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『（特集）中国北アジア 日系企業が直面する課題』は、北東アジア進出企業が直面するさ

まざまな問題点や課題について、ホットなトピックスを取り上げ、各地域の事務所から独自

の視点や地域事情に基づくレポートをお届けいたします。希望されるテーマ等がありました

ら、海外調査部中国北アジア課までご意見をお寄せいただければ幸いです。 
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ジェトロは、本レポートの記載内容に関して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的

損害および利益の喪失については、一切の責任を負いません。これは、たとえ、ジェ

トロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。 

本レポートに関する問い合わせ先： 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

海外調査部 中国北アジア課 

 

 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1－12－32 

TEL：03-3582-5181 

E-mail：ORG@jetro.go.jp 
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＜ポイント＞ 

（１）不動産業に牽引された非製造業が３割増で、シェアも５割超に。 

・ 2010 年の投資（実行ベース）は前年比 17.4％増と増加に転じた。非製造業伸びが不動

産業に牽引され 29.6％増と高く、シェアも 5 割を超えた。中国の対内直接投資に占め

る日本のシェアは低下したが、日本の対外直接投資に占める中国のシェアは高まった。

（２）各地域への投資（実行ベース）の動向 

沿海部 

・ 京津冀地域は、北京市 4.0％、天津市 20.3％、河北省 6.5％と、いずれも前年比で増加

した。天津市は 09 年に続き 2割増で、韓国、米国、日本の伸びが高かった。全国総合・

複合改革試験区の濱海新区への投資が 22.2％増であった。 

・ 華東地域は、上海市が 5.5％増にとどまった。第三次産業のシェアが 8 割を占めた。江

蘇省、浙江省は 12.5％増、10.7％増と 2 ケタ成長であった。投資額全国 1 位の江蘇省

は、「江蘇省新興産業倍増計画」を打ち出している。 

・ 遼寧省は 34.4％増で全国 2 位に躍進。うち大連市は第三次産業の大幅増で 100 億ドル

を超え、金額が全国 15 の副省級市中トップとなった。「東北振興計画」など国家級プ

ロジェクトで注目を集めている。「瀋陽経済区」が国家総合改革実験区に指定され、イ

ンフラ整備や不動産開発が活発化し、日本企業の進出表明も増えている。 

・ 山東省は内需関連、非製造業が堅調で 11.2％増。国家発展戦略の「黄河（イエローリ

バー）高効率生態経済区発展規画」対象都市への投資が増えている。2011 年初めには

省内最重要の発展計画とされる「山東半島藍色経済（ブルーエコノミー）区発展規画」

が打ち出され、海洋関連分野など多くのプロジェクトが計画されている。 

・ 華南地域は、広東省が前年比 3.7％増、福建省が 1.1％増とほぼ横ばいであった。 

内陸部 

・ 四川省は 67.8％増、うち成都市は 73.6％増で省の 8割を占めた。契約ベースでは、香

港が約 4 倍、2位のシンガポールが約 5.7 倍と急増した。国家級の天府新区に先進的産

業の誘致を予定している。 

・ 重慶市は 57.9％増、うち第三次産業が 81.0％増で全体の 7 割を占めた。10 年 6 月、中

国で 3番目の国家級新区となる両江新区が設置された。また 8月には外資企業の重慶市

進出に関する 33 項目の規制緩和も発表された。 

・ 湖北省は 10.7％増と伸び率は鈍化したが 2 ケタ成長は維持した。自動車関連日本企業

の拠点設置や整備が発表されている。 

・ 陝西省は 20.5％増。全国シェアは未だ低いが増加は 10 年連続である。うち西安市が増

資の増加や大型プロジェクト投入により 28.5％増となり、省の 86.3％を占めた。 

（３）香港・台湾・韓国からの対中投資の動向 

・ 香港（実行ベース）は 31.5％増で、対中直接投資全体に占めるシェアは前年の 51.2％

から 57.3％に高まった。 

・ 台湾（認可ベース）は 146 億 1,787 万ドルと、過去最高を記録した。中国の内需の高ま

りに加え、中台間の緊密化に伴う投資規制緩和や投資優遇措置が寄与した。 

・ 韓国（実行ベース）は、韓国企業の中国市場開拓への関心の高まりにより 45.7％増と

３年ぶりに増加に転じた。非製造業の直接投資は倍増であった。
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実行ベースで 17.4％増、非製造業が過半に（総論） 

 

●北京発 

 

 対内直接投資は 2010 年、実行ベースで 17.4％増とプラスに転じた。業種別にみると、製造業

の 6.0％増に対し、非製造業が不動産業に牽引され 29.6％増と大きく伸び、シェアも 5 割を超え

た。日本のシェアは低下したが、一方で日本の直接投資に占める中国のシェアは高まっており、

日本企業にとって中国の重要性は変わらない。人件費上昇の懸念はあるが、自動車をはじめ、

市場の規模や成長性への期待は大きい。 

 

＜契約件数は 16.9％増＞ 

 1 月 18 日の商務部の発表によると、10 年の対内直接投資（銀行・証券・保険分野を含まず）は、

契約件数が前年比 16.9％増の 2 万 7,406 件、実行ベースの投資額は 17.4％増の 1,057 億 3,500

万ドルで前年のマイナスからプラスに転じた。実行ベースの月間の投資額は、09 年 8 月から前

年同月比プラスが続いている（表 1 参照）。  

 

 

 

 業種別の伸び率をみると、製造業の 6.0％増に対し、非製造業が 29.6％増と大きく上回った。非
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製造業は、金額で 大の不動産業が前年の減少から42.8％増の大幅増に転じたほか、卸・小売

業が 22.4％増、リース・ビジネスサービス業も 17.3％増と堅調だった。この結果、非製造業のシェ

アは 50.6％と 5 割を超えた（表 2 参照）。  

 

 

 

＜遼寧省が 2 位に躍進、四川省は 7 割増＞ 

 実行ベースで地域別にみると、金額が大きいのは東部だが、北京市、上海市、広東省などでは

伸びが1ケタにとどまっている。一方、中部は金額こそ小さいものの伸びは軒並み2ケタだ。西部

も、四川省、重慶市をはじめ高い伸びになっている（表 3 参照）。 

 

 ジェトロの各事務所が報告した各地の状況は、以下のとおり。 

 

 遼寧省は前年比 34.4％増で 207 億 3,500 万ドルとなり、江蘇省に次いで全国 2 位になった。大

連市が第三次産業の大幅増で全国 15 の副省級市中トップの 100 億 3,100 万ドルとなった。香港

からの投資が、遼寧省で 7 割増、大連市で 2.7 倍と急増している。業種としては不動産関連が多

い。国家級プロジェクトの「東北振興計画」「遼寧沿海経済帯発展計画」の推進が、遼寧省や大

連市への注目につながっているようだ。また「瀋陽経済区」が国家総合改革実験区に指定された

こと、13 年に瀋陽市で全国スポーツ大会が開催されることなどから、関連インフラの整備や不動

産開発が活発化しており、進出を表明する日本企業が増えているという。 

 

 華北地域（北京市、天津市、河北省）は、北京市 4.0％、天津市 20.3％、河北省 6.5％と、いずれ

も前年比で増加した。09 年に続き 2 割増の天津市は、国・地域別でみると韓国（7 割増）、米国

（3.3 倍）、日本（6 割増）の伸びが高かった。全国総合・複合改革試験区の濱海新区への投資が

22.2％増の 70 億 4,200 万ドルで、市全体の 64.9％を占めた。河北省は契約金額の伸びが 26.3％

と高く、今後の実行金額の増加が期待される。 
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 山東省は内需狙いあるいは非製造業の投資が堅調で 14.5％増となった。09 年は減少だった青

島市が 27.6％の増加に転じ、省全体の 3 割を占めるまでに回復した。山東省の投資は「イエロ

ー」と「ブルー」がキーワードだ。国家発展戦略の「黄河（イエローリバー）高効率生態経済区発展

規画」の対象都市への投資が増加傾向にある。また年初には、省内 重要の発展計画とされる

「山東半島藍色経済（ブルーエコノミー）区発展規画」が打ち出され、海洋装備製造業、海洋バイ

オ産業、海洋エネルギー産業、インフラ建設、原子力発電開発などの分野で多くのプロジェクト

が計画されているという。 

 

 華東地域（上海市、江蘇省、浙江省）は、上海市が 5.5％増にとどまったものの、江蘇省、浙江

省はそれぞれ 12.5％増、10.7％増と 2 ケタ成長だった。上海市への投資は第三次産業のシェア

が 8 割にまで高まった。江蘇省は投資額全国 1 位を維持した。蘇北地域の伸びが 35.2％増と高

かった。江蘇省は 10 年 8 月、「江蘇省新興産業倍増計画」を打ち出し、6 つの新興産業を重点に

据えた。新エネルギー産業は、太陽光発電を中心に 12 年までに売上高 5,000 億元（1 元＝約

12.4 円）の実現を目指す。浙江省は 10 年 7 月、9 業種を戦略的新興産業に指定した。 重点分

野は、バイオ産業、新エネルギー産業、モノのインターネット関連産業だ。 

 

 華南地域（広東省、福建省）は、広東省が 202 億 6,100 万ドル（前年比 3.7％増）となり 200 億ド

ルを突破した。63.8％を占める香港からの投資が 8.8％増加した。EU からの投資はほぼ 2 倍にな

った。福建省は 1.1％増とほぼ横ばいだった。 

 

 今回、内陸の一部の省・市が調査対象に加わった。 

 

 陝西省は 20.5％増の 18 億 2,000 万ドルとなった。全国シェアは 1.7％と低いものの、00 年以来

10 年間、増加が続いている。投資額の 86.3％を占める西安市は、増資の増加や大型プロジェク

ト投入で前年比 28.5％増となった。 

 

 四川省は 67.8％増の高い伸びで 60 億 2,520 万ドルとなった。うち成都市が 73.6％増の 48 億

5,600 万ドルで 8 割を占める。契約ベースでは、1 位の香港が約 4 倍の 50 億 8,360 万ドル、2 位

のシンガポールが約 5.7 倍の 68 億 2,200 万ドルと急増した。国家級の天府新区の設置が計画さ

れ、先進的な製造業やサービス業、IT 産業や新材料などを積極的に誘致する予定。 

 

 重慶市は 57.9％増の 63 億 4,400 万ドルだった。アジアからの投資が多い。産業別には第三次

産業が 81.0％増の 45 億 8,670 万ドルで 7 割を占めた。10 年 6 月には両江新区が中国で 3 番目

の国家級新区として設置され、10 年に同区に新設された外資系企業は 151 社、投資額は 16 億

3,400 万ドルだった。8 月には、重慶市への外資企業進出に関し 33 項目の規制緩和も発表され

た。 

 

 湖北省は 10.7％増の 40 億 5,000 万ドルとなった。伸び率は鈍化したものの 2 ケタ成長を維持し

た。日本企業については、ヨロズ（武漢市、自動車用サスペンション部品）、ニフコ（鄂州市、自動

車用合成樹脂成形品）、今仙電機製作所（武漢市、シートアジャスタ）、ニッパツ（襄樊市、自動車
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用シート構成部品）といった自動車関連企業の拠点設置や整備が発表されている。  

 

表３　中国の省・自治区・直轄市別対内直接投資（10年） （単位：件、100万ドル、％）

省・自治区・直轄市名 契約件数 伸び率 契約金額 伸び率 実行金額 伸び率

江蘇省 4,661 10.5 56,833 11.5 28,498 12.5
広東省 5,641 29.8 24,601 40.1 20,261 3.7
山東省 1,632 11.2 13,630 56.5 9,168 14.5

東 浙江省 1,944 11.9 20,047 25.2 11,002 10.7
遼寧省 1,480 △ 9.2 25,635 △ 9.0 20,750 34.4
上海市 3,906 26.4 15,307 15.1 11,121 5.5
天津市 592 △ 0.7 15,296 10.5 10,849 20.3

部 北京市 - - 8,488 2.1 6,364 4.0
福建省 1,139 21.3 12,120 33.5 10,316 2.5
河北省 246 14.4 3,290 26.3 3,830 6.5
海南省 72 △ 18.2 402 △ 3.7 1,512 61.2

湖北省 306 14.2 2,786 36.0 4,050 10.7
中 湖南省 - - - - 5,184 12.8

江西省 1,092 33.0 - - 5,101 26.8
河南省 362 - - - 6,247 30.2

部 安徽省 281 △ 4.4 2,160 50.1 5,010 29.1
山西省 52 - - - 710 44.8

吉林省 - - - - 1,280 12.3
黒龍江省 - - - - 2,760 9.9
内モンゴル自治区 - - - - 3,385 13.0
四川省 379 32.5 6,117 152.2 6,025 67.8

西 陝西省 139 37.6 2,210 57.8 1,820 20.5
重慶市 232 44.1 6,259 64.8 6,344 57.9
広西チワン族自治区 - - 2,095 30.5 912 △ 11.9
青海省 17 - 317 2.7 219 2.0
貴州省 37 - - - 295 120.0

部 甘粛省 28 - - - 135 1.0
寧夏回族自治区 25 - 284 - 232 63.4
雲南省 163 14.2 1,518 △ 9.8 1,329 46.0
新疆ウイグル自治区 51 18.6 - - 237 10.1
チベット自治区 2 - 20 - 24 -

（注）地方政府の公表する対内直接投資には「外商その他投資」（委託加工、補償貿易、国際リース等）
が含まれる場合があるため、合計額は中央政府公表額を上回る。
（出所）各省・自治区・直轄市政府統計資料等よりジェトロ作成。

 

＜日本に代わりシンガポールが 3 位＞ 

 国・地域別の対中投資（実行ベース）の発表は 09 年の途中から、各国・地域のデータにタック

スヘイブン経由の金額が含まれるものが基本となっている。10 年の 1 位は 09 年と同じく香港で

674 億 7,400 万ドル、シェアは 63.8％と、前年より 3.8 ポイント上昇した。香港の投資が多い点に

ついては、受取配当がもともと非課税な上、中国企業が香港企業に配当する際の源泉徴収税率

（5％）もほかの地域の税率（10％）より優遇されているから、といった指摘がある。2 位も前年と同

じく台湾だった。3位には45.6％の高い伸びとなったシンガポールが入った。日本の投資は3％の

小幅増だったためシェアが下がり、順位も前年の 3 位から 4 位に後退した（表 4 参照）。  
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＜日本の対中投資の比率は上昇＞ 

 日本の対外直接投資における中国の位置付けについて日本の財務省統計（国際収支ベース、

速報値）でみると、10 年の日本の対外直接投資総額が 28.8％減となる中、対中直接投資は

3.3％の減少にとどまった。このため日本の直接投資に占める中国のシェアは、前年の 9.3％から

12.6％に高まった（表 5 参照）。 

 

 日本の対中投資の業種別の特徴をみると、依然として製造業が中心だが、非製造業の比率が

徐々に高まってきている。08 年の 25.1％、09 年の 28.9％に対し 10 年は 1〜9 月期で 34.3％だっ

た（表 6 参照）。10 年については 2 ケタ減の業種が珍しくない中、卸・小売業が前年同期比 0.4％

増加し、金融・保険業が 4.2％の小幅減にとどまったことが非製造業のシェア上昇につながった。  
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＜日本にとって中国は依然重要な事業展開先＞ 

 10 年は、労働争議や尖閣諸島周辺での船舶の衝突事故、通関やレアアースの問題が発生し、

中国の投資環境については懸念材料が多かった。それらは、事業展開先として日本企業が中国

に与える評価に影響を与えたのだろうか。 

 

 国際協力銀行の調査によると、中国は日本企業が も有望と考える事業展開先国・地域だ。

08 年にかけインドの猛追を受けたが、09、10 年と続けて中国が盛り返した（図 1 参照）。 
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図１ 日本企業が有望と考える事業展開先国 
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（注）図は日本の製造業企業の本社に対し、３年程度を展望した場合の事業展開先国としてどこが有望かをアン

ケートした結果。数字は有望と回答した企業の比率。 

（出所）国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」 

 

 中国を有望視する理由のトップは従来から「現地マーケットの成長性」だ。有望視する理由とし

てこれを挙げる日本企業の比率は、08 年の 77.6％に対し 10 年は 87.8％に上昇した。一方、「安

価な労働力」を挙げる企業の比率は、44.0％から 35.3％に低下した。 

 

 また中国の課題として、 も多くの日本企業が挙げたのは、「労働コストの上昇」（56.3％）だっ

た。10 年は 5 月から 8 月にかけて労働争議が広がったほか、前年見送られた 低賃金の引き上

げが再開された。それでも中国を有望と回答する企業が増えた。賃金動向に対する日本企業の

関心は高いが、中国市場の規模や今後の成長性への関心は勝るとも劣らない。 

 

 なお、国際協力銀行の調査は 10 年 7〜8 月に実施されたため、9 月に発生した尖閣諸島での

衝突事故の影響を織り込んではいない。そこで同行は 11 月、「緊急追加アンケート調査」を実施

し、「これまでと比べて有望国としての中国の評価に変化が生じたか」を尋ねている。結果は、

「特に変わらない」が 63.0％と過半数を占め、「多少下がった」が 21.9％となり、「大きく下がった」

はわずか 2.9％だった。 

 

 また、今後の中国事業・市場に対する見通しについては、「中国事業への取り組みは今後も続

けるが、一方で他国・地域へのリスク分散が重要と認識している」との回答が 43.8％に上った。し

かし、「中国事業には大きなリスクがあると認識し、中国事業・市場への依存度を下げるなど見
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直しをするとともに、他国・地域での取り組みを強化する」との回答はわずか 3.1％だった。海外

事業の方向性は中国からの逃避ではなくリスクの分散で、日系企業の多くは、依然として中国を

有望国の 1 つと捉えているようだ。 

 

 実際に投資額の推移をみても、10 年の中国の対内直接投資で日本は順位を下げる結果となり、

諸外国に比べ勢いがあるとはいえないものの、日本の対外直接投資で中国はその重要性を高

めている。 

 

＜日本企業が需要拡大に備え統括拠点を各地に設置＞ 

 金融危機からの脱却後、日本企業の対中投資にはどのような傾向がみられるか。10 年の各社

の対中投資関連のプレスリリース資料をみると、国際協力銀行のアンケートに示されたように、

全般的傾向として中国市場の成長性への期待がみてとれる。そのほか、統括拠点の設置、自動

車需要の拡大を見越した進出・拠点設置の動きといった点が指摘できる。 

 

 統括拠点の設置の例としては、帝人、ダイドーリミテッド、関西ペイント、日立化成工業（以上、

上海市）、ブリヂストン（江蘇省）、三菱重工業（北京市）などがある。自動車需要の拡大を見越し

た進出・拠点設置の動きとしては、三井化学（シール部品やホースなどの材料）、東洋ゴム（タイ

ヤ）、東プレ（プレス部品）、ヨロズ（サスペンション）、トピー工業（スチールホイール）、リョービ（ダ

イカスト）、ニッパツ（懸架ばね、自動車用シート）、トヨタ（自動車市場環境調査・研究開発拠点）

などが挙げられる。 

 

 なお、日系企業による対中直接投資案件（10 年）の具体例は巻末資料の表参照。 

 

（箱崎大） 
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各地で実行、契約ベースとも金額が増加（京津冀地域） 

 

●北京発 

 

 2010 年の京津冀地域（北京市、天津市、河北省）の対内直接投資額（実行ベース）は、北京市、

天津市、河北省ともに前年比で増加、天津市は前年に続き 2 割増となった。各地で契約額も増

加し、河北省はこれまでのマイナスから 2 割を超える伸びとなった。今後の実行ベースの拡大が

期待される。 

 

＜北京市：契約額を 3 年ぶりに発表＞ 

 10 年の北京市の対内直接投資は、契約額が前年比 2.1％増の 84 億 8,765 万ドル、実行額が

4.0％増の 63 億 6,358 万ドルと、ともに増加した。契約件数の発表はなくなったが、契約額を 07

年以降、3 年ぶりに発表した。  

 

 

 

 国・地域別の実行額をみると、1 位は香港で、17.2％増の 31 億 2,863 万ドル。2 位の英領バー

ジン諸島は前年の大幅増から一転し、38.0％減の 7 億 6,255 万ドルとなった。3 位はケイマン諸島

で、9.7％増の 4 億 5,209 万ドルと、上半期のマイナスから増加に転じた。日本は 4 位と上半期よ

り順位を 1 つ下げたものの、70.2％増の 4 億 692 万ドルと前年の大幅減から急速に回復した。5

位のシンガポールは 99.0％増の 2 億 4,888 万ドルと倍増した（表 2 参照）。  
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 産業別でみると、伸び率がプラスだったのは第三次産業で、8.5％増の 56 億 3,213 万ドルと、全

投資実行額の 88.5％を占めた。第二次産業は 19.1％減の 7 億 1,899 万ドル（シェア 11.3％）、第

一次産業は同 67.5％減の 1,246 万ドル（同 0.2％）だった。しかし、第二次産業は契約額が 2.1 倍

と急増し、今後の実行額は増加が見込まれる。 

 

＜不動産開発で大型投資＞ 

 北京市商務委員会によると、実行ベースで 1,000 万ドルを超える大型投資は、件数で全体の 7

割を占めた。さらに 5,000 万ドル以上の大型プロジェクトは 34 件、うち不動産開発に関係する案

件は 7 件で、 大のものは香港の方興地産（中国）による 2 億 8,700 万ドルだった。 

 

 また北京市投資促進局によると、不動産以外の 1,000 万ドル以上の投資案件は、主に電子情

報産業、バイオ・医薬産業、新エネルギー産業などに集中している。北京市が重点産業と位置付

けている電子情報産業（液晶パネル、通信など）、自動車産業、石油化学産業、設備製造産業

（環境保護設備、発送電設備など）、バイオ・医薬産業と都市型工業（食品飲料、工芸美術など）

の 6 大産業で、投資案件の大型化が進んでいる。 

 

 日本企業の主な投資案件としては、三菱重工業が 10 年 1 月に地域統括会社「三菱重工業（中

国）」を設立したことが挙げられる。資本金は 3,100 万ドルで、同社が全額を出資する。現在中国

で需要が高まっている都市開発や省エネ・環境ビジネスなど大型プロジェクト案件を開拓するた

め、中央省庁や大手国有企業の意思決定機関が集中する北京に地域統括本部を置いた。 

 

 また 10 年 7 月、持ち帰り弁当の店「Hotto Motto（ほっともっと）」を日本で展開するプレナスが、

北京中関村に中国で第 1 号店となる「好麦道」を出店した。今後 5 年間で全土に 200 店を開設す

る計画だ。 
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＜天津市：引き続き実行額は 2 割強の伸び＞ 

 天津市では、契約件数が前年比 0.7％減の 592 件、契約額が 10.5％増の 152 億 9,569 万ドル、

実行額が 20.3％増の 108 億 4,872 万ドルと、件数はわずかながらの減少したものの、金額はい

ずれも 2 ケタの増加となった。 

 

 主な国・地域別の実行額をみると、1 位は香港で、0.5％減の 45 億 1,272 万ドル。韓国が 72.5％

増の 10 億 4,529 万ドルと急伸して 2 位に入り、米国は 3.3 倍の 7 億 7,117 万ドルで 3 位となった。

日本は 4 位で、62.7％増の 5 億 3,545 万ドルと、上半期のマイナスから大幅な増加に転じた。第 5

位はシンガポールで、24.4％減の 5 億 848 万ドルだった（表 3 参照）。  

 

 
 

 産業別実行額では、全体の 45.7％を占める製造業が 28.0％増の 49 億 6,185 万ドルと順調に伸

び、交通運輸・倉庫業が 60.8％増の 13 億 1,645 万ドルと急伸した。また、卸・小売業・飲食業は

5.7％増の 5 億 5,083 万ドルと上半期の減少（前年同期比 53.4％減）から増加に転じた。不動産業

は 48.6％減の 9 億 2,156 万ドルと、前年の増加から大幅な減少に転じた（表 4 参照）。  

 

 

 

＜卸・小売りなど、サービス業投資が好調＞ 
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 天津市商務委員会は、10 年の契約投資プロジェクトの特徴として、大型案件が増加したことを

挙げている。投資の大型化が進んでいる業種としては、製造業では液晶、太陽光、パソコンなど

の電気・電子分野や航空・宇宙分野、自動車・同部品など、国内需要の拡大に伴い、生産規模

を拡大するための投資が増えた。製造業の契約件数は 141 件、契約金額は 33 億 6,043 万ドル

で、特に航空・宇宙、新エネルギー、バイオ分野への投資が多かった。 

 

 卸・小売業・飲食業の契約件数は製造業を上回る 147 件と、業種別で も多かった。契約額は

70.4％増、実行額も 5.7％増だった。同産業を中心とした第三次産業の契約件数は 439 件で、全

投資件数の 74.2％を占めた。また契約額は 77.1％、実行額は 52.9％と、いずれも高いシェアを占

めた。 

 

 サービス業分野の日系企業の進出も進んでいる。イオンは10年9月に新店舗を天津経済技術

開発区（TEDA）エリア内にオープン。伊勢丹も 12 年に TEDA に新店舗を開業する予定だ。これま

では製造拠点という位置付けが強かった TEDA だが、住宅地の造成などに伴う居住人口の増加

により、新たに商業地としての発展も期待されている。 

 

＜濱海新区：市全体への投資の 6 割以上を占める＞ 

 06 年 6 月に中央政府から「国総合・複合改革試験区」に認可された濱海新区への投資をみると、

実行額は 22.2％増の 70 億 4,200 万ドルで、市全体の投資額の 64.9％を占め、市全体の伸び率

を上回った。また域内総生産も、25.1％増の 5,030 億元（1 元＝約 12.4 円）と、市全体の成長率の

17.4％を大きく上回った。金額でのシェアも 55.2％と、市全体（9,109 億元）の半分以上を占めてい

る。濱海新区は航空・宇宙、石油化学、電子通信、自動車産業といった 8 大産業を重点産業とし

て位置付けており、10 年はサムスン LED による増資や、ロシアとの石油プラント建設プロジェクト

などの投資が行われた。 

 

＜河北省：契約件数、金額が順調に増加＞ 

 河北省の契約件数は前年比 14.4％増の 246 件、契約額も 26.3％増の 32 億 9,000 万ドルと、09

年のマイナスから一転して 2 ケタ増となった。実行額も 6.5％増の 38 億 3,000 万ドルと引き続き増

加した。 

 

 河北省商務庁によると、同省に投資する主な国・地域は香港、米国、シンガポール、米国、日

本などで、うち日本からの投資は、契約件数が 20％増の 12 件、契約額は 2.2 倍の 2 億ドルと急

増した。一方、実行額は 1 億 4,000 万ドルと 9％減少した。契約額が 500 万ドルを超えた案件とし

て、住友建機、住友重機械工業が唐山市に行った投資プロジェクトなどがある。 

 

（清水顕司） 
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江蘇省が地域を牽引、2 ケタ成長を回復（華東地域） 

 

●上海発 

 

 2010 年の華東地域（上海市、江蘇省、浙江省）の対内直接投資額（実行ベース）は、506 億

2,100 万ドル、前年比 10.5％増となり、低調だった 09 年から 2 ケタ成長を回復した。上海市は 09

年の伸びをわずかに上回る 5.5％の成長にとどまったものの、江蘇省と浙江省はともに 2 ケタ成

長となった。 

 

＜上海市：第三次産業が牽引＞ 

 上海市の 10 年の対内直接投資は、契約件数が前年比 26.4％増の 3,906 件、契約額が 15.1％

増の 153 億 700 万ドル、実行額は 5.5％増の 111 億 2,100 万ドルとなった（表 1 参照）。 

 

 契約件数では 09 年までの 2 ケタ台の減少から一転して 2 ケタ台の増加に転じたものの、実行

額は 09 年の伸び（4.5％増）をわずかに上回るにとどまり、投資額の小さい案件が増加している。  

 

 

 

 産業別では、第三次産業が契約件数で 28.5％増の 3,508 件、実行額で 16.0％増の 88 億 3,100

万ドルと、ともに 2 ケタ台の伸びをみせ、実行額は上海市の対内直接投資の 79.4％を占めた（表

2 参照）。一方で、第二次産業の実行額は 2 年続けて 2 ケタ台の減少となり、その減少幅は、09

年の 12.2％から 10 年は 22.5％に拡大した。  
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 日本企業の進出動向をみると、投資規模はさまざまだが、a.製品の卸売りやコミッション代理、

輸出入などの事業、b.ソフトウエア、情報システムの設計・開発や導入支援・保守運用などを行う

情報サービス業、c.企業管理、財務管理、マーケティングなどのコンサルティング業、などの進出

が目立ち、d.飲食業関連の進出も盛んだ。 

 

＜統括機能を持った投資が相次ぐ＞ 

 10 年に、地域統括本部 45 社、投資性公司 22 社、外資研究開発（R＆D）センター15 社がそれ

ぞれ新設され、10 年末までの累計で地域統括本部 305 社、投資性公司 213 社、外資 R＆D セン

ター319 社となった（表 3 参照）。  

 

 

 

 財政支援など各種優遇措置の対象となる地域統括本部では、クラレ（化学）が、10年12月に上

海市から地域本部としての認定を取得。認定を受けた現地法人は、グループ各社への間接機能

（財務、法務、人事など）の提供、事業拡大・進出検討支援、資金管理などを実施する。三菱マテ

リアル（非鉄金属）は、グループ中国事業の管理統括、戦略の企画立案などを実施する統括会

社を設立し、10 年 7 月から業務を開始した。関西ペイント（塗料）も、中国事業の統括、戦略策定、

マーケティング、資金管理などを行う新会社の設立を発表した。 

 

 日本企業以外では、米モルガン・スタンレー（金融）、米タイコ エレクトロニクス（電子部品製造）

なども上海市に中国本部を設立している。 
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 R＆D センターは、10 年 4 月に米マイクロソフト、5 月に米クアルコム（通信機器）、6 月にフィン

ランドのメッツォ（製紙）が開設。フランスのサノフィ・アベンティス（製薬）、ロレアル（化粧品）、ドイ

ツのバイエルマテリアルサイエンス（自動車用軽量化素材）、スウェーデンのサンドビック（工作

機械）、米マーベルテクノロジー（半導体）も設立を発表している。 

 

＜日本は国・地域別で 3 位に＞ 

 国・地域別（契約ベース）では、日本は前年比で 12.8％増加し、契約額は 12 億 9,800 万ドルと

なったものの、09 年の 2 位から 3 位に下がった（表 4 参照）。一方で、シンガポールの契約額が

約 3.2 倍の 22 億 5,200 万ドルとなり、3 位から 2 位に上昇した。香港は契約額 68 億 800 万ドル

と引き続き首位の座にとどまったものの 9.0％減となり、年々減少傾向にある。  

 

 
 

＜江蘇省：太陽光発電に大型投資＞ 

 江蘇省の 10 年の対内直接投資は、契約件数が前年比 10.5％増の 4,661 件、契約額が 11.5％

増の 568 億 3,300 万ドル、実行額は 12.5％増の 284 億 9,800 万ドルとなった。 

 

 契約額、実行額とも 2 ケタ台の成長となり、低成長だった 09 年からの回復が顕著だ。華東地域

の中では、実行額とその伸び率が も大きく、この地域の直接投資の牽引役になっており、投資

案件も大型化の傾向にある。 

 

 省内の 3 地域別にみると、蘇南地域の実行額 185 億 6,900 万ドル、6.6％増に対し、蘇北地域

は 35.2％増の 46 億 5,000 万ドルとなっており、成長が著しい（表 5 参照）。  
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 江蘇省政府は 10 年 8 月 16 日、「江蘇省新興産業倍増計画」を通知した。これによると、計画期

間の 10〜12 年は、新エネルギー、新材料、生物技術・医薬、省エネルギー・環境保護、ソフトウ

エア・アウトソーシング、モノのインターネット、の 6 大新興産業の発展に重点を置く。 

 

 中でも、新エネルギー産業は 12 年までに売上高 5,000 億元（1 元＝約 12.5 円）の基幹産業に

することを目指し、特に太陽電池の分野では、高効率・低コストの結晶シリコン電池、薄膜電池な

どに重点を置き、売上高 3,800 億元を目指すとしている。太陽電池モジュールについては、1 万メ

ガワットの生産能力を形成し、国内 1 位を目指すという。 

 

 こうした流れの中、同省では 10 年、韓国の DMS が結晶シリコン電池の生産工場の建設計画

（投資額 9,500 万ドル）を発表したほか、香港の保利●（金の下に金 2 つ）能源（GCL ポリー・エナ

ジー）の太陽電池用シリコンウエハー工場が稼働（投資額 9,800 万ドル）、さらに第 2 期工場の建

設計画（8,800 万ドル）もある。同じく、香港の浚●（金の下に金 2 つ）集団は太陽電池モジュール

などの生産工場の建設に着工（5 億ドル）しており、米国の新日能控股の薄膜電池生産工場の

建設（20 億ドル）も始まっている。 

 

 江蘇省で太陽電池関連の大型投資が進む中、太陽電池製造装置事業のグローバル展開を進

める日清紡ホールディングスは 10 年 6 月、江蘇亜威機床（江都市）との合弁会社 YAWEI 日清紡

の増資（ 大 5 億円相当額）を引き受けて子会社化し、太陽電池製造装置の製造・販売開始を

発表している。 

＜浙江省：減少傾向から 2 ケタ成長へ＞ 
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 浙江省の 10 年の対内直接投資は、契約件数が前年比 11.9％増の 1,944 件、契約額が 25.2％

増の 200 億 4,700 万ドル、実行額は 10.7％増の 110 億 200 万ドルだった。 

 08 年と 09 年は、契約件数、契約額、実行額のいずれも前年より減少したが、10 年には回復し

て 2 ケタ台の伸びとなった。 

 

 都市別にみると、杭州市が実行額 43 億 5,600 万ドルと浙江省全体の約 4 割を占めた。嘉興市

は 20.6％増の 16 億 1,000 万ドルと成長が著しい（表 6 参照）。  

 

 

 

 省内では、ドイツのメルク（製薬）、フランスのサノフィ・アベンティス、オランダのアクゾノーベル

（化学）などの新工場建設案件があったほか、米ザップ（電気自動車）が中国市場参入の一環と

して、2,903 万ドルで浙江永源汽車の株式の 51％を取得している。 

 また、日本電産サンキョーは 10 年 1 月、液晶ガラス基板搬送用ロボット、半導体ウエハー搬送

用ロボットを製造する新工場の建設（総投資額 1 億ドル）を発表した。 

 

 浙江省は、バイオ産業、新エネルギー産業、ハイエンド設備製造業、省エネルギー・環境保護

産業、海洋新興産業、新エネルギー自動車、モノのインターネット関連産業、新材料産業、原子

力発電関連産業、の 9 大産業を戦略的新興産業として発展させる計画で、そのうちバイオ産業、

新エネルギー産業、モノのインターネット関連産業を 重点分野として位置付けている。浙江省

発展改革委員会の関係者は、15 年までに省内の戦略的新興産業は売上高 2 兆元を超え、工業

全体の 30％以上を占めるとの見通しを示している。 

 

 同省では、これまで省発展改革委員会が直接許可を行わなければならなかった投資額 1 億ド

ル以下の「奨励類」「許可類」に属する外資プロジェクト（増資を含む）について、国家発展改革委

員会の承認を経て、許可権限を各市・県レベルの発展改革委員会または国家レベルの開発区

管理委員会に移譲するとしており、今後、外資企業の利便性向上が期待される。 

 

（鈴木貴詞、張培葉） 



Copyright (C) 2011JETRO. All rights reserved. 22

 

大連市、第三次産業が倍増し副省級市でトップに（遼寧省） 

 

●大連発 

 

  遼寧省の 2010 年の対内直接投資（実行ベース）は、前年比 34.4％増の 207 億 5,000 万ドル

で、江蘇省に次いで全国第 2 位だった。中でも大連市の実行額は、第三次産業分野が大幅に増

加し、全国 15 の副省級市の中でトップの 100 億 3,100 万ドルとなった。各種国家プロジェクトに

加え、13 年は瀋陽で全国スポーツ大会が開催される予定で、投資が活発化している。11 年は省

全体で 240 億ドルの誘致を目指す。 

 

＜香港の不動産投資を中心に大幅増に＞ 

 10 年の遼寧省の対内直接投資は、契約件数が前年比 9.2％減の 1,480 件、契約額が 9％減の

256 億 3,500 万ドルとなったものの、実行額は 34.4％増の 207 億 5,000 万ドルで、江蘇省に次い

で全国第 2 位だった。投資は大連に集中している。実行額は省全体の 48.3％を占め、全国に 15

ある副省級市の中でトップの 100 億 3,100 万ドルと、初めて 100 億ドルの大台を突破した（表 1

参照）。省都の瀋陽は、契約件数、契約額、実行額とも減少した。  

 

 

 

 全国の対内直接投資実行額は 1,057億ドルだったので、遼寧省だけで全国の 5 分の 1、大連市

だけで 10 分の 1 を占める。東北地区は「東北振興計画」など国家プロジェクトが進展し注目を集

めているが、その中でも高成長が続き発展の潜在力が大きい地域として、遼寧省とりわけ大連

に投資が集中していることがうかがえる。 
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 遼寧省の対内直接投資実行額を国・地域別にみると、香港が前年比 70.2％増の 114 億 7,700

万ドルと大幅に増加した（表 2 参照）。香港貿易発展局大連事務所によると、ここ数年来、投資の

中心は不動産関連だ。以下、韓国、日本、英領バージン諸島、台湾と続き、上位 5 ヵ国・地域で

全体の約 8 割を占める。  

 

 

 

＜目立つサービス産業の事業展開＞ 

 大連市の対内直接投資実行額を国・地域別にみると、香港からの投資が前年の 2.7 倍の 51 億

3,760 万ドルと際立っている（表 3 参照）。  
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 目を引くのはリゾート地のある金州新区への不動産開発関連投資。世茂集団（SHIMAO 

Group）によるテーマパーク建設「世茂嘉年華プロジェクト」は、10 年 4 月着工の第 1 期工事に 50

億元が投じられる。また、和記黄埔（ハチソンワンポア）は商業施設と住宅建設のため、12 億

7,000 万元を投じて約 32 万平方メートルの土地を確保済みだ。そのほか、嘉里集団が 5 つ星級

のシャングリラホテル建設を決めている。 

 

 産業別にみると、第三次産業の伸びが顕著で、10 年の実行額は約 2 倍の 71 億 6,214 万ドルと

なった（表 4 参照）。不動産開発関連投資以外にも、各国企業が現代サービス産業分野で事業

展開を進めている。  

 

 

 

 オリックスは 10 年 1 月、中国本社の営業を開始し、観光・不動産開発などを手掛ける大連海昌

集団の傘下企業に資本参加した。10 月には政府から地域本部の認定を受け、投融資事業を本

格化させている。12 月には 41 階建て 2 棟による中国本社ビルプロジェクトも開始した。造船業世

界第 4 位の韓国 STX は、1 億 8,700 万ドルを投じて投資性公司を設立し、造船関連事業への投

資などを幅広く展開していく予定だ。 

 

 IT 関連企業の進出も堅調だ。大連は日本のオフショア開発拠点、BPO（ビジネス・プロセス・ア

ウトソーシング）拠点として存在感を増しているが、10 年も損保ジャパングループによるシステム

開発会社の設立、野村総合研究所や野村ホールディングスによる BPO サービス提供会社設立

など、大手企業の進出が続いている。 

 

 製造業は 2.8％の微増だった。韓国ポスコが船舶向けの厚板加工工場を設立（投資額 3 億ド

ル）したが、新規の大型案件は少なく、米グッドイヤーの工場増床（投資額 1 億 2,500 万ドル）、韓

国 STX の増資（4 億ドルから 30 億ドルへ）など既進出案件の事業拡大関連投資が目立った。 
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＜国家プロジェクトを背景に 11 年は 240 億ドルを目標＞ 

 09 年 7 月に「遼寧沿海経済帯発展計画」が国家プロジェクトに格上げされ、計画対象地域にな

っている沿海 6 都市が、投資先として注目を浴びている。大連のほか、遼河油田があり、石油化

学産業が発展する盤錦（実行額 9 億 1,000 万ドル、約 3 倍）、瀋陽の外港と位置付けられている

営口（8 億 6,000 万ドル、70％増）、国内 大の対北朝鮮貿易都市の丹東（7 億ドル、40.9％増）、

錦州（5 億ドル、36％増）、葫芦島（2 億 2,000 万ドル、約 3 倍）と、各都市とも高い伸びを示してい

る。 

 

 遼寧省政府は、11 年の実行額を 15％増の 240 億ドルにすることを目標にしている。このうち沿

海 6 都市は 150 億ドル、中でも大連は 10％増の 110 億ドルを目標としており、省全体の牽引役と

して期待されている。 

 

 瀋陽は 10 年には投資件数、金額とも減少したものの、単なる製造基地ではなく、市場と位置付

けての企業進出が増加傾向にある。日本精工（ベアリング製造。総投資額 1 億ドルを予定）や安

川電機（サーボモーター、サーボアンプ製造。総投資額 50 億円）など地場企業との取引拡大を

目指す企業以外に、東横イン（10 年 8 月オープン）、ヤマダ電機（10 年 12 月オープン）など、一般

消費者を対象としたサービス、小売り分野の進出も増加しつつある。 

 

 10 年 4 月には瀋陽を中心に鞍山、撫順、本渓、営口、阜新、遼陽、鉄嶺の 8 都市が「瀋陽経済

区」として国家総合改革実験区に指定された。13 年には瀋陽市で全国スポーツ大会（日本の国

体に相当。4 年に 1 度開催）が開かれる予定。関連インフラの整備や不動産開発の動きが活発

化しており、多くの日系企業が進出を表明している。 

 

（渕田裕介） 
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契約ベースで香港からの投資が大幅増に（広東省、福建省） 

 

●広州発 

 

 広東省の2010年の対内直接投資は、契約ベースで前年比40.1％増の246億ドルと急回復し、

実行ベースでも 200 億ドルを突破した。福建省は契約ベースで前年比 37.6％増の 73 億 8,000

万ドルと、08 年の実績を上回った。両省とも香港からの投資増が寄与している。 

 

＜広東省：実行ベースで 200 億ドルを突破＞ 

 広東省統計局の発表（1 月 27 日）によると、10 年の対内直接投資は実行ベースで 202 億 6,100

万ドル（前年比 3.7％増）と 200 億ドルを突破し、全国で 3 位、シェア 19.2％となった（表 1 参照）。

実行額の 63.8％を占める香港からの投資が 8.8％増加したことが寄与した（表 2 参照）。企業形

態別では、外商単独資本企業が 155 億 1,000 万ドル（0.4％増）と全体の 76.6％を占めた。  

 

 

 

 EU からの投資は 7 億 6,000 万ドルとほぼ倍増した。中でもフランスが 5 億 2,000 万ドルと 4 倍

近くに伸び、日本を上回った。 

 

 実行ベースで国別順位 7 位は投資性公司（注）となっている。投資性公司とは、外国企業が中

国に設立した点では通常の外資企業と変わりないが、a.資産総額が 4 億ドル以上、登録資本金

が 3,000 万ドル以上、貸し付けは登録資本金の 4 倍以内などの資本上の制限、b.資金の用途が

投資に限られること、c.出資形態は現金に限られ、現物出資は認められない、d.投資領域は国家

が推奨する工業、農業、インフラ、エネルギー分野などに限られる、などの制限がある。広東省
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はほかの省に比べ投資性公司による投資額が大きいことが特徴の 1 つになっている。  

 

 

 

 契約ベースでは5,641件（29.8％増）、246億ドル（40.1％増）と件数、金額ともに大幅に増えたが、

まだ 08 年の水準には回復していない。しかし、金額の伸び率が件数の伸びを上回っていること

から 1 件当たりの投資は大口化している。国・地域別では、香港が件数全体の 71.8％を占める

4,051 件（32.3％増）、金額全体の 75.3％を占める 185 億 3,000 万ドル（48.3％増）と大きく伸びたこ

とが、全体を押し上げた。 

 

 企業形態別では、外商独資企業が 5,180 件（31.5％増）の 207 億 6,000 万ドル（56.8％増）と、契

約額全体の 84.4％を占めた。前年より 9.0 ポイント増加し、対内直接投資の大部分を占めている。 

 

 契約ベースが件数、金額とも大幅に回復したことから、今後実行額も増加の勢いが続くとみら

れる。 

 

＜サービス産業への投資が活発に＞ 

 産業別では第三次産業が伸びた。実行ベースで 79 億 7,000 万ドル（5.2％増）となり、産業全体

に占めるシェアは前年から 0.5 ポイント増加して 39.3％となった（表 3 参照）。不動産（11.1％増、

32 億 9,000 万ドル）、IT およびソフトウエア（79.0％増の 4 億 2,000 万ドル）が大きく伸びた。  
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＜福建省：契約ベースで増加傾向が鮮明に＞ 

 福建省の実行額は、上半期の方が下半期より多いという傾向がある。10 年も上半期の 38 億

3,000 万ドルに対して下半期は 19 億 7,000 万ドルと落ち込んだ（表 4 参照）。しかし 1 年を通して

みると前年とほぼ横ばい（1.1％増）の 58 億ドルとなっている。 

 

 契約ベースでは 09 年下半期以来、件数、金額とも増加に転じ、回復傾向が鮮明になっている。

10 年は 1,139 件（21.3％増）、73 億 8,000 万ドル（37.6％増）と、08 年実績を上回った。金額の伸

び率が件数の伸び率を 16.3 ポイント上回っており、投資が大口化していることが分かる。  

 

 

 

 国・地域別では実行ベースで全体の 61.1％を占める香港が 35 億 5,000 万ドル（16.9％増）、契

約ベースで 55 億 9,000 万ドル（30.5％増）と大きく増えた（表 5 参照）。契約件数では香港（446 件）
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に次いで台湾が 408 件と多いが、1 件当たりの契約金額は香港の 1,254 万ドルに対し、台湾は

187 万ドルと小口投資が多い。しかし香港、台湾とも契約金額の伸び率は契約件数の伸び率を

大きく上回っている。  

 

 
 

（注）広東省対外貿易経済合作庁によると、「投資性公司」は海外ではなく中国内の投資主体だ

が、海外からの投資が主な源泉になっているため、広東省外の投資性公司からの投資が広東

省の対内直接投資統計に計上されている。 

 

（西澤成世、蘇丹娜） 
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中国企業による香港・シンガポール迂回投資が回復（山東省） 

 

●青島発 

 

 山東省の 2010 年の対内直接投資は、件数（契約ベース、増資含まず）が前年比 11.2％増の

1,632 件、投資額（実行ベース）が 14.5％増の 91 億 6,800 万ドルと増加した。件数、金額の両方

が増加したのは 05 年以来。 

 

＜青島市向けが急回復＞ 

 09 年に急減した青島市向け投資が増加した。同市への投資額は前年比 27.6％増（28 億 100

万ドル）となり、全省の投資額に占める割合は 3 割を回復した（表 1 参照）。青島市に次ぐ投資先

の煙台市が6.3％増（11億5,300万ドル）、3位の済南市が 6.1％増（10億4,010万ドル）と続いた。 

 

 国家発展戦略の「黄河高効率生態経済区発展規画」〔魯政発（2008）46 号、「黄河（イエローリ

バー）デルタ規画」、注 1〕対象都市への投資が増勢だ。濱州市は 83.2％増（3 億 1,002 万ドル）、

東營市は 27.1％増（2 億 975 万ドル）だった。  

 

 

 

＜日韓が低迷＞  

 中国企業による香港やシンガポールなど国外からの迂回（うかい）投資、資金調達が回復し、
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増加した。投資国・地域別でトップの香港は前年比 12.1％増（43 億 3,200 万ドル）、4 位のシンガ

ポールは 21.8％増（5 億 5000 万ドル）となった（表 2 参照）。10 年の投資額で 大の案件となっ

た寿光農産品物流園〔●（イ、さんずいに維）坊市、1 億 4,970 万ドル〕設立、2 位の山東勝利鋼管

〔●（さんずいに災のあたまの下に田）博市、1 億 2,743 万ドル〕設立は、ともに中国企業による香

港からの迂回投資とみられる。 

 

 タックスヘイブン（租税回避地）からの投資も、英領バージン諸島が 2.6 倍（6 億 4,900 万ドル）と

急増し、全体の 7.1％を占め 3 位となった。そのほか、5 位の米国が 84％の大幅増（5 億 3,800 万

ドル）、7 位の台湾も 43.1％増（2 億 5,900 万ドル）と大きく伸びた。 

 

 従来の主要投資国である日韓両国は振るわなかった。投資額 2 位の韓国は 21.2％減（9 億

5,100 万ドル）と主要国で唯一減少した。6 位の日本（3 億 1,900 万ドル）は、新規案件が少なく増

資案件が中心で、投資額も小幅な伸び（5.1％増）にとどまった。  

 

 

 

＜増加する中国企業向けサービス＞  

 業種別では、第三次産業の伸びが大きい。第二次産業の前年比 15.4％増（61 億 5,400 万ドル）

に対し、第三次産業は 25.9％増（28 億 1,600 万ドル）で、全体に占める割合が 3 割を回復した（表

3 参照）。 

 

 第三次産業の増加額の 6 割は不動産で、36.9％増（13 億 2,241 万ドル）となった。10 年の案件

の中には、投資額で 4 位の青島中海華業房地産設立（9,961 万ドル）や、5 位の青島遠佳置業設

立（9,552 万ドル）などが含まれる。ともに香港系企業だ。 

 

 国内市場や中国企業向けサービス提供を狙った投資が増勢だ。運輸、倉庫、郵便が前年比

58.5％増（3 億 9,900 万ドル）、卸・小売りが 70.8％増（3 億 4,600 万ドル）、レンタル・ビジネスサー
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ビスが 53％増（1 億 9,400 万ドル）となった。 

 

 特に金融が 3.3 倍（1 億 9,800 万ドル）と急増した。Rockley Group（英国）による山東洛克利魯信

創業投資（済南）や、Merchant Capital（シンガポール）による華通建力創業投資（青島）など海外

投資ファンドによる投資会社設立のほか、外資系ファイナンスリース企業が 5 件、韓国金融大手

の友利 F＆I による青島友利世紀担保を含む担保サービス企業の設立が 2 件あった。  

 

 

 

 第二次産業では、全業種の 61.8％を占める製造業が 16.6％増（56 億 6,900 万ドル）と、09 年の

減少から増加に転じた。政府が促進する経済発展方式の転換と構造調整を背景に、技術の改

造、設備更新ニーズが高まっており、設備製造を含むその他製造業も 20％増（35 億 5,500 万ド

ル）と増勢だ。 

 

＜2 つの国家発展戦略で外資を積極誘致＞  

 今後は、「黄河デルタ規画」と「山東半島藍色経済区発展規画」〔（国函〔2011〕1 号）、「藍色経
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済（ブルーエコノミー）規画」、注 2〕の 2 つの国家発展戦略の重点分野で、投資が増加すると見

込まれる。 

 

 「黄河デルタ規画」では、石油化学（石油備蓄、石油化工業）、臨海港湾関連業（石油化学設備、

自動車部品、風力発電設備、紡織、食品、製紙産業）、新エネルギー（風力発電、太陽光発電、

バイオエネルギーなど）、物流（小口貨物バース、多目的バース、液化工業専用バース）、現代

農業（耕地改良、天然牧草地保護、農水産牧畜業での高付加価値経済商品の開発）などの分

野を育成の重点的対象とし、外資の積極誘致を図っている。 

 

 「藍色経済規画」では、海洋装備製造業（造船、舶用設備など）、海洋バイオ産業（医薬、機能

性食品、バイオ新材料など）、海洋エネルギー産業（潮力、波力、海流発電）、インフラ建設（洪

水・高潮防災、河川海水侵入防止プロジェクト）などの分野で、多くのプロジェクトが計画される見

込み。特に、日韓両国との協力を模索するとしており、両国からの投資に期待を寄せている。 

 

（注 1）黄河デルタ地帯での国家級高効率生態経済モデル区などの建設と、同地域の 20 年まで

の発展計画目標を定めたもの。効率的な資源利用と生態環境の改善を発展の前提とし、集中的

資源投入による従来型発展と一線を画す。 

（注 2）海洋経済の発展、海洋資源の科学開発、海洋産業の育成に関する総合計画。対象地域

は、山東省内の全海域と青島、東營、煙台、イ坊、威海、日照の 6 市全陸域と濱州市一部地域。

胡錦涛国家主席の指示に端を発した、省内 重要発展計画とされる。 

 

（荒木正明） 
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西安市中心に契約額、実行額ともに大幅な伸び（陝西省） 

 

●北京発 

 

陝西省の 2010 年の対内直接投資は、契約ベース、実行ベースともに前年に比べ大幅な伸び

となった。陝西省への直接投資の 86.3％を占める省都の西安市は、進出企業の増資拡大や大

型プロジェクトの投入で前年比 28.5％増となり、堅調な伸びを示した。 

＜陝西省：契約ベースで件数、金額ともプラスに転換＞ 

 10 年の陝西省の対内直接投資は、契約件数は前年比 37.6％増の 139 件、契約額は 57.8％増

の 22 億 1,000 万ドル、実行額は 20.5％増の 18 億 2,000 万ドルとなった。契約ベースで件数、金

額ともに伸びがプラスに転じた。実行額が全国に占めるシェアは 1.7％と低いものの、00 年以来

10 年間、増加が続いている（表参照）。  

 

 

 

 沿海部に比べ、内陸の陝西省は国有企業のシェアが高く、外資系企業のプレゼンスはまだ小

さい。しかし、国内市場を視野に入れた外資企業の大型案件や進出企業の増資などにより、対

内直接投資は増勢が続いている。現在判明している 10 年 1〜9 月期をみると、3,000 万ドルを超

える大型投資が 17 件、前年同期比 70％増となっている。 

 

＜西安市：半導体関連で大型投資＞ 

 陝西省の場合、外資系企業の多くは西安に進出しており、西安市への直接投資は陝西省の約

86％に達する。10年の西安市への直接投資は、契約件数が前年比26.2％増の82件、実行額は

28.5％増の 15 億 6,700 万ドルと、過去 高を更新した。 
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 特徴として、進出企業の増資が挙げられる。増資は 33 社、6 億 1,400 万ドルで、全体の 4 分の

1 を占める。投資規模でみると、投資額が 1,000 万ドル以上のプロジェクトは 20 件あり前年比

25％増、5,000 万ドル以上のプロジェクトは 8 件の 50％増となっている。 

 

 米国美光半導体（マイクロン・テクノロジー）は 3 月、西安ハイテク産業パークで半導体製品の

組み立て・テスト施設の建設を始めた。投資額は 3 億ドルと、05 年の半導体製造プロジェクトへ

の投資 2 億 5,000 万ドル以来の大型投資だ。また韓国系の SIMMTECH は 8 月、西安ハイテク産

業パークと半導体部品のプロジェクトに投資する契約を結んだ。投資額は 1 億 100 万ドルで、西

部地域では韓国系企業としては 大規模、SIMMTECH にとって海外初の生産拠点となる。半導

体用のプリント回路基板（PCB）の生産が中心で、年間生産額は 2 億ドルに達し、世界市場の

33％を占める見通し。 

 

 日系企業は、西安で調査活動を進めているケースが多く、商談中の案件も多数あることから、

西安市商務局は近いうちに成約に結び付くよう期待している。 

 

 10 年の西安市の契約額を業種別にみると、製造業は 6 億 3,300 万ドルで全体の 52.9％、サー

ビス業は 5 億 1,000 万ドルで全体の 42.6％を占める。交通運輸設備、電子通信、電気機械などを

中心とする先端的製造業と不動産、物流、コンサルティング、情報産業をメーンとするサービス

業向けが多かった。 

 

（張敏） 
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実行額はいずれも 2 ケタ増（四川省、重慶市、湖北省） 

 

●上海発 

 

2010 年の四川省、重慶市、湖北省の対内直接投資額（実行ベース）は、いずれも前年比 2 ケ

タ増となった。特に、四川省と重慶市は、それぞれ 67.8％増、57.9％増と急成長を遂げた。西部

地域への投資が活発化している。 

＜四川省：成都市向けが 8 割占める＞ 

 四川省の 10 年の対内直接投資は、契約件数が前年比 32.5％増の 379 件、契約額が約 2.5 倍

の 61 億 1,650 万ドル、実行額は 67.8％増の 60 億 2,520 万ドルだった（表 1 参照）。このうち成都

市の実行額が 73.6％増の 48 億 5,600 万ドルとなっており、四川省全体の約 8 割を占めている。  

 

 

 

 成都市では、米デル、台湾の仁宝電脳工業（コンパル）や富士康科技集団（フォックスコン）、奇

●（金へんに宏）科技（AVC）などコンピュータ関連企業の生産・販売拠点の設立や米テキサス・

インスツルメンツ（TI）、台湾の聯発科技（メディアテック）による半導体関連投資などがあった。 

 日本企業では、兼松エレクトロニクスが全額出資の現地法人を設立し、成都市で LSI・機構部

品などの設計開発受託（オフショアサービス）や、IT インフラ機器類の販売・構築・保守・運用など

を行うと発表している。 
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 四川省への投資（契約ベース）を国・地域別にみると、日本は金額で 36.9％減の 9,150 万ドルに

とどまり、09 年の 3 位から 5 位に落ちた（表 2 参照）。1 位の香港は約 4 倍の 50 億 8,360 万ドル、

2 位のシンガポールも約 5.7 倍の 6 億 8,220 万ドルと急増している。  

 

 

 

 四川省は、ソフトウエア・情報サービス、ネットワーク通信、デジタル放送、電子設備製造、電子

部品製造、基礎材料の 6 つの産業を集中的に発展させる方針を打ち出している（四川省電子情

報産業調査・振興計画）。 

 

 同省統計局によると、10 年のハイテク産業の工業生産総額は、28.1％増の 4,962 億 3,000 万元

（1 元＝約 12.5 円）に達したとされる。四川省では外資ハイテク企業が国家級ハイテク産業開発

区に進出した場合、企業所得税の税率を通常の 30％から 15％に軽減する優遇措置がある。同

省には現在、国家級の開発区が 3 つあるが、そのうち 2 つ（成都、綿陽）がハイテク産業開発区

だ。 

 

 なお、10 年 9 月に成都市で開催された「四川省西部大開発戦略の実施に関する会議」で、同省

が新たに国家級の「天府新区」の設立を計画していることが明らかになった。先進的な製造業や

サービス業、IT、新材料などの産業誘致を積極的に推し進める予定だ。 

 

＜重慶市：7 割が第三次産業向け投資＞ 

 重慶市の 10 年の対内直接投資は、契約件数が前年比 44.1％増の 232 件、契約額が 64.8％増
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の 62 億 5,890 万ドル、実行額は 57.9％増の 63 億 4,400 万ドルだった。重慶市経済貿易委員会

は、西部地区の各省・区・市の中でも外資による投資額がトップレベルにあり、主にアジアからの

投資が多いとしている。同委員会は、外資導入によって大規模な海外市場の獲得、先端技術の

導入、先進的な企業管理ノウハウの導入、高度な技術人材や経営管理人材の導入などがもた

らされたと評価している。 

 

 産業別にみると、第三次産業が実行額で 81.0％増の 45 億 8,670 万ドルと大幅に増加しており、

重慶市の対内直接投資の約 7 割を占める（表 3 参照）。第二次産業は、31.5％増の 19 億 3,640

万ドルだった。  

 

 

 

 重慶市ではコンビニエンスストアのローソンが進出したほか、米カールソンによるホテル開業、

ドイツ銀行の重慶支店開設などの計画が発表された。また、台湾の鴻富錦精密工業は、ソフトウ

エアの開発センターを建設する。 

 

 製造業では、米ジョンソンコントロールズ（蓄電池）、米ボストンパワー（電気自動車用電池）、米

ビステオン（自動車照明）、ドイツのベントラー・オートモーティブやゼット・エフ・フリードリヒスハー

フェン（ともに自動車部品）、フランスのフォルシア（自動車内装）、イタリアのフィアット（エンジン）

など、自動車部品関連の欧米企業の進出が目立つ。特に欧州企業による投資について、同市

幹部は「西部大開発の推進以降、重慶市と欧州はますます密接な関係になっており、欧州企業

の投資が活発化している」と説明している。 

 また、台湾企業も、ノートパソコンや携帯電話用の電子部品の製造など、進出が著しい。 

 

 重慶市では 10 年 6 月に「両江新区」が設立され、上海市の浦東新区、天津市の濱海新区に次
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ぐ3番目の国家級新区となった。製造業やサービス産業の拠点、金融センターとしての役割が期

待されている。両江新区では、電子情報、新エネルギー自動車、風力発電、軌道交通などを中

心に国内外の企業を積極的に誘致している。重慶市工商局によると、10 年に同新区に新設され

た外資系企業は 151 社、総投資額は 16 億 3,400 万ドルになるという。市幹部は、同新区では 20

年までに工業生産高 1 兆元以上を目指すと話している。 

 

 また、市工商局は 10 年 8 月、外資企業による投資促進のため、進出規制を緩和する 33 項目

の新政策を発表した。外資系企業は中国の個人事業主と共同出資で合弁企業を設立できるよう

になったほか、投資性公司（傘型企業）の設立については、これまでの登録資本金 5,000 万元以

上、傘下企業 5 社以上保有から、登録資本金 3,000 万元以上、傘下企業 3 社以上保有と設立条

件を緩和している。 

 

 また、外資企業による会社登記手続きについて、会社名の変更、定期検査など6項目について、

これまで 5 日かかっていた認可審査手続きを 1 日で完了するとしている。こうした措置を受けて外

資企業の進出促進が期待されている。 

 

＜湖北省：引き続き 2 ケタ成長を維持＞ 

 湖北省の 10 年の対内直接投資は、契約件数が前年比 14.2％増の 306 件、契約額が 36.0％増

の 27 億 8,600 万ドル、実行額は 10.7％増の 40 億 5,000 万ドルだった。契約件数と契約額は 09

年の減少から一転して 2 ケタ台の成長となった。実行額は、伸び率が鈍化したものの、引き続き

2 ケタ台の成長を維持している。 

 

 日本企業では自動車部品関連の進出が目立つ。ヨロズは 10 年 4 月、武漢市で自動車用サス

ペンション部品などの製造・販売拠点を新設すると発表。10 月にはニフコが、内陸部向けに自動

車用合成樹脂成形品の製造・販売する新会社を鄂州市に設立すると発表している。さらに 11 月

には、今仙電機製作所が武漢市にシートアジャスターなどの生産拠点整備を発表しているほか、

ニッパツが襄樊市に新会社を設立し、自動車用シート構成部品の製造販売を開始している。 

 

 自動車部品以外では、井関農機が拡大を続ける中国農業機械市場に対応するため、東風傘

下の東風実業などと湖北省に合弁会社を設立し、農業機械の製造・販売・アフターサービス業務

を実施すると発表している。 

 

（余慧玲、鈴木貴詞） 
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契約件数・実行額ともに大きく増加、シェアも際立つ（香港） 

 

●香港発 

 

2010 年の香港からの対中直接投資は、契約件数が前年比 22.1％増え、実行額も 31.5％増加

した。また、対中直接投資全体に占める香港のシェアは、契約件数で 47.7％、実行額では

57.3％に達した。 

＜香港は対中直接投資の 重要拠点＞ 

 中国商務部の統計によると、10 年の香港から中国への直接投資は、契約件数が前年比で

22.1％増の 1 万 3,070 件、実行額も 31.5％増の 605 億 7,000 万米ドルと大幅に増えた（表、図参

照）。  

 

 

 香港政府のエコノミストで、経済分析部首席経済主任を務めている歐錫熊（アンドリュー・アウ）

氏は「アジア経済圏が当初の予測をはるかに上回る成長を遂げ、中国は 10 年に 10.3％という高

い成長をみせた。現在、アジア、特に中国ほど直接投資先として魅力的なところはない。当然の

結果だ」話している。  

 対中直接投資に占める香港のシェアは際立って高く、契約件数で 47.7％、実行額では 57.3％

に達している。 
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 この点について、歐氏は「中国系をはじめ多くの外国企業は、香港を中国参入にとってのビジ

ネス・ハブとして活用している。対中投資の資金は欧米など世界各国から供給されていると推測

されるが、香港の拠点を通じて中国に投資されていることには、従前から何ら変化はない」と指

摘する。また、中国進出に当たり、香港企業とのタイアップを図る外国企業が多いといわれること

も、このような数字に表れているといえよう。 

 

＜11 年の投資の伸びにはやや慎重な見方＞ 

 対中直接投資が 11 年も引き続き増加するかどうかは、中国経済の成長次第といえそうだが、

歐氏は「インフレ懸念がある中で、金融引き締め政策が取られている。一方、中国経済は 9％程

度の成長になるとみられ、内需拡大が見込まれる。プラス、マイナス両方の要素がある」として、

落ち込むようなことはないが、10 年のような高い伸びが続くことにはやや慎重な見方をしている

ようだ。 

 

＜不動産開発、サービス業が目立つ＞ 

 対中投資の具体例をみると、不動産開発とサービス業の進出が目立つほか、銀行も中国進出

を進めているようだ（添付資料参照）。 
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○ワトソンズ（ドラッグストア大手）：中国本土の店舗網（現在700店）を拡大、11年末までの間に、新たに1,000
店を120都市にオープンすると発表した。同社は20年以上前に本土進出し、現在では最大級のドラッグストア
チェーンに成長している。
○イオンストアーズ（香港）：10年末までに広州と深センで新たに2店舗をオープン。
○利福国際集団：沿岸部主要都市（蘇州、大連、天津、瀋陽）で「そごう」デパートを展開。10年に天津で開
店、12年までに瀋陽で開店予定。同社全体に占める中国事業の売上割合は、現在の25%から5年以内に50%
まで上昇する見通し。上海では、2店目となる百貨店舗のオープンを検討している。投資額は40億人民元を
見込む。
○大家楽（中華式ファーストフード店）：10年9月末までに、中国本土に総店舗数は79店に拡大した。今後中
国での事業展開を強化し、毎年15～20店を出店する予定であり、14年までに店舗数を200店とするのが目
標。投資金額は約6000～8000万香港ドル。
○金至尊（アクセサリー）：現時点で、中国本土での店舗数は約250で、今年内に300店に達する計画。12年
までに中国本土における店舗数を500店とする計画。投資額は2億人民元を予定。
○卓悦（化粧品、日用品の小売店）：10年7月下旬に広州で中国本土の第1号店オープン。
○莎莎国際（化粧品、日用品の小売店）：10年度第3四半期（10～12月期）には新たに本土に4店をオープ
ンし、総店舗数は42店。
○ジョルダーノ（カジュアルウエア）：10年内中国本土で110店（9月末時点）を新規開店し、本土店舗数総計
1,127店。

銀
行

主要行は軒並み支店網拡充と独自サービス提供に努めている。
○恒生銀行：10年1月にCEPA第7ラウンドを通じて広東省佛山市と中山市に「異地支行（クロスロケーション･
サブブランチ）」（営業所＝サブブランチ）をそれぞれ1店設立した。現時点で、中国本土の13都市に38拠点
を展開。上海、深セン、広東、北京の四都市に集中的に展開する計画である一方、 雲南省昆明では、外資
系銀行の支店として初進出を果たす。
○HSBC：10年10月までに26都市に103の営業拠点を有し、中国本土で拠点が最も多い外資銀行となってい
る。中国本土の村鎮銀行の設立を積極的に行い、農村金融業務を充実させる計画。
○東亜銀行：現時点、中国本土内の拠点数は95。CEPAを通じて広東省佛山市と中山市で「異地支行」を開
設。ウルムチと合肥には、外資系銀行として初進出。

（出所）各社資料を基にジェトロ作成

表2　10年以降の香港企業の対中投資事例
○新世界発展：今後4年間に、中国本土の武漢と瀋陽に計190億人民元を投資する計画。コンベンションセン
ター、ホテル、オフィスビル、サービスアパートメント、ショッピングセンターなどの複合施設を開発。傘下の
K11コンセプツ（高級ショッピングモール「K11」を運営）は10年7月に武漢に本土第1号店を出店した。今後3
～5年内に80億香港ドルを投じて中国本土にモール7店をオープンする。2014～17年にかけて上海、瀋陽、
北京、広州、海口などへの出店を検討している。
○香港中華煤気：今後3年間に、中国本土の天然ガス業務などに100億人民元を投資する計画。
○華潤置地：今後数年間で、6つのプロジェクトが完成予定、総投資額は300億人民元。
○恒隆地産：14年までに、瀋陽、濟南、天津など6カ所で大型商業施設をオープンさせる。2010～13年の
間、対中投資を集中的に行う予定。また、2年後には、中国本土の賃貸収入は香港を越える見込みである。
○長江実業グループ：重慶と大連の土地を計25億8,000万人民元で相次いで取得した。長実グループによる
本土の土地購入は2年半ぶり、大連では初めてとなる。
○瑞安建業：三井不動産と大連のプロジェクトを共同発展すると発表。投資額は16億香港ドル以上超える。
○新ライ(さんずいに豊)集団(香港上場の靴製造･小売)：三菱地所と瀋陽にアウトレットモールを共同展開。ブ
ランド品アウトレット店と娯楽コンプレックスの総合施設を作る計画。12年春の開業予定。

不
動
産
開
発
・
イ
ン
フ
ラ

 

 香港のデベロッパー各社は、中国本土内に大型商業施設を建設する計画を打ち出しており、

日本企業と連携する動きもみられる。また、本土の購買力を見込んで、飲食・小売業の進出も活

発になっている。銀行も支店網拡充に努めており、内陸部への進出もみられる。 

 

（普家弘行） 
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金額ベースで倍増、過去 高を記録（台湾） 

 

●中国北アジア課発 

 

台湾の 2010 年の対中直接投資（認可ベース）は 146 億 1,787 万ドルと、過去 高を記録した。

中国の内需の高まりに加え、中台間の緊密化に伴う投資規制緩和や投資優遇措置が寄与し

た。 

＜投資案件が大型化＞ 

 10 年の対中投資は、件数で前年比 54.9％増の 914 件（事後認可分を含む）、金額は約 2 倍の

146 億 1,787 万ドルとなった（表 1 参照）。金額ベースでは過去 高を記録したものの、件数ベー

スでは 03 年の 3,875 件と比較すると大幅に減少しており、1 件当たりの投資案件が大型化する

傾向を示している。  

 

 

 

 台湾の対外直接投資に占める中国のシェアは、対中投資規制が大幅に緩和された 02 年以降、

60〜70％台で推移してきたが、10 年には初めて 80％を超えた（図参照）。  
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＜電子部品や不動産などが大幅な伸び＞ 

 業種別にみると、投資額に占める割合が も大きい電子部品は、中国の国内需要の高まりな

どを受け、前年比約 2.7 倍の 48 億 5,400 万ドルと好調（表 2 参照）。電子部品が全投資に占める

シェアは、前年比 8.0 ポイント上昇して 33.2％になった。一方、2 位のパソコン・電子製品・光学製

品は、2 ケタの伸びをみせたものの、他業種に比べると伸びが小さく、シェアも 5.8 ポイント低下し

て 8.5％になった。 

 

 特に伸び率の高さが際立ったのは不動産で、約 65 倍の 11 億 2,800 万ドルと激増。中国の旺盛

な建設需要に加え、不動産開発分野に対する対中投資規制の緩和措置もあり、遠雄建設、郷林

建設などの不動産開発企業が投資を拡大した。 

 

 金融・保険も約 10 倍の 5 億ドルと不動産に次いで高い伸びを示した。従来、台湾の銀行が許さ

れていたのは駐在員事務所の開設までで、台湾企業に対する金融サービスの提供はできなか

った。しかし、10 年 1 月の金融覚書（MOU）発効により、駐在員事務所の支店への昇格申請が可

能になるなど金融分野の投資規制緩和が進められ、銀行 7 行（台湾土地銀行、第一商業銀行、

中国信託商業銀行、彰化商業銀行、国泰世華商業銀行、華南商業銀行、合作金庫商業銀行）

が行政院金融監督管理委員会に支店開設許可を申請し、認可を受けた。 
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 さらに、10 年 9 月に発効した海峡両岸経済協力枠組み協定（ECFA）のアーリーハーベスト条項

による投資自由化措置（第 2 段階、11 年 1 月から実施）で、支店設置条件の 1 つ、代表事務所

開設からの経過年数が 3 年から 1 年に短縮されるなど、さらなる規制緩和が行われた。  

 

 

 

＜投資先が内陸部に拡大＞ 

 対中投資を地域別にみると、これまでの主要な投資先だった江蘇省、広東省、上海市などの

東部沿海地域に加え、重慶市や四川省といった内陸地域も投資先上位 10 位以内に入った（表 3

参照）。これらの地域への投資額は、全体の伸び率（約 2 倍）を大きく上回って伸びた。 

 

 重慶市や四川省成都市には、台湾のノートブック PC メーカーが次々に拠点を設置し、関連部

品メーカーの進出も相次いでいる。 

 

 まず、重慶市では 08 年の米ヒューレット・パッカード（HP）の進出をきっかけに、同社に OEM 供

給を行っているとみられる鴻海精密工業、英業達（INVENTEC）、広達電脳（QUANTA）が進出し

ていたが、10 年には鴻海精密工業が 1 億ドルの増資を行った。そのほか、宏碁（ACER)が生産

販売拠点の設置の認可を受けた。 

 

 四川省でも、10 年に米デルや中国メーカーのレノボが成都市に拠点設置を発表。デルに OEM

供給の実績がある仁宝（COMPAL）も 11 年 1 月に拠点設置の認可を受けた。台湾の中央通訊

（10 年 8 月 10 日）によると、緯創（WISTRON）も成都に拠点を設置するという。  
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＜鴻海精密工業が 4 件の大幅増資を実施＞ 

 個別の投資案件をみると、 も投資額が大きいのは液晶パネル 大手、友達光電（AUO）の

30 億ドル（表 4 参照）。台湾当局は 10 年 2 月に「対大陸投資ネガティブリスト―農業、製造業お

よびサービス業など対大陸投資禁止産品項目」を修正し、液晶パネル分野の投資をそれまでの

禁止類から一般類に変更した。ただし、第 6 世代以降の投資については、台湾の工場より 1 世代

以上前の技術とするなど条件付きで規制を緩和した。これを受け、同社は 3 月に江蘇省昆山市

に液晶テレビ用パネル（7.5 世代）の生産工場新設を経済部投資審議委員会に申請し、10 年 12

月に認可を受けた。 

 

 台湾当局は 11 年 3 月にはパネルメーカーの対中投資規制をさらに緩和すると発表。中国で建

設できる工場は 3 棟までとする制限などは残しながらも、中国企業への資本参加や買収を解禁

するほか、台湾の工場より 1 世代以上前の技術とする制限を撤廃した。 

 

 このほか、電子機器受託製造（EMS）世界 大手の鴻海精密工業による増資案件が上位10件

のうち 4 件を占めた。同社はスマートフォンなどの受託生産を請け負っているとされ、製品の売れ

行きが好調なことから相次いで増資を行ったとみられる。なお、「台湾経済日報」（1 月 11 日）によ

ると、同社の 10 年の連結売上高は前年比 62.8％増の 2 兆 3,100 億台湾ドル（1 台湾ドル＝約 3

円）と過去 高を記録した。  
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＜中台関係の緊密化が対中投資を後押し＞ 

 10 年には中台間の経済緊密化が大きく進展した。09 年 11 月に調印された金融 MOU が 10 年

1 月に発効、金融分野の投資規制が緩和された。次いで 2 月には、対中投資に関するネガティブ

リストが修正され、液晶パネル、半導体ウエハー、不動産などの分野での投資規制が緩和され

た。 

 

 さらに 9 月には ECFA が発効した。これにより、アーリーハーベスト条項の一環として、投資自

由化については第 1 段階の開放措置が中国側で 10 年 10 月に、台湾側で 10 年 11 月にそれぞ

れ開始、第 2 段階は中国側、台湾側ともに 11 年 1 月に開始した（表 5 参照）。また、関税引き下

げ措置は 11 年 1 月から双方で開始された。 

 

 11 年 2 月には両岸経済協力委員会の第 1 回定例会議が開催された。同会議では 3 月までに

ECFA の後続協議を開始することで合意しており、今後も投資優遇や関税引き下げ措置の対象

範囲が拡大される見通しだ。 

 

 こうした一連の中台関係緊密化の流れの中で、中台間のヒト・モノ・カネの動きは今後ますます

活発化し、対中投資はさらに活発化すると見込まれる。  
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（小林伶） 
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サービス業向けが活発で 3 年ぶりに前年比増（韓国） 

 

●ソウル発 

 

2010 年の韓国の対中直接投資額（実行ベース）は、前年比 46％増と大幅に回復した。特にサ

ービス業の直接投資が活発だった。 

＜投資先は中国一極集中から多角化＞ 

 対中直接投資は 07 年（52 億 6,323 万ドル）をピークに減少していたが、韓国企業の中国市場開

拓への関心の高まりなどにより、10 年は前年比 45.7％増の 30 億 9,947 万ドルとなった（図参照）。 

 韓国の対外直接投資全体に占める対中直接投資の割合は、05 年に 39.1％を記録した後、低

下が続き、09 年には 10.6％にまで下がっていたが、10 年は 13.5％に回復した。韓国企業は中国

以外の新興国市場進出にも関心を高めているため、対中直接投資が増加したとはいえ、かつて

のような「中国一極集中」の様相は呈していない。  

 

 

＜投資目的が生産から販売に＞ 

 業種別にみると、製造業は前年比 32.2％増の 22 億 3,850 万ドル、非製造業は 98.3％増の 8 億

6,097万ドルとなり、特に非製造業の増加が目立った（表1参照）。これは韓国企業の中国への直

接投資が、生産目的から内需向けサービス・販売目的に変わりつつあることを反映している。 
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 非製造業の中でも特に金融・保険業が前年比 6.98 倍の 3 億 4,697 万ドルと大幅増になった。こ

れは、ハナ銀行による吉林銀行への資本参加（3 億 1,600 万ドル）が大きい。 

 一方、製造業では繊維製品（1 億 470 万ドル、2.47 倍）、電子部品・コンピュータ・映像・音響・通

信装置（8 億 9,449 万ドル、2.07 倍）、一次金属（1 億 3,136 万ドル、95.0％増）などの増加が目立

った。 

  

 地域別には、江蘇省、山東省、吉林省、遼寧省、天津市の順だった（表 2 参照）。従来、直接投

資が少なかった吉林省は、前述のハナ銀行の投資案件により 3 位となった。それ以外は、これま

でも直接投資が活発だった省市が上位を占めた。  

 

 

 

＜今後も拡大の見通し＞ 

 今後の韓国の対外直接投資について、企画財政部は 11 年 2 月に発表したプレスリリースの中

で、「対外直接投資の本格的な回復は11年以降になると見込まれる」と述べており、対中直接投

資もその流れに沿うものと思われる。当地の中国専門家はジェトロに対し、「対中直接投資は緩

やかに増加していくだろう。サービス業や内陸地域への投資、既存の投資案件の増資などが期

待できる」「金融危機の直後はウォン安の進展で対中直接投資が減少したが、為替レートが安定

してきたので、対中直接投資は拡大の可能性がある」とコメントしている。 

 

（百本和弘） 
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日系企業による主な対中直接投資案件（2010 年） 

企業名 投資額 概要

帝人

資本金3,000万ド
ルを帝人が全額
出資。

帝人は5月13日、上海市に投資会社「帝人(中国)投資有限公司」を
設立した。新会社をグループ全体の戦略的展開の中核拠点と位置付
け、中国全域を対象としたグループの総合力発揮を図るとともに、有
力企業に対する投資活動や、中・長期的な観点からの中国でのＭ＆
Ａなどを推進していく。

ダイドーリミテッド

資本金3,000 万
ドル。

ダイドーリミテッドは11月15日、上海市での投資有限公司設立を発
表した。中国事業全体で、資金の一括管理・経理業務・人事労務管
理・物流・研究開発などの統一管理を行ない、グループ全体の収益
性向上を目指す。

レンゴー

出資持分を
76.7％から
100％に引き上
げ。

レンゴーは中国合弁企業である上海聯合包装装●（さんずいに黄）
について６月14日、パートナーが保有するすべての出資持分の譲渡
を受け完全子会社とした。 上海聯合の経営のスピード化とサービス
の向上を目指す。

日本製紙グループ

理文造紙有限公
司株の12％を取
得。株式取得価
格は約3,550 百
万香港ドル（約
426 億円）。

日本製紙グループは6月22日、中国における段ボール原紙生産量第
2位のメーカーである理文造紙有限公司(Lee & Man　Paper
Manufacturing Limited）と、業務提携および同社の株式取得契約を
締結した。同社グループはアジア・オセアニア市場で更なる事業拡大
推進のため、急成長する中国市場において成長の原動力となる事業
機会を獲得することを検討してきた。業務提携の内容は、（１）技術交
流およびコスト削減（２）人材交流（取締役の派遣）（３）新商品・新規
事業分野および研究開発活動における協力、など。

三菱化学

資本金は4億
3,500万円。出資
比率は三菱化学
49％、青島泰達
37％、明和産業
14％。

三菱化学は5月7日、青島泰達天潤炭材料有限公司および明和産業
株式会社と、リチウムイオン二次電池用負極材の主原料である球形
化黒鉛の製造合弁会社を山東省青島市に設立した。合弁会社は、
2,000トン/年の球形化黒鉛の生産能力を持つ。三菱化学は自社の
特許である球形化黒鉛の改質技術を供与、青島泰達は球形化黒鉛
の量産技術を提供しプラントの基本設計および運転、明和産業は物
流・商流の整備に当たる。

三菱化学

資本金 9230万
人民元（約12億
円）、設備投資
額約20億円を検
討。

三菱化学は9月30日、リチウムイオン電池用負極材を中国で製造開
始するため製造販売新社を設立することを発表。同社出資の球形化
黒鉛製造合弁会社である青島菱達化成有限公司に隣接して設立
し、原料球形化黒鉛から製品負極材までの一貫生産体制を整える。

関西ペイント

資本金3,200万ド
ルは、関西ペイ
ントが全額出
資。

関西ペイントは5月28日、中国事業の統括、戦略策定、マーケティン
グ、資金管理などを行う子会社を上海市に設立することを発表した。
成長著しい中国で、この子会社を通じて中国事業を統括し、経営資
源の有効活用と事業戦略の効果的な展開を図る。

三菱樹脂

資本金84億円、
総投資額（設備
の建設資金、運
転資金等）は、
約240億円を予
定。

三菱樹脂は9月29日、蘇州市で製造販売子会社を設立することを発
表した。フラットパネルディスプレイ（FPD）向けを中心に光学用ポリエ
ステルフィルムの需要が増加する中、今後、さらなる需要の伸長が
予想される中国において、その事業の拡大を図るため製造販売子会
社を設立する。FPD向けの光学用ポリエステルフィルムは、薄型テレ
ビの販売台数の増加や画面の大型化に伴い、その需要が伸長し続
けている。中国においては2012年までに液晶パネルメーカーの新工
場が順次立ち上がる予定。蘇州市には、世界 大級となる年間2万
トン強の光学用ポリエステルフィルム生産ラインを２系列新設する。

日立化成工業
資本金約30億
円、投資額約31
億円。

日立化成は10月29日、中国華東地区において、機能性樹脂・化学
素材の製造子会社を設立することを発表した。同社の機能性樹脂・
化学素材事業は、日本国内での生産に加え、ＡＳＥＡＮ地域向けに
はマレーシアで、中国向けには東莞で現地生産による売上拡大を
行ってきた。近年、中国の内需拡大に伴い、中国での本製品の需要
が年率10%以上のペースで急伸している。

繊
維

木
材
・
パ
ル
プ

化
学
・
医
薬
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企業名 投資額 概要

日立化成工業

資本金3000万ド
ル。

日立化成工業は11月24日、上海市静安区における統括会社の設立
を決定した。これまで中華圏に11社の連結子会社を設立しており、連
結売上高に占める中華圏の割合も年々高まっている。今後も伸長の
見込める中華圏で、ビジネスリスクの低減を図りながら更なる事業の
拡大を推進するため、中国内に統括会社を設立する。この統括会社
を中心に、中国内のグループ会社の事業統括、マーケティング、技術
管理、ファイナンス、ガバナンス等を戦略的に強化する。

三井化学

総投資額は270
億円、三井化学
とSINOPECの折
半。

三井化学と中国石油化工股份有限公司（Sinopec）は10月28日、ＥＰ
Ｔ（エチレン・プロピレン・ジエン共重合ゴム）合弁プロジェクトに関し
て、上海化学工業区に合弁で上海中石化三井弾性体有限公司を設
立し、上海市にＥＰＴ年産7.5万トンのプラントを新設することを発表し
た。プラントは、中国初のメタロセン触媒技術を採用した 新鋭・世界

大規模のＥＰＴプラントとなる。高付加価値な合成ゴムであるＥＰＴ
は、自動車用部品（シール部品、ホース等）を主な用途としており、自
動車産業が急速に拡大している中国市場で年率１０％程度の大幅な
需要増が見込まれている。

東洋ゴム

総投資額は
9,800万ドル。う
ち資本金は
5,000万ドル。

東洋ゴムは４月19日、江蘇省張家港市に中国子会社を設立した。中
国市場での急速なモータリゼーションの進展に伴うタイヤ需要増加に
対応する。平成23 年末に操業を開始し、生産能力としては年産200
万本（乗用車・ライトトラック用タイヤ）の規模を予定している。

ブリジストン

資本金3000万ド
ル。

ブリヂストンは４月28日、江蘇省蘇州市に工業資材・建設資材事業、
電材化成品事業、化工品直需事業の統括販売会社である普利司通
（中国）化工品投資有限公司を設立した。統括会社を設立し、各事業
会社へ管理業務支援を行うことにより、中国に８社ある化工品事業
の事業会社各社のガバナンス強化を図る。また、統括会社に一部の
販売機能を持たせ、中国市場において顧客ニーズに的確かつ機動
的に対応する体制を構築する。

住友ゴム工業

第2工場運営会
社は、総投資額
約2億9,700万米
ドル、資本金 約
9,900万米ドル。
持株会社は資本
金3,000万米ド
ル。
  

住友ゴム工業は7月28日、中国において乗用車用タイヤの製造・販
売子会社を設立することを決定した。現在中国では急速な内需拡大
に牽引され自動車生産台数が急伸。自動車用タイヤ需要も旺盛。今
後のさらなるモータリゼーションの拡大に対応するため、新たな生産
拠点の開設が不可欠と判断し、湖南省長沙市に中国2箇所目となる
タイヤ工場の設立を決定。中国での事業運営に際し新たに蘇州市に
持株会社を設立し、従来からの拠点である住友橡膠(常熟)有限公司
および住友橡膠(蘇州)有限公司と合わせて一体運営する予定。
  

ガ
ラ
ス
・
土
石

INAX

資本金 13億円、
総投資額 26億
円。

INAXは11月9日、 遼寧省瀋陽市の遼寧法庫経済開発区に、外壁用
大形タイル製造会社を設立することを発表した。経済発展が著しく、
今後さらなる成長が期待される中国市場で、需要獲得とブランドの定
着を目指す。瀋陽市は東北地方の拠点として広域交通インフラ整備
や国家級の経済開発区が認可されるなど目覚ましい発展を続けてい
る。また2013年に開催される「中国人民体育大会」の関連施設の建
築計画や市政府所在地の移転計画に伴う総合都市計画などが進行
しており、大規模な需要が予想される。

鉄
・
非
鉄
・
金
属

ＤＯＷＡホールディ
ングス

資本金1,200万ド
ル（約11億円）。
出資比率はＤＯ
ＷＡサーモテック
70％、久恩企業
有限公司30％。

DOWAホールディングス子会社のＤＯＷＡサーモテックは５月18日、
中国に熱処理炉の製造および加工会社を保有している台湾の久恩
企業有限公司と、中国において熱処理設備製造の合弁会社を設立
することで合意した。ＤＯＷＡサーモテックの主力製品である雰囲気
熱処理炉の中国国内での市場規模は、2009年の170億円から2015
年には250億円規模となることが予想される。この市場拡大に合わせ
て、中国国内にＤＯＷＡサーモテック生産拠点を構築し、日系メーカー
のみならず、今後シェア拡大が見込まれる中国現地メーカーをター
ゲットに、事業展開を加速する。

ゴ
ム
・
皮
革

化
学
・
医
薬
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企業名 投資額 概要

三井物産

電力冶金が実施
する14億元の増
資に対し、3.5億
元（約45億円）を
引受。三井物産
は株式保有割合
25%を維持、総出
資額は約235億
円に。

三井物産は7月２日、中国のオルドス電力冶金股份有限公司（電力
冶金）が実施する増資に対し、出資比率に応じ引受を行った。内蒙古
自治区は、GDP成長率8年連続国内1位と成長著しい。電力冶金は、
自社保有の石炭資源とそれを使用活用した発電により強い競争力を
有し、発電・石炭・合金鉄・黄河引水事業を軸に、中国内陸部の急速
な経済成長を取り込みながら順調に業容を拡大。このほか、多結晶
シリコン・ポリ塩化ビニルなど化学品事業への本格参入を進めてい
る。電力冶金は更に様々な新規プロジェクトを検討しており、新たな
増資も視野に入れ協業していく計画。

JFEスチール

JFEスチールは7月26日、四川省の攀(はん)成伊紅石油鋼管有限責
任公司（PYP社）への出資を発表。同社の増資を引き受け、24％の
持分を取得。これまで、PYP社に対し中径シームレス鋼管用に継手
技術のライセンスを供与し良好な関係を構築してきたが、今回の資
本参加により更に関係を強化する。PYP社は安定した油井管需要が
見込まれる中国市場において、高温、高圧環境下での耐性に優れた
高級油井管分野の拡充を目指しており、今回新たにJFEスチールより
技術供与を受け、今後需要の増加が期待される特殊ネジ付き油井
管の加工を増やす計画。生産能力は現状の年間23万トンから年間
33万トンにまで拡大する予定。

古河電工産業電
線

資本金190百万米
ドル(約17.5億円)。
出資比率は中国河
北華通線纜集団有
限公司55%、古河
電工産業電線
30%、瀋陽古河電
纜有限公司15%。

古河電工産業電線は7月16日、瀋陽古河電纜有限公司、中国 河北
華通線纜集団有限公司と、産業用ゴム電線を製造および販売する合
弁会社を設立することに合意。近年、経済成長に伴い電力需要の拡
大が続く中国では、炭鉱資源や油田の採掘機材用にゴム電線の需
要が伸びている。また、世界規模でCO2排出規制が進む中、風力発
電が急拡大している。特にCO2排出量が米国を上回り世界一となっ
た中国では風力発電への積極投資が強まっており、発電機用の需
要増も期待される。

日新製鋼、三井物
産、阪和興業

増資額340 百万
元。出資比率は
中方 66％、日方
34％（日新製鋼
20％、三井物産
7％、阪和興業
7%）

日新製鋼は９月２日、ステンレス鋼製造の合弁会社である寧波宝新
不銹鋼有限公司の設備増強に伴う増資を発表した。今後、高度化・
高品質化していくマーケットニーズの動向を捉え、品質面での優位性
を保持するため。

古河電気工業

資本金は62.5億
円で12.5億円を
増資。出資比率
はAX社60％、古
河電工40％。

古河電気工業と中国安徽科新材料股有限公司（以下AX社）は、古
河電工の100％子会社・古河金属無錫有限公司（以下FMW社）を、
AX社60％、古河電工40％の合弁企業とすることに合意し、10月11日
に合弁契約を締結した。合弁化による原材料調達力強化と現地工場
経営に関するノウハウの活用により、コスト競争力を高め、既存ユー
ザーへの更なるCS向上をはかる。また、中国国内で伸銅品製造・販
売の大手メーカーであり、上海証取上場のAX社の営業力により、中
国ローカルユーザーへの販売を強化する。

一
般
機
械
器
具

タダノ、アムロン、
カワニシ

資本金550万US
ドル。出資比率
はタダノ55.8％、
アムロン・カワニ
シ各5％、河北金
天利34.2％。

タダノ、アムロン、カワニシの3社は１月21日、河北金天利機械製造
有限公司とともに、建設機械用金属加工部品の製造を行う合弁会社
を河北省タク州市に設立した。タダノはこれまで、中国市場におけるト
ラッククレーン製造・販売の拠点とすべく、北京京城重工機械有限責
任公司との合弁で2003年「北起多田野（北京）起重機有限公司」を
設立。北起多田野は製造品質の向上とコストダウンのため2007年、
油圧部品の製造合弁会社「京城多田野（北京）液圧機器有限公司」
を設立。さらに今回、金属加工部品についても製造合弁会社を設立
することとなった。

鉄
・
非
鉄
・
金
属
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企業名 投資額 概要

三菱重工業

資本金3,100万ド
ルを三菱重工業
が全額出資。

三菱重工業は1月29日、北京に地域統括会社「三菱重工業（中国）
有限公司」（MHIC）を設立した。成長を続ける中国で、総合力発揮の
仕組みを構築し新たな商機の獲得を目指す。併せて、コーポレート機
能を充実させ、当社グループ会社への経営支援とガバナンスの強化
をはかり、地域での事業基盤をより強固なものとする。2月には上海
分公司（上海支店）も開設する。

クボタ

資本金は4600万元
（約６億円）。出資
比率はクボタ70％、
安徽三聯ポンプ有
限公司が30％。

クボタは３月23日、安徽省に中国との合弁企業を設立することを発表
した。クボタは上下水道や雨水排水などに使用されるポンプを長年手
掛けてきた。 合弁会社設立後早々に、三聯ポンプの設備を借用して
生産を開始し、その後三聯ポンプの隣接地に新工場を建設、順次生
産能力を拡大する。

ニッセイ

資本金1200万ド
ルをニッセイが全
額出資。

ニッセイは4月27日、単独の出資による減速機および関連ユニット製
造子会社の設立を発表した。中国における減速機市場の急激な成
長による需要増加を受け、昨年販売子会社を設立したばかり。

住友重機械工業

資本金 3,500万
ドル。

住友重機械工業は７月３０日、上海での投資性会社の設立を発表し
た。投資性会社は、中国現地グループ会社の生産・販売活動の活発
化に伴い、設備投資・資金需要拡大が見込まれることから、出資によ
りこれをサポートする。また、現地グループ会社間の資金のバランス
調整を行うことにより、資金の一元管理を行う。現在、中国のグルー
プ会社は１６社あり、その中でも特に建設機械や減速機などの生産
能力強化に今後注力していく予定。

住友重機械工業

住友重機械（唐
山）有限公司35
億円、住友建機
（唐山）有限公司
71億円。

住友重機械工業は８月30日、中国における設備投資の拡大を発表。
変減速機、油圧ショベルの工場稼動が順調なため、前倒しで生産能
力の増強を行い、引き続き市場の拡大が見込まれる中国に対する展
開を、積極的に推し進める必要があると判断した。

東芝

資本金は
73,461,000元、出
資比率 （当初）は
東芝半導体無錫
80％、南通富士通
20％。

東芝と同社の中国における後工程拠点の東芝半導体（無錫）有限公
司は２月10日、中国大手後工程専業会社の南通富士通微電子股●
（にんべんに分）有限公司と生産合弁会社設立の正式契約を締結し
た。南通富士通を中国における戦略的パートナーとし後工程のアウト
ソーシングを推進する。

ナナオ

資本金900万ド
ル。

ナナオは5月10日、蘇州市における子会社設立認可取得を発表し
た。コンピュータ用モニター等の開発、製造、販売を行う。急速な経済
発展を遂げている中国では、医療環境についても高度医療の進展と
ともに医薬品・医療機器市場の拡大が見込まれている。中国市場を

重要戦略市場と位置づけ、現地において調達・生産・販売を一貫し
て行う体制を構築し、医療市場向けモニターの中国国内での販売を
強化する。市場シェア20％以上を目指す。

東京エレクトロン

東京エレクトロンは10月20日、江蘇省昆山市の国家パネルディスプ
レイハイテク産業化基地にフラットパネルディスプレイ（FPD）事業の
製造拠点を新設する投資協議書に調印した。従来FPD製造装置、保
守部品は日本で製造していたが、中国で製造装置需要が高まり設
立を決めた。

太陽ホールディン
グス

資本金3,000万ド
ル。

太陽ホールディングスは11月22日、中国第二の生産拠点である太
陽油墨(中山)有限公司の操業を2012年10月開始することを決定し
た。同公司は2008年 6月に設立されたが、金融危機発生により工場
建設を見合わせていた。昨今の中国内の旺盛な需要を踏まえ、工場
建設再開を決めた。

一
般
機
械
器
具

電
気
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企業名 投資額 概要

電
気
機
械
器
具

マブチモーター

マブチモーターは、子会社である萬寶至實業有限公司（香港マブチ）
が有する広東省東莞市の2つの来料加工廠について、①道ジャオ鎮
に立地する来料加工廠（広東第一工場）を外商投資企業法人へ転換
し、②同市莞城区に立地する来料加工廠（広東第三工場）について
は同区内の外商投資企業法人「万宝至馬達（東莞）有限公司」（香
港マブチ100%子会社）の分公司へ転換する許可を取得致したことを
発表した。

東プレ
総投資額60億
円。うち資本金
20億円。

東プレは1月22日、広東省に新たな自動車用プレス部品製造販売を
行う子会社設立の準備が整ったことを発表した。広東省は主要顧客
各社が自動車生産を本格的に開始しており、増産が期待できるとみ
ている。

ヨロズ、三井物産

総投資額72億
円。資本金1億
8600万元。出資
比率はヨロズ
51％、宝鋼金属
有限公司25％、
三井物産24％。

ヨロズは４月21日、宝鋼金属有限公司、三井物産とともに武漢市に
合弁会社を設立した。自動車用サスペンション部品及び関連部品の
製造・販売を行う。中国拠点は広州に続き２拠点目。急成長する中
国の自動車需要を受けたもの。

トピー工業

出資持分を
83.3％から
100％に引き上
げ。

トピー工業は6月22日、福建省で乗用車用スチールホイールを製造・
販売する合弁会社、福建源興トピー汽車零件有限公司の持分を追
加取得し、完全子会社化とした。完全子会社化により、意思決定を的
確かつ機敏に行う経営体制を構築する。

NTN

投資総額は
9,350万ドル、資
本金7,380万ド
ル、出資比率は
NTN50％、洛陽
LYC50％。

NTNは10月11日、洛陽LYC軸承有限公司(洛陽LYC)と中国における
自動車用軸受の製造·販売を行う合弁会社設立契約を締結した。
NTNは、世界No.1シェアのハブベアリングをはじめ、高度な技術と品
質を有する各種自動車向け商品及び産業機械向け商品の事業を推
進。洛陽LYCは中国トップクラスの軸受メーカーで、中国国内におい
て高い認知度と広範な販売·調達ネットワークを有し、販売拡大を目
指している。

リョービ

資本金40億円、
総投資額90億円
（2013年12月ま
での予定）

リョービは10月29日、中国におけるダイカスト事業の第２拠点設立を
発表した。場所は多くの自動車関連企業が製造拠点を置く江蘇省常
州市武進高新技術産業開発区。中国では自動車市場の拡大に伴い
ダイカストの需要も増大している。これまで中国では、遼寧省大連市
にある現地法人が主に東北地域の自動車メーカー等にダイカスト製
品を供給してきた。

ニッパツ

投資額２億1,000
万元

ニッパツは11月8日、子会社の広州日正弾簧有限公司に自動車用
懸架ばね工場を新設することを発表した。今後の需要増への対応が
目的。

ニッパツ

①資本金１億
8000万元、投資
額2億6,150万
元、②資本金1
億7,400万元、投
資額2億7,760万
元

ニッパツは11月8日、①湖北省襄樊市および②広東省広州市に自動
車用シート会社を設立することを発表した。中国は今後市場の拡大
が見込まれ、ニーズに合った自動車用シートを提供していく。

トヨタ自動車

資本金２億3400
万ドル。

トヨタ自動車は11月17日、江蘇省常熟市東南経済開発区に、トヨタ
自動車研究開発センター（中国）有限会社（以下、TMEC）を設立し
た。2011年春からの一部業務の開始を目指す。TMECは、環境・安
全に配慮しつつ中国の顧客ニーズにより的確に応えるクルマを提供
するために設立する。既に中国合弁会社に設置されている研究開発
センターとともに、中国現地での市場環境調査・研究開発をこれまで
以上に充実させていく。
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企業名 投資額 概要
精

密

機

械

器

具

ニプロ

総投資額約260
億円、資本金約
200億円。

ニプロは8月5日、医療機器生産工場の設立を決定。2003 年に尼普
洛貿易（上海）を設立し医療機器の中国内販を展開してきたが、中国
国内の医療機器市場に更なる拡大を見込んでいる。

ラオックス

資本金１億円。 ラオックスは5月17日、上海市に楽購思（上海）商貿有限公司を設立
した。6月18日には上海の中心地区にある蘇寧電器・浦東第一店に
「MUSICVOX 上海遠東店」をオープンした。

セブン＆アイ・ホー
ルディングス

登録資本金は
3,000 万ドル。出資
比率はセブン-イレ
ブン・ジャパン81%、
イトーヨーカ堂
19%。

セブン＆アイホールディングスは10月27日、子会社であるセブン-イ
レブン・ジャパンとイトーヨーカ堂が、四川省成都市においてセブン-イ
レブン店舗を展開するための共同出資会社であるセブン-イレブン成
都有限公司を設立することを発表した。2011年春、１号店の開店を計
画。

金
融
・
保
険
業

住友海上火災

出資額は約24億
円。

住友海上火災保険は３月30日、中国の生命保険会社「信泰人寿保
険株式有限会社」に対し7％の資本参加を行うことについて中国保険
監督管理委員会より認可を取得した。同社は、持続的な成長の実現
に向けた戦略の1つとして海外事業・生保事業への積極的な事業投
資を行う方針としている。今後益々成長が見込まれる中国市場にお
いて、損保・生保の両分野での取組みを強化していくとしている。

サ
ー

ビ
ス
業

マネックスグルー
プ

資本金6,000万
人民元。出資比
率はSEEC
Investment
Management
Limited51％、
マネックスグ
ループ49％。

マネックスグループは5月12日、SEEC HoldingsLimitedのグループ会
社との間で、中国における金融教育（研修）にかかわる各種サービス
を提供する合弁会社の設立登記の完了と、経営体制決定を発表し
た。中国国内金融機関等へのサービス提供開始に向け、オンライン
研修のためのシステム・プラットフォームや関連ソフトウェアの開発が
現在進行中。

卸
売
・
小
売
業

 

 

（出所）各社プレスリリース、新聞報道等より作成 

 


