mm（横）  100,000 

1/3 版  278mm×72mm （縦）  70,000 

1/3 版  92mm×215mm （横）  70,000 

1/4 版  139mm×107mm（縦）  60,000 

 

３． 顧実対応 

 ネット販売は顧実の顔が見えない。だからといって顧実対応を軽視してはならない。メ

ーリングリストをまめに配信したり、BBS への書き込みで口コミを促すというような地道

な方法が行われている例も尐なくないが、フェイス・トゥ・フェイスでの対応ができない

がゆえに、一度信頼を失うと取り返すのがより難しくといえる。 

 

3-1 チャット 

日中のネット販売の違いの一つとして中国ではチャットでのやり取りを行うことが非常

に一般的であることが挙げられる。文字のみの交流とはいえ直接顧実と触れ合うことがで

きることから、全て自社でチャット要員を抱えようという発想も出てくるが、人材の入れ

替えが激しい企業の場合、そのノウハウがいつまでたっても蓄積できないということがあ

りえる。このようなリスクを回避するために、最初からこの部分をアウトソーシングする

という考え方がある。このようなサービスを提供している会社として上海特思尓大宇宙商

務諮詢有限公司（トランスコスモス）がある。同社はネット販売を行っている企業を顧実

として有しており、ネットショッピングユーザーの癖を知り尽くしているといえ、ノウハ

ウがかなり蓄積されている。また、同社はチャット対応のみならず、在庫情報管理等も行

っており、マンパワーが不足している、あるいはノウハウの蓄積が不足しているといよう

であれば検討に値するといえる。 

日本の通信販売は電話対応が中心だが、冒頭に述べたとおり中国ではチャットでのやり

取りが中心である。日本の通信販売において電話での丁寧な積極が大切であるのと同じく、

中国ではチャットでの丁寧な対応が必要となってくる。 

 

3-2 商品紹介 

商品をいかによくみせるかが売り上げに繋がるというのは、日本であれ中国であれ同じ

ことだ。特にネット販売の場合視覚のみで消費者にアピールする必要があるため、商品紹

介のページどの程度のアピール度合いがあるかが重要だ。商品紹介の文章もその一例で、

日本語の紹介文をそのまま中国語に翻訳しても中国人ユーザーに受け入れられるとは限ら

ないし、むしろ最初から中国ユーザー仕様向けの文章でないとアピールできないだろう。

文章だけでなく商品の写真の写し方や、ウェブサイトそのものの構成等も中国人ユーザー

に受け入れられやすいものにすべきで、卖純に日本仕様のウェブサイトで勝負することは
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避けるべきといえよう。また、より検索しやすくするための SEO対策、中国テイストのウ

ェブサイト作りも必要であるといえる。 

 

3-3 实体店舗 

 实店舗での販売と比べネット販売の最も大きなマイナスポイントは、消費者が現物を手

にとって見ることができない点にある。これを解消する方法として、实体店舗を併せ持つ

ということが挙げられる。淘宝で C2Cを展開している業者が、サイト上で实体店舗を持っ

ていることをアピールしている例がある。实物を見ることにより安心感を与えることを目

的としていることがいえる。实体店舗があると認知度が上がりやすいということもいえる。 

 

3-4 販促活動 

日本から商品を直送するような場合、どうしても運送料負担が大きくなる。キャンペー

ン期間を設けて、あるいは一定金額以上購入する場合には無料化するという取り組みが行

われている例がある。国際間の運送費は金額的に大きくなることから、このキャンペーン

はかなり効果的であるといえる。 

 

４．今後の動き 

価格競争力に関する説明の中で、消費者が買い物に求めるものとして实用性と嗜好性と

があることを紹介したが、その要因として C2C 取引が圧倒的に多いために、嗜好性に基づ

く買い物を行うほど売り手に対する安心感・信頼感が高くないのではという声が上がって

きている。一方で、徐々に価格は高めながら品質の良いものを求める動きも現れつつある

という声も上がってきている。今後「非主流」を好む 90後世代がネットユーザーの中心に

なってくると、また傾向は変わっていく可能性も考えられる。 

 

アリババの総裁である馬雲（ジャック・マー）氏によると、Eコマースには 4つの段階

があるという。 

 

（１） 非主流層による非主流製品の購入 

最初の頃のアリババ会員（出展者）は非常にニッチな企業で、規模が小さく、製品も人

に知られていないものであった。そして、最初の頃の淘宝ユーザーの多くは 18～20歳あた

りの層で、非常にニッチな製品を購入していた。 

 

（２） 非主流層が主流製品を購入 

17～18歳の層が淘宝で携帯電話、衣服を購入したが、これらは主流製品である。一方で、

アリババのプラットフォームにおいて、一部の小企業が機械製品、化学工業製品を購入し

ていたが、これらは主流製品に属する。 
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（３） 主流層が非主流製品を購入 

例えばウォールマートが中国でエプロン、スケート靴等の製品を購入し、主流層が淘宝

でパイプ等の小物を買い始めた。 

 

（４） 主流層が主流製品を購入 

2009年に Eコマースはこの段階に入った。この段階は業種によって異なり、最も早く突

入したのが衣料品である。2009年53の淘宝網における衣料品販売額は 350 億元、販売数量は

2 億着に達している。そしてアリババサイトにおいて、毎日 10万着の衣料品が取引されて

いる。衣料品は最も Eコマース化された業種であるといえる。 

 

 

このような背景の中で VANVLや PPG等の衣料品を取り扱うプラットフォームが誕生した

といえる。アリババの衛哲 CEOによると、今後は家庭用品、家電、化粧品が Eコマースか

されていくだろうとコメントしている。 

                                                   
53 2009 年 12 月 21 日付け 21 世紀経済報道の報道に基づく。 
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第亓章 モバイルネットショッピングの可能性 

 

日本では携帯電話がどんどん進化しており、かなりの機能が携帯電話一台あれば収まる

ようになってきている。そのため、従来はパソコンでネットショッピングを行っていた人

たちも、携帯電話でネットショッピングを行う人も増加してきている。ブロードバンドの

普及とともにネット販売が伸びたが、携帯電話でも端末の性能向上により同じことが起こ

ろうとしている。そして、中国でもついに 3G対応が始まった｡3Gを楽しむためのコンテン

ツ等が不足していることから、普及はまだまだこれからといえる。しかしながら、日本の

流れを見る限りでは中国でもモバイルネットショッピングの将来性には期待できるといえ

る。 

   

 

図 129 2008-2012 中国モバイルネットショッピング市場取引規模（出典：iResearch 社） 

 

データによると 2008 年のモバイルネットショッピングの規模は 2.1 億元で、2C 市場の

0.17%に過ぎない。しかしながら、2009 年には市場規模が 3 倍以上になることが見込まれ

ており、これは 2C市場の 0.28%にまで達するのと予想されている。取引金額は年々上昇し、

2012年には市場規模が 2008年の 50倍以上にまで達することが予想されている。３Gがこ

れからどれだけ普及していくかによるが、日本同様パソコンを利用しないモバイルのみの

ユーザーも増加してくるものと思われ、３G 普及の今後の動向は注視する必要があるだろ

う。 
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付録 

主なショッピングサイト毎の決済ツール 

 

 ウェブサイト名 備案/許可証番号 決済ツール 

1 淘宝網 

http://www.taobao.com/ 

付加価値電信業務経営許可

証： 

浙 B2-20080224 

情報ネットワーク伝播視聴

番組許可証：1109364号 

互联網薬品信息服務資格証

書(浙)-経営性 2007-0002 

浙 ICP備 09029738号 

1a 2 3ab 5 6 11 

12 

2 当当網 

http://www.dangdang.com/ 

京 ICP証 041189 号 

 

1b 1c 1d 1e 2 3ab 7 8 

3 京東商城 

http://www.360buy.com/ 

京 ICP証 070359 号 1a 1b 1c 1f 7 8 6b 

 

4 卓越亜馬遜 

http://www.amazon.cn/ 

京 ICP証 010225 号 

 

1a 3ab 5 6 7 8   9 

5 新蛋 

http://www.newegg.com.cn

/ 

滬 ICP備： 

05006005 

1a 1b 1c 1f 5 6 7 8 9  

6 易趣網  

www.ebay.com.cn 

http://www.eachnet.com/ 

滬 B2-20030155 1g 5 7 8 もあるが、全て

先に安付通に支払い、そ

の後安付通から売り手に

支払いを行っている。ア

リペイと同じ形態。 

7 億貝 E-bay 

http://www.ebay.cn/ 

http://beta.ebay.cn/ 

滬 ICP備 07011630号 3 4 8 

8 麦考林 

http://www.m18.com/ 

滬 ICP備 05003606号 1c 3a 5 6 7 8  

9 紅孩子 

http://www.redbaby.com.c

n/ 

京 ICP備 08103087号 

 

1a 1c 1b 1e 6 8  

10 VANCL凡実誠品 

http://www.vancl.com/ 

京 ICP備 08000757号 

 

1a 1b 1c 1e 1h 6 7 11 12 

http://www.miibeian.gov.cn/
http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202007080200026
http://www.amazon.cn/
http://www.miibeian.gov.cn/
http://www.m18.com/
http://www.miibeian.gov.cn/
http://www.redbaby.com.cn/
http://www.redbaby.com.cn/
http://www.vancl.com/
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11 時尚起義（韓国サイト） 

http://www.shishangqiyi.

com/  

滬 ICP備 06036963号 

 

1a 1c 7 6 8 

12 優衣庫 

http://www.uniqlo.cn/ 

滬 ICP備 09003223号 

 

支払いは淘宝網へつなが

る。 

13 PPG 

http://www.ppg.cn/ 

滬 ICP備 07008923号 

 

1a 1b 7 6 10 

 

 

１ 

インターネットを通じた支払い 

-a 支付宝 

-b 財付通  

-c 快钱网上  

-d YeePay 易宝 

-e 首信易 

-f  IPS オンライン pay 

-g  安付通 

-h  網匯通オンライン pay 

2 銀聯 

3 

クレジットカード 

-a 国内 

-b 国際カード 

4 ペイパル 

5 
銀行キャッシュカード（ネットバンク） 

 

6 
直接支払い 

- 現金/カード 

7 郵便振込 

8 銀行振込 

9 支票支払い 

10 自社ギフトチケット、ポイント 

11 

プリペイドカード 

携帯チャージカード、OK スーパーカード、郵

便カードなど 

12 中国移動携帯電話 

http://www.shishangqiyi.com/
http://www.shishangqiyi.com/
http://www.miibeian.gov.cn/
http://www.uniqlo.cn/
http://www.ppg.cn/
http://www.miibeian.gov.cn/
http://help.alipay.com/support/index.htm
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中華人民共和国電信条例 

 

 

第一章 総則  

 

第一条 電信市場秩序の規範化、電信利用者および電信事業者の合法的権益保護、電信

網および情報の安全性保障、電信業界の健全な発展の促進のため、本条例を制定する。  

 

第二条 中華人民共和国において電信事業または電信関連事業を行う者は、本条例を遵守

しなければならない。  

本条例でいうところの電信とは、有線、無線の電流･電波を利用して音声、文字、データ、

画像などあらゆる形式の情報を発信・伝送･受信することを指す。  

 

第三条 国務院の情報産業主管部門は、本条例の規定に従い全国の電信事業者に対する

監督･管理を行う。省、自治区、直轄市の電信管理機構は、国務院の情報産業主管部門によ

る指導のもと、本条令の規定に従い、行政区域内の電信事業者に対する監督･管理を行う。  

 

第四条 電信業界の監督･管理においては、政府と企業の職責の分離、独占禁止、競争の

奨励、発展の促進、および公開･公平･公正の原則を遵守する。電信事業者は合法的経営を

行い、ビジネスにおけるルールを遵守し、法律に従い執行される監督･検査に従わなければ

ならない。  

 

第亓条 電信事業者は、迅速、正確、安全、便利、適正価格な電信サービスを電信利用

者に提供しなければならない。  

 

第六条 電信網および情報の安全性は法律により保護される。いかなる組織または個人

も電信網を利用して国家の安全、公共の利益または第三者の合法的権益に危害を加える活

動を行ってはならない。 

 

第二章 電信市場 

 

第一節 電信事業許可  

 

第七条 国は電信事業に対し、電信事業分類に基づき許可制度を实施する。電信事業者

は、本条例の規定に従い、国務院の情報産業主管部門または省、自治区、直轄市の電信管

理機構が交付する電信事業経営許可証を取得しなければならない。いかなる組織または個
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人も、電信事業経営許可証を取得せずに電信事業を営んではならない。  

 

第八条 電信事業を「基礎電信事業」と「付加価値電信事業」に分類する。基礎電信事

業とは、公衆網インフラ設備やデータ通信、音声通信サービスを提供する事業を指す。付

加価値電信事業とは、公衆網インフラ設備を利用して電信･情報サービスを提供する事業を

指す。電信事業の具体的分類は本条例の附則に「電信事業分類目録」として列記する。国

務院の情報産業主管部門は、实情に基づき、目録の電信事業分類項目について部分的な修

正を行い、あらためて公布することができる。  

 

第九条 基礎電信事業に従事する者は、国務院の情報産業主管部門の審査･批准を得て、

「基礎電信事業経営許可証」を取得しなければならない。付加価値電信事業を営む者は、

事業地域が二つ以上の省、自治区、直轄市におよぶ場合は、国務院の情報産業主管部門の

審査･批准を得て「複数地区付加価値電信事業経営許可証」を取得しなければならない。事

業地域が一つの省、自治区、直轄市に限定される場合は、省、自治区、直轄市の電信管理

機構の審査･批准を得て「付加価値電信事業経営許可証」を取得しなければならない。新技

術を運用し「電信事業分類目録」に列記されていない新事業を試験的に行う事業者は、省、

自治区、直轄市の電信管理機構に備案しなければならない。  

 

第十条 基礎電信事業の事業者は、下記条件を満たさなければならない。  

（一）基礎電信事業を専門的に営む合法的に設立された企業で、かつ中国側の資本比率

が 51％以上であること。  

（ニ）实現性のある研究報告およびネットワーク構築のための技術案を有すること。  

（三）事業内容に相応する資金および従業員を有すること。  

（四）事業拠点および相応の資源を有すること。  

（亓）長期的サービスを電信利用者に提供するための信用または能力を有すること。  

（六）国が規定するその他の条件を満たすこと。  

 

第十一条 基礎電信事業の申請は、国務院の情報産業主管部門に申請を行い、かつ本条

例第十条が規定する関連書類を提出しなければならない。国務院の情報産業主管部門は申

請受理日から 180日以内に審査を終え、批准するか否かの決定を下さなければならない。

批准した場合は、「基礎電信事業経営許可証」を交付する。否認した場合は、申請者に書面

にて通知するとともに理由を説明しなければならない。  

 

第十二条 国務院の情報産業主管部門は基礎電信事業の申請審査を行う際に、国家の安

全、電信網の安全、電信資源の継続的利用、環境保護、および電信市場における競争の状

況などの要素を考慮しなければならない。「基礎電信事業経営許可証」の交付は、国の関連

規定に基づき、入札方式を採用しなければならない。  
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第十三条 付加価値電信事業の事業者は、下記条件を満たさなければならない。  

（一）合法的に設立された企業であること。  

（ニ）事業内容に相応する資金および従業員を有すること。  

（三）長期的サービスを電信利用者に提供するための信用または能力を有すること。  

（四）国が規定するその他条件を満たすこと。  

 

第十四条 付加価値電信事業の申請は、本条例第九条第二項の規定に従い、国務院の情

報産業主管部門または省、自治区、直轄市の電信管理機構に申請を行うとともに、本条例

第十三条が規定する関連書類を提出しなければならない。申請が行われた付加価値電信事

業のうち、国の関連規定に基づき関係主管部門の審査･批准を得なければならないものにつ

いては、さらに関係主管部門の回答文書も提出しなければならない。国務院の情報産業主

管部門または省、自治区、直轄市の電信管理機構は申請受理日から 60日以内に審査を終え、

批准するか否かの決定を下さなければならない。批准した場合は、「複数地区付加価値電信

事業経営許可証」または「付加価値電信事業経営許可証」を交付する。否認した場合は、

申請者に書面で通知し、かつ理由を説明しなければならない。  

 

第十亓条 事業主や事業内容の変更または事業の停止を行う場合は、変更･停止の 90日

前までに許可証交付機関に申請を行い、かつ関連する手続きを行わなければならない。事

業を停止する場合は、さらに国の関連規定に従い善後策を講じなければならない。  

 

第十六条 電信事業の批准を得た事業者は、合法的に取得した電信事業経営許可証を持

参し、企業登記機関で企業登記を行わなければならない。所在地で電信網事業を専門的に

営む企業は、本条例が規定する条件･方法に従い申請を行い、批准を得て電信事業経営許可

証を取得し、かつ前項の規定に従い登記を行わなければならない。  

 

第二節 電信網間の相互乗り入れ  

 

第十七条 電信網は、实際的技術、合理的で経済、公平公正、相互協調の原則に従い、

電信網間の相互乗り入れを实現しなければならない。主導的電信事業は、他の電信事業者

およびネットワーク事業を専門的に営む企業から電信網間の相互乗り入れを依頼された場

合は拒絶してはならない。前項で述べた主導的電信事業者とは、電信インフラ設備を必要

に応じてコントロールでき、かつ電信市場において大きなシェアを持ち、他の電信事業者

が電信市場に参入する際に实質的な影響をおよぼすことが可能な事業者を指す。主導的電

信事業者は国務院の情報産業主管部門が認定する。  

 

第十八条 主導的電信事業者は非差別･透明化の原則に従い、電信網間の相互乗り入れ方
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法、期限などの相互乗り入れ規程を制定する。相互乗り入れ規程は国務院の情報産業主管

部門に報告し審査･同意を得なければならない。相互乗り入れ規程は主導的電信事業者が行

う電信網間の相互乗り入れに対し拘束力を有する。  

 

第十九条 公衆網間および公衆網と専用の電信網間の相互乗り入れについて、相互乗り

入れを行う双方は国務院の情報産業主管部門の関連管理規定に従い協議を行い、かつ相互

乗り入れ合意書を締結する。相互乗り入れ合意書は国務院の情報産業主管部門に提出しな

ければならない。  

 

第二十条 電信網間の相互乗り入れを行う双方が協議において合意に至らなかった場合

は、相互乗り入れの依頼日から 60日以内に、双方は相互乗り入れによる事業地域に従い国

務院の情報産業主管部門または省、自治区、直轄市の電信管理機構に仲裁を申請すること

ができる。申請を受けた機関は本条例第十七条第一項の原則に従い仲裁を行い、相互乗り

入れ合意書の締結を促さなければならない。仲裁でも合意に至らず仲裁申請日から 45日が

経過した場合は、仲裁機関は電信技術専門家および関連分野の専門家に公聴会の实施と相

互乗り入れ案の作成を依頼する。仲裁機関は専門家の論証による結論と作成された相互乗

り入れ案に基づき、電信網間の相互乗り入れを強制的に实施しなければならない。  

 

第二十一条 電信網間の相互乗り入れを行う双方は協議で約束した期限または定められ

た期限内に相互乗り入れを实施しなければならない。国務院の情報産業主管部門の批准を

得ずに無断で相互乗り入れを中止してはならない。相互乗り入れにおいて技術的な障害が

発生した場合は、双方は直ちに有効な措置を講じ問題を解決しなければならない。相互乗

り入れについて争議が起こった場合は、本条例第二十条の方法･規定に従い解決する。相互

乗り入れにおける通信の品質は国が定めた基準を満たさなければならない。主導的電信事

業者が他の電信事業者と相互乗り入れを行う際には、そのサービスの品質は、同一網内の

同業者に提供する品質および同業の子会社または系列会社に提供する品質を下回ってはな

らない。  

 

第二十二条 電信網間の相互乗り入れにおける費用の決算および分担は、国の関連規定

に基づいて行い、規定外の費用を追加徴収してはならない。相互乗り入れにおける技術基

準、費用決算方法および具体的な管理規定は、国務院の情報産業主管部門が制定する。  

 

第三節 電信料金  

 

第二十三条 電信料金は、コストを基礎とした定価制を原則的に採用し、同時に国民経

済と社会の発展、電信業界の発展および電信利用者の経済力などの要素を考慮して決定す

る。  
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第二十四条 電信料金は、市場調節価格、政府指導価格および政府設定価格に分類する。

基礎電信事業では政府設定価格、政府指導価格または市場調節価格を实施する。付加価値

電信事業では市場調節価格または政府指導価格を实施する。十分な市場競争がある事業で

は市場調節価格を实施する。政府設定価格、政府指導価格および市場調節価格を实施する

電信料金分類管理目録は、国務院の情報産業主管部門が国務院の価格主管部門の意見を聴

取して制定し、公布･施行する。  

 

第二十亓条 政府設定価格を实施する主な電信事業の料金については、国務院の情報産

業主管部門が案を策定、国務院の価格主管部門の意見を聴取し、国務院の批准後に公布･

施行する。政府指導価格を实施する電信事業の料金の変動幅については、国務院の情報産

業主管部門が国務院の価格主管部門の意見を聴取して制定し、公布･施行する。電信事業者

は変動幅の範囲内で料金を確定し、省、自治区、直轄市の電信管理機構に備案する。  

 

第二十六条 政府設定価格および政府指導価格を实施する電信事業の料金を決定する場

合は、電信事業者や電信利用者などから幅広く意見を聴取しなければならない。電信事業

者は国務院の情報産業主管部門および省、自治区、直轄市の電信管理機構の要求に従い、

正確で完全な事業コストデータおよび関連資料を提出しなければならない。  

 

第四節 電信資源  

 

第二十七条 国は電信資源の統一的計画、集中的管理、合理的分配に対し、有償使用制

度を实施する。前項で述べた電信資源とは、移動通信の周波数帯や衛星通信の軌道、電信

網番号など電信機能の实現に使用されかつ有限な資源を指す。  

 

第二十八条 電信事業者が電信資源を占有、使用する場合は、電信資源費を納付しなけ

ればならない。具体的な徴収方法は国務院の情報産業主管部門が国務院の財政部門、価格

主管部門と合同で制定し、国務院の批准を得て公布･施行する。  

 

第二十九条 電信資源の分配は、電信資源の計画、用途およびサービスの内容を考慮し

なければならない。電信資源の分配は、当局による分配方式を採用し、競売方式を採用す

ることもできる。電信資源の使用権を取得した場合は、分配された資源を期限内に使用し、

かつ定められた最低使用規模に到達しなければならない。国務院の情報産業主管部門また

は省、自治区、直轄市の電信管理機構の批准を得ずして電信資源の無断使用、転売、貸出、

または電信資源の用途の変更を行ってはならない。 

 

第三章 電信サービス 
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第三十一条 電信事業者は国が規定する電信サービス基準に従い、電信利用者にサービ

スを提供しなければならない。電信事業者が提供するサービスの種類、範囲、料金および

期限は、一般に公表し、かつ省、自治区、直轄市の電信管理機構に備案しなければならな

い。電信利用者は各種電信事業を自主的に選択して使用する権利を有す。  

 

第三十二条 電信利用者から電信設備の設置や移設の申請があった場合、電信事業者は

公表した期限内に設備の設置･開通を保証しなければならない。電信事業者側の都合により

期限を過ぎても設置･開通に至らない場合は、徴収した設置費、移設費またはその他の費用

の百分の一を、電信利用者に違約金として毎日支払わなければならない。  

 

第三十三条 電信利用者から電信サービス障害の申告があった場合、電信事業者は申告

日から 48時間（都市と鎮）、72時間（農村）以内に修復または調整を行わなければならな

い。期限内に修復･調整が不可能な場合は、直ちに電信利用者に通知し、かつ障害発生期間

の月額レンタル費用の徴収を免除しなければならない。ただし、電信設備側の故障により

サービス障害が発生した場合は除く。  

 

第三十四条 電信事業者は電信利用者による料金納付や料金検索を簡便化しなければな

らない。電信利用者から国内長距離通話や国際通話、移動通信、情報サービスなどの料金

納付明細書の提出を求められた場合は、電信事業者は無償で提供しなければならない。電

信利用者の電信料金が尋常でないほど高額である場合、電信事業者は速やかに電信利用者

に通知し、相応の措置を講じなければならない。前項で述べた高額の電信料金とは、電信

利用者の過去 3か月の電信料金の平均の 5倍以上の料金が突然発生した場合を指す。  

 

第三十亓条 電信利用者は定められた期限と方式に従い、電信事業者に電信料金を納付

しなければならない。電信利用者が期限を過ぎても納付しない場合は、電信事業者は電信

料金の納付を要求する権利を有し、かつ不足金額については一日当たり 3％の違約金の徴

収することができる。納付期限から 30日を超過しても電信料金を納付しない電信利用者に

対しては、電信事業者はサービス提供を暫時停止することができる。60日を超過しても不

足金額と違約金を納付しない場合は、電信事業者はサービス提供を中止し、かつ不足金額

と違約金を請求できる。  

 

 

移動通信事業者は電信利用者と電信料金納付の期限、方式について決定することができ、

前項で規定されている制限は受けない。電信事業者は電信利用者が不足金額および違約金

を納付してから 48 時間以内に一時差し止めていたサービス提供を開始しなければならな

い。  
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第三十六条 プロジェクトやネットワーク建設などにより正常な電信サービスの提供に

影響が生じた場合または影響が生じる可能性がある場合は、電信事業者は定められた期限

までに電信利用者に通知し、かつ省、自治区、直轄市の電信管理機構に備案しなければな

らない。前項の理由により電信サービスの提供を中止した場合は、電信事業者は中止期間

中の関連料金の徴収を減免しなければならない。本条第一項の情況が発生したにもかかわ

らず電信事業者が電信利用者に通知しない場合は、電信利用者が被った損失を弁償しなけ

ればならない。  

 

第三十七条 市内通話事業および移動通信事業を営む者は、電信利用者に対し火災連絡

や警察への緊急連絡、救急医療、交通事故の通報など公益性のある電信サービスを無償で

提供し、かつ良好な通信状態を保障しなければならない。  

 

第三十八条 電信事業者は中継ケーブルを通じて電信網に接続する電信利用者に、平等

かつ合理的な接続サービスを提供しなければならない。電信事業者は批准を得ずして無断

で接続サービスを中止してはならない。  

 

第三十九条 電信事業者はサービス品質の内部管理制度を制定し、かつ国が規定する電

信サービス基準を上回る企業内基準を制定し、公布･施行することができる。電信事業者は

電信利用者の意見を広く聴取し、社会の監督を受け、電信サービスの品質を絶えず高めな

ければならない。  

 

第四十条 電信事業者が提供する電信サービスについて、国が規定する電信サービス基

準または事業者自身が公表した企業基準を満たさない場合、または電信利用者が電信料金

の支払いに異議がある場合は、電信利用者は電信事業者に解決を要求する権利を有する。

電信事業者が解決を拒否した場合または電信利用者が、解決結果に不満がある場合は、電

信利用者は国務院の情報産業主管部門や省、自治区、直轄市の電信管理機構、その他関連

部門に訴える権利を有する。訴えを受理した機関は直ちに処理し、受理日から 30日以内に

返答しなければならない。電信利用者が市内通話料金の支払いに異議がある場合は、電信

事業者はさらに電信利用者の要求に応じて市内通話料金納付明細書を無償で提供し、かつ

電信利用者の原因調査に協力する義務を有する。  

 

第四十一条 電信事業者は電信サービスにおいて下記の行為をしてはならない。  

(一)電信利用者に対し､電信事業者が指定する事業を使用するよう限定すること｡  

(二)電信利用者に対し、電信事業者が指定する電信設備を購入するよう限定すること、

または電信利用者自身が用意したネットワーク接続許可を取得済みの電信設備の使用を拒

絶すること。  
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（三）国の規定に違反し、料金基準を無断で変更することまたは別の形で変更すること、

料金徴収項目を無断で追加することまたは別の形で追加すること。  

（四）電信利用者による電信サービスを正当な理由なしに拒絶、遅延または中止するこ

と。  

（亓）電信利用者に対し、公的に批准したことを履行しないこと、または誤解を招く虚

偽の宠伝を行うこと。  

（六）不当な手段で電信利用者に難癖をつけること、またはクレームを訴えた電信利用

者に報復すること。  

 

第四十二条 電信事業者は事業活動において下記の行為をしてはならない。  

（一）他の電信事業者が合法的に開始した電信サービスを電信利用者が選択することを

制限すること。  

（二）自身が経営する他事業に、不合理な補助を行うこと。  

（三）競争相手を排除する目的で、電信事業またはサービスをコスト以下で提供し、不

当競争を行うこと。  

 

第四十三条 国務院の情報産業主管部門または省、自治区、直轄市の電信管理機構は、

職権に基づき電信事業者による電信サービスの品質および経営活動に対する監督･検査を

实施し、かつその結果を一般に公表しなければならない。  

 

第四十四条 電信事業者は関連規定に従い相応の電信普及サービス義務を履行しなけれ

ばならない。国務院の情報産業主管部門は指定方式または入札方式を採用し、電信事業者

が履行する電信普及サービス義務を確定することができる。電信普及サービスコスト補助

管理規定は、国務院の情報産業主管部門が国務院の財政部門、価格主管部門と合同で制定

し、国務院の批准を得て公布･施行する。 

 

第四章 電信建設 

 

第一節 電信設備建設  

 

第四十亓条 公共電信網、専用電信網、放送網の建設は国務院の情報産業主管部門によ

る計画および業界管理のもと、行われなければならない。全国規模の情報網プロジェクト

または国が規定した建設基準額以上の公共電信網、専用電信網、放送網の建設においては、

国の基本建設プロジェクト審査･批准手続きに基づいて備案をする以前に、国務院の情報産

業主管部門の同意を得なければならない。電信インフラ設備の建設プロジェクトは、地方

の各級の人民政府による都市建設総体計画および村･町建設総体計画に含まれる。  
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第四十六条 都市建設および村･町建設においては電信設備をあわせて設置しなければ

ならない。建造物内部の電気通信回線や配線施設および建設プロジェクト用地内の電気通

信回線は、建設プロジェクトの設計文書に組み入れ、かつ建設プロジェクトと同時に施行

し、検収をうけなければならない。必要経費は建設プロジェクト概算に明記しなければな

らない。関係部門が道路、橋梁、トンネル、地下道などを建設する場合は、省、自治区、

直轄市の電信管理機構および電信事業者に事前に通知し、電気通信回線などについて協議

しなければならない。  

 

第四十七条 基礎電信事業者は民間施設に電気通信回線や小型アンテナ、移動通信用交

換設備などの公共電信設備を設置することができる。ただし建造物の所有者または使用者

にあらかじめ通知し、かつ省、自治区、直轄市の人民政府が規定した基準に従い、当該建

造物の所有者または使用者に使用費を支払わなければならない。  

 

第四十八条 地下や水中、または高所に電信設備を建設する場合は、国の関連規定に従

いマークをつけなければならない。基礎電信事業者が海底に電信ケーブルを設置する場合

は、国務院の情報産業主管部門の同意を得て、かつ関係部門の意見を聴取した後に、法律

に従い関連手続きを行わなければならない。国務院の関係部門は海図に海底電信ケーブル

を表記する。  

 

第四十九条 いかなる組織または個人も第三者が設置した電気通信回線および他の電信

設備を無断で改造･移転してはならない。特別な事情により改造･移転する場合は、当該電

信設備の所有者の同意を得なければならず、必要経費は改造･移転を行う組織または個人が

負担し、かつこれによりもたらされた経済的損失を弁償しなければならない。  

 

第亓十条 工事や製品生産、植樹などを営む者は、電気通信回線またはその他電信設備

の安全性に危害を加えたり、通信を妨害したりしてはならない。安全性に危害が加えられ

る可能性がある場合は、当該事業を営む事業者または個人は電信事業者にあらかじめ通知

し、かつ必要な安全保護措置を講じなければならない。前項の規定に違反し、電気通信回

線またはその他の電信設備に損害を与えた場合、または通信を妨害した場合は、元の状態

に戻すか修理を行い、かつこれによりもたらされた経済的損失を弁償しなければならない。  

 

第亓十一条 電気通信回線配置を営む者は、既存の電気通信回線と安全性が確保できる

距離を保持しなければならない。安全距離の確保が難しい場合、通り越さなければならな

い場合、または既存の電気通信回線を使用する必要がある場合は、既存の電気通信回線の

所有者と協議を行い、かつ合意書を交わさなければならない。協議を行ったにもかかわら

ず合意に至らなかった場合は、国務院の情報産業主管部門または省、自治区、直轄市の電

信管理機構は、状況に基づき仲裁を行う。  
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第亓十二条 いかなる組織または個人も、基礎電信事業者が合法的に行う電信設備の建

設または公共電信サービスの提供を阻止･妨害してはならない。ただし、国が規定する禁止･

制限地域は除く。  

 

第亓十三条 公安交通管理機関の批准を得た特殊通信、緊急通信、応急修理を行う電気

通信車両は、交通を妨害しないことを保障することを前提として、各種交通標識の制限を

受けない。  

 

第二節 電信設備の接続  

 

第亓十四条 国は電信端末設備、無線通信設備、電信網間の相互乗り入れに関連する設

備に対し、接続許可制度を实施する。公共電信網に接続する電信端末設備、無線通信設備、

電信網間の相互乗り入れに関連する設備は、国が規定する基準を満たし、かつ接続許可証

を取得しなければならない。接続許可制度を实施する電信設備の目録は、国務院の情報産

業主管部門が国務院の製品品質監督部門と合同で制定し、公布･施行する。  

 

第亓十亓条 電信設備の接続許可証を取得する場合は、国務院の情報産業主管部門に申

請を行い、かつ国務院の製品品質監督部門が認可した電信設備検査機構が発行した検査報

告または認証機構が発行した製品品質認証証書を提出しなければならない。国務院の情報

産業主管部門は申請受理日から 60日以内に、申請および電信設備検査報告または製品品質

認証証書に対する審査を行わなければならない。審査に合格した場合は、接続許可証を交

付する。不合格の場合は、書面で通知するとともに不合格理由を説明しなければならない。  

 

第亓十六条 電信設備生産企業は接続許可証を取得した電信設備の品質の安定性、信頼

性を保証しなければならず、製品の品質および性能を低下させてはならない。電信設備生

産企業は接続許可証を取得した電信設備に接続許可マークを貼りつけなければならない。

国務院の製品品質監督部門は国務院の情報産業主管部門と合同で、品質調査を継続して行

い、調査結果を公布しなければならない。 

 

第亓章 電信の安全性 

 

第亓十七条 いかなる組織または個人も電信網を利用して下記内容の情報･コンテンツ

を製作、公布、伝送してはならない。  

（一）憲法で規定された基本原則に反対するもの。  

（二）国家の安全に危害を加えるもの、国家の機密を漏洩するもの、政権の転覆を企て

るもの、国家の統一を破壊するもの。  
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（三）国家の名誉と利益を損なうもの。  

（四）民族間の対立や差別意識を扇動するもの、民族の団結を破壊するもの。  

（亓）国家の宗教政策に反対するもの、邪教や迷信を宠伝するもの。  

（六）デマを流布するもの、社会秩序を乱すもの、社会の安定を破壊するもの。  

（七）ポルノ、賭博、暴力、殺人、テロを宠伝するもの、犯罪を教唆するもの。  

（八）第三者を侮辱･中傷するもの、第三者の合法的権益を侵害するもの。  

（九）法律、行政法規で禁じられた内容を含むもの。  

 

第亓十八条 いかなる組織または個人も下記に述べる電信網の安全性および情報の安全

性に危害を加える行為をしてはならない。  

（一）電信網の機能、またはメモリ、演算、伝送などのデータおよびプログラミングを

削除･改ざんすること。  

（二）電信網を利用して第三者の情報を窃取したり破壊したりするなどして、第三者の

合法的権益を侵害すること。  

（三）コンピュータウイルスを故意に製作、複製、伝達したり、その他方法で電信網な

ど第三者の電信設備を攻撃してはならない。  

（四）電信網の安全性および情報の安全性に危害を加えるその他行為をすること。  

 

第亓十九条 いかなる組織または個人も下記に述べる電信市場の秩序を乱す行為をして

はならない。  

（一）電信国際専用線や私設転接設備を借用、またはその他の方法で、無断で国際電信

業務または香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区電信業務を営むこと。  

（二）第三者の電気通信回線への無断接続、第三者の電信番号の複製、明らかに無断接

続や複製であると知りながらの使用。  

（三）テレホンカードおよび各種電信サービス有価証書の偽造、変造。  

（四）虚偽の身分証明書を使用することによる携帯電話購入･使用。  

 

第六十条 電信事業者は国が規定する電信セキュリティー関連規定に従い、健全な内部

安全保障制度を設立し、安全保障責任制度を实施しなければならない。  

 

第六十一条 電信事業者が電信網の設計、建設、運用を行う場合は、国家の安全と電信

網の安全を考慮しながら計画、建設、運用しなければならない。  

 

第六十二条 公共情報サービスにおいて、伝送される情報が本条例第亓十七条の内容に

明らかに該当する場合は、電信事業者は直ちに伝送を中止し、関連記録を保存し、かつ国

の関係機関に備案しなければならない。  
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第六十三条 電信網を使用して伝送される情報の内容およびそれによりもたらされる結

果については、電信利用者が責任を負う。電信利用者が電信網を使用して伝送する情報が

国家の機密情報である場合は、国家機密保護法の規定に従い保護措置を講じなければなら

ない。  

 

第六十四条 重大な自然災害などが発生した場合、国務院の情報産業主管部門は国務院

の批准を得て各種電信設備を使用し、重要な通信回線を確保することができる。  

 

第六十亓条 中華人民共和国において国際通信業務を営む場合は、国務院の情報産業主

管部門の批准を得て設立された国際通信出入口局を通じて行わなければならない。中国内

地と香港特別行政区、澳門特別行政区、台湾地区間の通信は、前項の規定を参照して行う。  

 

第六十六条 電信利用者が合法的に電信を使用する自由と通信の秘密は法律により保護

される。国家の安全または刑事犯罪捜査の必要性から、公安機関、国家安全機関または人

民検察院が合法的な手続きにより電信の内容を調査する場合を除き、いかなる組織または

個人も電信の内容を調査してはならない。電信事業者およびその従業員は電信利用者が電

信網を使用して伝送する情報の内容を無断で第三者に提供してはならない。 

 

第六章 罰則 

  

 第六十七条 本条例第亓十七条、第亓十八条の規定に違反して犯罪行為を構成する場合

は刑事責任を追及する。犯罪を構成するに至らなかった場合は、公安機関、国家安全機関

は関連法律、行政法規の規定に従い処罰する。  

 

第六十八条 本条例第亓十九条（ニ）、（三）、（四）に列記した行為をし、電信市場の秩

序を乱し、犯罪行為をした場合は刑事責任を追及する。犯罪に至らなかった場合は、国務

院の情報産業主管部門または省、自治区、直轄市の電信管理機構は是正を命じ、不法所得

を没収し、不法所得の 3倍以上 5倍以下の罰金に処する。不法所得がない場合または不法

所得が 1万元に満たない場合は、1万元以上 10万元以下の罰金に処する。  

 

第六十九条 本条例の規定に違反して、電信事業経営許可証、電信設備接続許可証を偽

造、無断使用、譲渡した場合、または電信設備上に表記する接続許可証番号を捏造した場

合は、国務院の情報産業主管部門または省、自治区、直轄市の電信管理機構は不法所得を

没収し、不法所得の 3倍以上 5倍以下の罰金に処する。不法所得がない場合または不法所

得が 1万元に満たない場合は、1万元以上 10万元以下の罰金に処する。  

 

第七十条 本条例の規定に違反して下記行為をした場合は、国務院の情報産業主管部門
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または省、自治区、直轄市の電信管理機構は是正を命じ、不法所得を没収するとともに、

不法所得の 3倍以上 5倍以下の罰金に処する。不法所得がない場合または不法所得が 5万

元に満たない場合は、10万元以上 100万元以下の罰金に処する。情状が重大な場合は業務

停止を命じる。  

（一）本条例第七条第三項の規定に違反し、または本条例第亓十九条（一）に列記した

行為をし、電信業務を無断で営むこと、または業務範囲を超過すること。  

（二）国務院の情報産業主管部門の批准を得ずに、国際通信業務を営むこと。  

（三）電信資源を無断で使用、譲渡、貸出すこと、または電信資源の用途を変更するこ

と。  

（四）電信網間の相互乗り入れまたは接続サービスを無断で中止すること。  

（亓）普遍的なサービス義務の履行を拒むこと。  

 

第七十一条 本条例の規定に違反して下記行為をした場合は、国務院の情報産業主管部

門または省、自治区、直轄市の電信管理機構は是正を命じ、不法所得を没収し、不法所得

の 2倍以上 3倍以下の罰金に処する。不法所得がない場合または不法所得が 1万元に満た

ない場合は、1万元以上 10万元以下の罰金に処する。情状が重大な場合は業務停止を命じ

る。  

（一）電信網間の相互乗り入れにおいて規定に違反して料金を追加徴収すること。  

（ニ）電信網間の通信に技術的障害が生じたにもかかわらず、有効的な措置を講じない

こと。  

（三）電信利用者が電信網を使用して伝送する情報の内容を無断で第三者に提供するこ

と。  

（四）電信資源使用費を規定どおりに納付することを拒むこと。  

 

第七十二条 本条例第四十二条の規定に違反して電信業務の経営活動において不当競争

が行われた場合は、国務院の情報産業主管部門または省、自治区、直轄市の電信管理機構

は是正を命じ、10万元以上 100万元以下の罰金に処する。情状が重大な場合は業務停止を

命じる。  

 

第七十三条 本条例の規定に違反して下記行為をした場合は、国務院の情報産業主管部

門または省、自治区、直轄市の電信管理機構は是正を命じ、5万元以上 50万元以下の罰金

に処する。情状が重大な場合は業務停止を命じる。  

（一）他の電信事業者による電信網間の相互乗り入れ要請を拒絶すること。  

（ニ）国務院の情報産業主管部門または省、自治区、直轄市の電信管理機構が合法的に

決定した相互乗り入れを拒絶すること。  

（三）他の電信事業者に電信網間の相互乗り入れサービスを提供する際、自社の子会社

または系列会社に提供するサービスよりも低質なサービスを提供すること。  
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第七十四条 本条例第三十四条第一項、第四十条第二項の規定に違反して、電信事業者

が電信利用者に国内長距離通話、国際通話、携帯電話、情報サービスなどの料金納付明細

書を無償で提供することを拒絶した場合、または電信利用者が市内通話の納付について異

議を申し立てた際に、市内通話の料金納付明細書を無償で提供することを拒絶した場合は、

省、自治区、直轄市の電信管理機構は電信事業者に対し是正かつ電信利用者に対する謝罪

を命じる。是正かつ謝罪を拒絶した場合は、警告かつ 5,000元以上 5万元以下の罰金に処

する。  

 

第七十亓条 本条例第四十一条の規定に違反して、省、自治区、直轄市の電信管理機構

から、是正を行い、電信利用者に謝罪し、電信利用者の損失を弁償するよう命じられたに

もかかわらず、これを拒絶した場合は、警告かつ 1万元以上 10万元以下の罰金に処する。

情状が重大な場合は業務停止を命じる。  

 

第七十六条 本条例の規定に違反し下記行為をした場合は、省、自治区、直轄市の電信

管理機構は是正を命じ、１万元以上 10万元以下の罰金に処する。  

（一）接続許可証を取得していない電気通信設備を販売すること。  

（二）電信事業者が電信利用者に公共電信サービスを提供することを不法に阻止または

妨害すること。  

（三）第三者の電気通信回線および他の電信設備を無断で改造または移転すること。  

 

第七十七条 本条例の規定に違反し電信設備接続許可証を取得した後に製品の品質およ

び性能を低下させた場合は、製品品質監督部門は関連法律、行政法規に従い処罰する。  

 

第七十八条 本条例第亓十七条、第亓十八条および第亓十九条に列記した禁止行為をし、

情状が重大な場合は、許可証公布機関は電信事業経営許可証を没収する。国務院の情報産

業主管部門または省、自治区、直轄市の電信管理機構は電信事業経営許可証を没収した後、

企業登記機関に通知する。  

 

第七十九条 国務院の情報産業主管部門または省、自治区、直轄市の電信管理機構の人

員が職責を軽んじ、職権を乱用し、不正行為をし、犯罪を構成する場合は、刑事責任を追

及する。犯罪を構成するに至らなかった場合は、行政処分に処する。 

 

第六章 附則 

 

第八十条 外国の組織または個人による中華人民共和国での電信事業投資･経営、および

香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の組織または個人による中国内地での電信
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事業投資･経営の具体的規定は、国務院が別途制定する。  

 

第八十一条 本条例は公布日から施行する。  

 

附：電信事業分類目録  

 

一、基礎電信事業  

（一）固定網による長距離通話および市内通話事業  

（二）移動通信網による携帯電話およびデータ事業  

（三）衛星通信および衛星移動通信事業  

（四）インターネットおよび他の公共データ通信事業  

（亓）ブロードバンド、周波数、光ファイバー、光ケーブル、回線、および他のネット

ワーク関連設備のレンタル、販売事業  

（六）ネットワークキャリア、接続および企業ネットワーク請負業務  

（七）国際通信インフラ設備、国際電信事業  

（八）ポケットベル事業  

（九）転売された基礎電信事業  

第（八）、（九）項の事業は付加価値電信事業を参考に管理する。  

 

二、付加価値電信事業  

（一）電子メール  

（二）ボイスメール、留守番電話  

（三）オンライン情報データベースおよび検索  

（四）デジタルデータの交換  

（亓）オンラインデータ処理および取引処理  

（六）ファクシミリ付加価値サービス  

（七）インターネット接続サービス  

（八）インターネット情報サービス  

（九）テレビ電話会議サービス 
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外商投資電信企業管理規定 

 

(2001年 12月 11日 中華人民共和国国務院令第 333号 2008年 9月 10日、「国務院〈外

商投資電信企業管理規定〉の修正決定」により改正) 

 

第一条 電信業の対外開放のニーズを満たし、電信業の発展を促進するために、外商投資

企業の投資に関する法律、行政法規並びに「中華人民共和国電信条例」(以下｢電信条例｣)

に基づき本規定を制定する。 

 

第二条 外商投資企業電信企業とは、外国投資者が中国投資者と共同で中華人民共和国国

内にて合法的に中外合弁経営モデルにより投資し設立する電信事業を経営する企業をいう。 

 

第三条 外商投資企業が電信事業の経営活動に従事するにあたって、本規定を遵守しなけ

ればならないほか、電信条例並びにその他の関連法律、行政法規の規定を遵守しなければ

ならない。 

 

第四条 外商投資企業は、基礎電信業務、付加価値電信業務を経営することができる。具

体的な事業分類は電信条例の規定に従い執行する。外商投資電信企業が業務を経営する地

域範囲は、国務院の工業情報化主管部門が関連規定により決定する。 

 

第亓条 外商投資電信企業の登録資本金は、下記の規定に該当しなければならない。  

(一) 全国的または複数省、自治区、直轄市に跨る基礎電信業務を経営する場合、その登

録資本金の最低限度額は 10億元とする。付加価値電信業務を経営する場合、その登録資本

金の最低限度額は 1,000万元とする。 

(二) 省、自治区、直轄市の範囲内で基礎電信業務を経営する場合、登録資本金の最低限

度額を１億元とする。付加価値電信業務を経営する場合、登録資本金の最低限度額を 100

万元とする。 

 

第六条 基礎電信業務(ポケットベルサービスを除く)を経営する場合の外商投資電信企業

の外国側投資者の企業における出資比率は最終的に 49％を上回ってはならない。 

 付加価値電信業務(基礎電信業務中の無線呼出サービスを含む)を経営する外商投資電信

企業の外国側投資者の企業における出資比率は、最終的に 50％を上回ってはならない。 

 外商投資電信企業の中国側投資者と外国側投資者が異なる時期に出資する際の出資比率

は、国務院工業情報化主管部門が関連規定にしたがい決定する。 
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第七条 外商投資電信企業が電信事業を経営する場合、本規定の第四条、第亓条、第六条

の規定に合致するほか、電信条例が規定する基礎電信業務または付加価値電信業務を経営

する条件に合致しなければならない。  

 

第八条 基礎電信業務を経営する外商投資電信企業場合、中国側の主な投資者は下記の条

件に符合していなければならない。 

(一) 法律に基づいて設立された会社であること 

(二) 経営活動に参与することに適当な資金と専門スタッフを有していること 

(三) 国務院工業情報化部門が規定する慎重かつ特定産業に対する要求に合致しているこ

と 

 前項いうところの外商投資電信企業中国側の主な投資者とは、全体の中国側投資者の中

で出資額が最も多く、かつ中国側投資者全体の出資総額の 30％以上を占める出資者をいう。 

 

第九条 基礎電信業務を経営する外商投資電信企業の外国側の主な投資者は下記の条件に

合致していなければならない。 

(一)企業法人資格を有していること 

(二)登録した国または地域で基礎電信業務の営業許可を取得していること 

(三)経営活動に従事するのに適当な資金と専門スタッフを抱えていること 

(四)基礎電信業務を経営する良好な業績と運営経験を有すること 

 前項で規定する外商投資電信企業の外国側の主な投資者とは、外国側の全体投資者の中

で、出資額が最も多く、外国側投資者全体の出資総額の 30％以上を占める出資者をいう。 

 

第十条 付加価値電信業務を経営する外商投資電信企業の外国側の主な投資者は付加価値

電信業務を経営する良好な業績と運営経験を有していなければならない。  

 

第十一条 基礎電信業務または省、自治区、直轄市に跨る付加価値電信業務を経営する外

商投資電信企業は、中国側の主な投資者によって国務院工業情報化部門に申請を提出し、

また下記の文書も送付しなければならない。 

(一)プロジェクトの申請報告書 

(二)本規定の第八条、第九条、第十条に規定する、合弁各投資者の資格証明または関連確

認文書 

(三)電信条例が規定する、基礎電信業務または付加価値電信事業を経営するにあたって、

具備すべきその他の条件の証明または確認文書 

 国務院工業情報化部門は、申請を受け取った日より前項が規定する関連文書に対し審査

を行わなければならない。基本電信業務に該当する場合には、180日間以内に審査を終了

し、批准または批准しない旨の決定をしなければならない。付加価値電信業務に該当する

場合には、90日間以内に審査を終了し、批准またはしない旨の決定をしなければならない。
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批准する場合、「外商投資経営電信業務審査意見書」を公布する。批准しない場合には、

書面にて申請者に通知するとともにその理由を説明しなければならない。 

 

第十二条 複数省、自治区、直轄市に跨る付加価値電信事業を経営する外商投資企業電信

企業を設立する場合、中国側の主な投資者が省、自治区、直轄市の電信管理機構に申請を

提出し、また下記の文書も送付しなければならない。 

(一）本規定第十条が規定する資格証明または関連確認文書 

(二)電信条例規定が規定する、付加価値電信事業を経営するにあたって、具備すべきその

他の条件の証明又は確認文書 

省、自治区、直轄市の電信管理機関は、申請を受け取った日から 60日間以内に意見を書

き込んで署名する。同意する場合は、国務院工業情報化部門に転送する。同意しない場合

には、書面により申請者に通知し、その理由を説明しなければならない。  

 国務院工業情報化部門は、省、自治区、直轄市の電信管理機関が同意した申請書を受け

取った日から 30日間以内に審査を終了し、批准または批准不可能の決定を行う。批准する

場合は、「外商投資経営電信業務審定意見書」を交付するものとし、批准しない場合には、

書面により申請者に通知するとともに、その理由を説明しなければならない。 

 

第十三条 外商投資企業電信企業のプロジェクト申請報告に関する主な内容には以下のも

のが含まれる。合弁各側の名称と基本情況、設立予定企業の投資総額、登録資本金、各者

の出資比率、申請する事業種類、合弁期限など。 

 

第十四条 外商投資電信企業設立において、国家の関連規定にしたがい、その投資プロジ

ェクトが国務院発展改革部門の審査を必要とする場合、国務院工業情報化部門は「外商投

資経営電信業務審査意見書」を交付する前に、申請種類を国務院発展改革部門に転送して

審査する。国務院発展改革部門に転送された場合、本規定第十一条、第十二条が規定する

審査期限を 30日間繰り下げることができる。 

 

第十亓条 外商投資電信企業設立において、基礎電信業務または複数の省、自治区、直轄

市に跨る付加価値電信業務を経営するに該当する場合、中国側の主な投資者は、「外商投

資経営電信業務審査意見書」とともに国務院商務主管部門に対し、外商投資電信企業計画

に関する契約、規定を送付しなければならない。省、自治区、直轄市範囲内の付加価値電

信業務を経営する場合、中国側の主な投資者は、「外商投資経営電信業務審査意見書」を

持参し、省、自治区、直轄市人民政府商務主管部門に対し、外商投資電信企業計画に関す

る契約、規定を送付しなければならない。  

 国務院商務主管部門と省、自治区、直轄市人民政府商務主管部門は、外商投資電信企業

計画に関する契約、規定を受け取った日から 90日間以内に審査を終了し、批准または批准
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しない旨の決定をする。批准する場合は、「外商投資企業批准証書」を交付する。批准し

ない場合には、書面により申請者に通知するとともにその理由を説明しなければならない。 

 

第十六条 外商投資電信企業設立の中国側の主な投資者は「外商投資企業批准証書」を持

参し、国務院工業情報化部門で「電信業務経営許可証」手続きを行なわなければならない。 

 外商投資電信企業の中国側の主な投資者は「外商投資企業批准証書」と「電信業務経営

許可証」を持参し、工商行政管理機関で外商投資電信企業登録に関する手続きを行なわな

ければならない。 

 

第十七条 外商投資電信企業において、多国間電信事業を経営する場合、必ず国務院工業

情報化部門の同意を得なければならず、また国務院工業情報化部門が設立を批准する「国

際電信出入口局」の審査を通過しなければならない。 

 

第十八条 本規定の第六条の規定に違反した場合、国務院工業情報化部門は期限を設けて

是正を命じるとともに、10万元以上 50万元以下の罰金を科する。期限を過ぎても是正さ

れなかった場合、国務院工業情報化部門は「電信業務経営許可証」を剥奪し、「外商投資

企業批准証書」を交付した元の商務主管部門が「外商投資企業批准証書」を剥奪する。  

 

第十九条 本規定の第十七条の規定に違反した場合、国務院工業情報化部門は期限を設け

て是正を命じるとともに、20 万元以上 100万元以下の罰金を科する。期限を過ぎても是正

しなかった場合、国務院工業情報化部門は「電信業務経営許可証」を剥奪し、「外商投資

企業批准証書」を交付した元の商務主管部門が「外商投資企業批准証書」を剥奪する。 

 

第二十条 外商投資電信企業申請を提出するにあたって、虚偽報告または偽造した資格証

明または確認文書を提出し、許可を詐取した場合、批准は無効となる。併せて国務院工業

情報化部門は 20万元以上 100万元以下の罰金を科し、「電信業務経営許可証」を剥奪する

とともに、「外商投資企業批准証書」を交付した元の商務主管部門が「外商投資企業批准

証書」を剥奪する。 

 

第二十一条 外商投資電信企業が電信業務を経営するにあたり、電信条例ならびにその他

の法律、行政法規の規定に違反した場合、関係機関が法律に則り処罰する。 

 

第二十二条 香港特別行政区、マカオ特別行政区と中国台湾地域の会社、企業が大陸部に

投資し電信事業を経営する場合、本規定を適用する。 

 

第二十三条 本規定は 2002年 1月 1日より施行する。 
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インターネット情報サービス管理弁法 

中華人民共和国国務院令第 292号 

 

 

第一条インターネット情報サービス活動の規範化、インターネット情報サービスの健全か

つ秩序ある発展の促進の、本弁法を制定する。  

 

第二条  中華人民共和国国内においてインターネット情報サービス活動に従事する際は、

本弁法を順守しなければならない。本弁法でいうところのインターネット情報サービスと

は、インターネットを通じてユーザーに情報を提供するサービス活動をいう。  

 

第三条 インターネット情報サービスは営利性と非営利性の２種類に分類される。営利性

インターネット情報サービスとは、インターネットを通じてユーザーに有償で情報または

ホームページ製作などのサービスを提供する活動をいう。非営利性インターネット情報サ

ービスとは、インターネットを通じてユーザーに無償で公共性、共有性をもつ情報を提供

するサービス活動をいう。  

 

第四条 国は営利性インターネット情報サービスに対して許可制度を实施する。非営利性

インターネット情報サービスに対しては備案制度を实施する。許可を得ず、または備案手

続きをしていないものは、インターネット情報サービスに従事してはならない。  

 

第亓条 新聞、出版、教育、医療保健、薬品及び医療器械などのインターネット情報サー

ビスに従事する場合で、法律、行政法規及び国の関係規定に従って関係主管部門の審査・

同意を得なければならないものは、営業許可の申請または備案手続きの前に関係主管部門

の審査、同意を得なければならない。  

 

第六条 営利性インターネット情報サービスに従事するときは、「中華人民共和国電信条例」

の規定に合致するほか、以下の条件を備えなければならない。  

1.業務発展計画に相対応する関連する技術があること。  

2.健全なネットワークと情報セキュリティー措置があり、ウェブサイトのセキュリティ

ー措置、情報の安全な秘密保持管理制度、ユーザー情報の安全管理制度などを有するこ

と。  

3.サービス内容が第亓条の範囲に属する場合、すでに関係主管部門の批准文書を得てい

ること。 

 

第七条 営利性インターネット情報サービスに従事するときは、省、自治区、直轄市の電
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気通信管理機関または国務院の情報産業主管部門に、インターネット情報サービス付加価

値電気通信営業許可証（以下「営業許可証」という）を申請しなければならない。 

省、自治区、直轄市の電気通信管理機関または国務院の情報産業主管部門は、申請を受理

した日から 60日以内に審査を完了し、許可または不許可の決定をしなければならない。許

可するものは営業許可証を交付する。許可しないものは申請者に書面で通知し、理由を説

明する。 

 申請者は営業許可証を取得した後、企業登記機関で営業許可証を示して登録手続きをと

らなければならない。  

 

第八条 非営利性インターネット情報サービスに従事するときは、省、自治区、直轄市の

電気通信管理機関または国務院の情報産業主管機関へ備案の手続きをとらなければならな

い。備案手続き時には以下の資料を提出しなければならない。 

1.主催卖位及びサイト責任者の基本的情況。  

2.サイトのアドレス及びサービス内容。  

3.サービス内容が第亓条の範囲に属するときは、すでに関係主管部門の同意を得ている

旨の文書。 

省、自治区、直轄市の電気通信管理機関は、備案資料が揃っているものに対しては備案を

受理し、番号を付与しなければならない。  

 

第九条 インターネット情報サービスに従事し、電子掲示板サービスを始めようとする際

には、営利性インターネット情報サービスの許可を申請し、または非営利性インターネッ

ト情報サービスの備案を行う際には、国の関係規定に従って特別項目の申請または備案を

しなければならない。  

 

第十条  省、自治区、直轄市の電気通信管理機関と国務院の情報産業主管部門は、営業許

可証を取得しまたは備案手続きをとったインターネット情報サービス提供者の名簿を公表

しなければならない。  

 

第十一条 インターネット情報サービスの提供者は許可または備案の内容に従ってサービ

スを提供するものとし、許可または備案の内容を超えてサービスを提供してはならない。 

非営利性インターネット情報サービスの提供者は有償サービスに従事してはならない。 

インターネット情報サービスの提供者がサービスの内容、サイトのアドレスなどを変更す

る場合、30日前に原審査、許可証発行機関または備案機関で変更手続きをとらなければな

らない。  

 

第十二条 インターネット情報サービスの提供者はそのウェブサイト・ホームページの目

立つ位置に、営業許可証番号または備案番号を表示しなければならない。  
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第十三条 インターネット情報サービスの提供者はネットに接続するユーザーに良好なサ

ービスを提供し、かつ提供する情報の内容の合法性を保証しなければならない。  

 

第十四条 新聞、出版及び電子掲示板などのサービスに従事するインターネット情報サー

ビス提供者は、提供した情報の内容とその発表時間、インターネットアドレスまたはドメ

イン名を記録しなければならない。インターネット接続サービスプロバイダはネットに接

続したユーザーの接続時間、ユーザーアカウント、インターネットアドレスまたはドメイ

ン名、電話番号などの情報を記録しなければならない。インターネット情報サービス提供

者とインターネット接続サービスプロバイダの記録バックアップは 60日間保存し、国の関

係機関による照会の際にはこれを提供しなければならない。  

 

第十亓条 インターネット情報サービスの提供者は、以下の内容の情報を製作、複製、発

表、伝達してはならない。 

1.憲法で決められた基本原則に反対するもの。  

2.国家の安全を害し、国家の秘密を洩らし、政権を転覆させ、国家の統一を破壊するもの。  

3.国家の名誉と利益に損害を与えるもの。  

4.民族的憎悪、民族差別煽動、民族団結破壊をきたすもの。  

5.国の宗教政策を破壊し、邪教や封建的迷信を宠伝するもの。  

6.デマを流し、社会の秩序を混乱させ、社会の安定を破壊するもの。  

7.猥褻、ポルノ、賭博、暴力、殺人、テロ、または犯罪を教唆するもの。  

8.他人を侮辱または誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの。  

9.法律、行政法規で禁止するその他の内容を含むもの。 

 

第十六条 インターネット情報サービスの提供者が、そのサイトが伝える情報が明らかに

第 15条に掲げる内容のいずれかに属することを発見したときには、直ちに転送を中止し、

関係記録を保存し、国の関係機関に報告しなければならない。  

 

第十七条 営利性インターネット情報サービスの提供者が国内、国外での上場または外国

企業との合弁、合作を申請するときは、事前に国務院情報産業主管部門の審査・同意を得

なければならない。その中で、外国企業の出資比率は関係の法律、行政法規の規定に適合

していなければならない。  

 

第十八条 国務院の情報産業主管部門及び省、自治区、直轄市の電気通信管理機関は、法

に基づきインターネット情報サービスに対して監督、管理を行う。新聞、出版、教育、衛

生、薬品監督、管理、工商行政管理と公安、国家安全などの関係主管部門は、それぞれの

職責の範囲内において法に従ってインターネット情報の内容について監督、管理を行う。  
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第十九条 本弁法の規定に違反し、営業許可証を得ずして無断で営利性インターネット情

報サービスに従事したり、または許可の内容を超えてサービスを提供したりしたときには、

省、自治区、直轄市の電気通信管理機関が期限付きの改善命令を行う。違法所得がある場

合には、違法所得を没収し、違法所得の３倍以上５倍以下の罰金に処する。違法所得がな

くまたは違法所得が５万元未満のときには、10 万元以上 100万元以下の罰金に処する。情

状が重大な場合には、サイトの閉鎖を命じる。本弁法の規定に違反し、備案手続きをとら

ずして非営利性インターネット情報サービスに従事、または備案の内容を超えてサービス

を提供したときには、省、自治区、直轄市の電気通信管理機関が期限付きの改善命令を行

う。改善しない場合にはサイトの閉鎖を命じる。  

 

第二十条 第十亓条に掲げる内容のいずれかの情報を製作、複製、発表、伝達したときに

は、法に基づいて刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合には、公安機関、国家安全

機関が「中華人民共和国治安管理処罰条例」「コンピューター情報ネットワーク国際ネット

ワーク安全保護管理弁法」などの関係法律、行政法規の規定によって処罰する。営利性イ

ンターネット情報サービスの提供者については、許可証交付機関が休業改善を命じ、さら

には営業許可証を取り上げ、企業登録機関に通知する。非営利性インターネット情報サー

ビスの提供者については、備案機関がサイトの一時閉鎖を命じ、さらにはサイトを閉鎖さ

せる。  

 

第二十一条 第十四条に定める義務を果たさない場合には、省、自治区、直轄市の電気通

信管理機関が是正を命じる。情状が重いときには、休業改善を命じまたはサイトを一時閉

鎖させる。  

 

第二十二条 本弁法の規定に違反し、サイトのホームページに営業許可証番号または備案

番号を表示していない場合には、省、自治区、直轄市の電気通信管理機関が是正を命じ、

5,000元以上５万元以下の罰金に処する。  

 

第二十三条 第十六条に定める義務に違反したときには、省、自治区、直轄市の電気通信

管理機関が是正を命じる。情状が重大なときには、営利性インターネット情報サービスの

提供者については、許可証交付機関が営業許可証を取り上げ、非営利性インターネット情

報サービスの提供者については、備案機関がサイトの閉鎖を命じる。  

 

第二十四条 インターネット情報サービスの提供者がその営業活動で、他の法律法規に違

反した場合には、新聞、出版、教育、衛生、薬品監督管理及び工商行政管理などの関係主

管部門が関係法律、法規の規定に従って処罰をする。  
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第二十亓条 電気通信管理機関及びその他の関係主管部門とその職員が、職責を軽んじ、

職権を乱用し、私情にとらわれて不正をし、インターネット情報サービスに対する監督管

理を疎かにし、重大な結果を招き、犯罪を構成する場合には、法に基づいて刑事責任を追

及する。犯罪を構成しない場合には、直接責任のある主管者とその他の直接責任者を法に

基づき、降格、更迭、免職解雇の行政処分に処す。 

 

第二十六条 本弁法の公布以前からインターネット情報サービスに従事しているときには、

本弁法の公布の日から 60日以内に、本弁法の関係規定によって、関係の手続きをとらなけ

ればならない。  

 

第二十七条 本弁法は公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


