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中国ニューエコノミー
の栄枯盛衰
■富澤克行

表 紙写真：天津市にある「中新天津生 態城」
で週末に運行している「知能パンダバス」
。道
路交通法の縛りにより運転手は乗っているが、
基本は自動運転だ。市民サービスの一環として
掌の静脈認証さえ登録しておけば市民は無料
で乗車でき、車内に設置された自動販売機も
静脈認証で利用が可能。近年、都市建設の一
部として位置付けられている自動運転でも、IT
を駆使したニューエコノミーの活躍の場が増え
ている。

I

金誠同達法律事務所 シニアパートナー・中国律師

情報クリップ
新年賀詞交歓会を開催
北京経済技術開発区訪日代表団の表敬 ほか

巻頭言

上海／虹橋の今昔

一般財団法人日中経済協会 副会長
王子ホールディングス株式会社
代表取締役会長

矢嶋 進

また、工 場がある江 蘇 省 南 通 市へ行くのに蘇 通 大

グルー プの中 国 支 社 が 虹 橋 地 区にあるた めです。

い浦 東 空 港はほとん ど利 用しません。 当 社

海の虹 橋 空 港は年に数 回 利 用しま す。 新し

乗った時は、 長江の大きさに驚きました。 まさか、

ごく大 きかった記 憶がありま す。 長 江の遊 覧 船に

ベーターは蛇腹のドアがついており、 部屋はものす

米 系のホテルを そのま まにした ものでした。エレ

上 海で泊 まったホテルは、 戦 前の租 界 時 代の欧

上
橋経由で行くのが、 時間的にも距離的にも最短だ

その 年後には、 年間

回以上もこの大河を横断

からです。 浦 東から崇 明 島 経 由で南 通 市へ行 くこ
計にかかりま す。 その虹 橋 空 港 を 利 用 する 時に、

ともできますが、 蘇通大橋経由に比べ１時間程余

動 物 園でパンダも見ました。パンダは上 野 動 物 園

することとなるとは思ってもいませんでした。 上海

荷台に白菜のような野菜を山積した馬車が数台連

港より、上海市内に向かう車中からの景色でした。

区はビルがひしめくように立ち並んでいます。この

虹橋駅は新幹線の大ターミナル駅となり、 虹橋地

現在、虹橋空港は近代的かつ大型の空港となり、

した。

なり、 路肩を走っていたことです。そして、 周りは

お およそ

年 前の 1982 年、この空

のどかで牧歌的な田園風景です。 中国を代表する

ことができたことは、人生の大きな財産だと思って

年 間の中 国の発 展をこの目で確かめる

大都会というイメージの上海、その表玄関であり、

年、 文化大革命の終焉と四人組の追放、そし

この国は一体 どうなるのだろ うかと時 々 考 えたり

ました。 もともと、 中 国 史が好 きだったこともあ

と暇がなかった私は、 新 婚 旅 行を上 海・ 桂 林とし

底 力を以てすれば、 早 期に解 決できるものと信じ

中 国 国 内は混 乱しているよ うに見 えま すが、 その

今、 新 型コロナウイルス感 染の広 がりによ り、

を見つけて、上海動物園でパンダを見ることです。

りま す。 妻は、 当 時、 大 阪より西に行ったことが

ています。
の３ 名の旅 行となりました。 おかげで、 多 少のス

な経緯があり、 中国に全く不案内の添乗員と私共

なかったため、 文句は言いませんでした。いろいろ

きく舵をきってから４年後のことです。当時、お金

もしま すが、 ま ず、 やらねばならないことは時 間

力を肌で感じています。このまま発展し続ければ、

40

て 年、鄧小平が近代化路線、改革開放路線に大

ました。

いま す。 また、 中 国という国と国 民の凄 まじい底

そ れは、 今 か ら

と違い猿と同じような野 外の展 示 場に３ 頭 位いま

50

よく思い出すことがあります。

30

市中心部にも近い空港近郊の風景に大変驚かされ

38

ケジュール変更ありの印象深い旅行となりました。
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日中交流の過去および現状と展望
AXIS グローバル・パートナーズ株式会社 相談役

日中国交正常化から 年が経ち、日中関係は一つの岐路に立っている。ここに至るまでに、日中両国は長い歴史
の中で交流を重ね、お互いに学びあい、それぞれ独自の思想と伝統を養ってきた。今後我が国は、世界第二の経
済大国にまで成長した中国とどう協力し、世界に貢献していけばよいのだろうか。

年）には、応神天皇（史実に疑義は

を嚆矢とし、また、
『古事記』
（712

弥呼の存在を記録した「魏志倭人伝」

「憧憬と模範の国」では、飛鳥、平

本人の中国感の変転を紹介している。

ない交ぜの国 昭和中期以降」と日

明治から昭和前期」
、⑤「親愛と嫌悪

「対等と侮蔑の国」において、明治

を実践し、貧民救済の乱を起こした。

平八郎は、王陽明「知行合一」の思想

また、伝来した陽明学を学んだ大塩

原点、孔子、孟子に戻ることを主張し、

による市場経済化の進展、世界第二

喫茶の伝来、禅僧の往来、宋銭の通

文化の創造・発展も一方にはあるが、

に及んだ。その後、平安以降の日本

894 年まで、古代において 世紀

遣 603 年、遣唐使 630 年から

生むが、大陸との往来は、遣隋使派

がなへの発展、日本文化への派生を

漢字の伝達は、万葉仮名からひら

呂の中国名）を哭す」と題する五言

したと思った李白は、「晁卿衡（仲麻

から帰国に向かう。仲麻呂が遭難死

笠の山に いでし月かも」と望郷の念

まの原 ふりさけ見れば 春日なる 三

唐に滞在、唐の高官となった後、「あ

また、遣唐使「阿倍仲麻呂」は長年

や」を受け、遣隋使として訪中する。

書を日没する処の天使に致す 恙無き

を開く先駆者となるのか」と述べ日本

主義の走狗となるのか、アジアの王道

要求の後、孫文は「日本は欧米帝国

れてしまった。対華 カ条（ 年）の

意味を理解せず、世界史の軌道を外

本の禍機」
（1909 年）で警告する

河貫一博士（イェール大学教授）が「日

日するが、日露戦争後の日本は、朝

くの中国人が自国の近代化を求めて来

％を占め、 年では ％（対米では
年 ・ ％、 年 ・ ％）であ

ったが、 年には、対中 ・ ％、
（対
米 ・ ％）となっており、改革開放

認される。

ここでは、もう少し視野を広げ両国

鳥と平安」
、③「先進と親愛の国 鎌

国と倭国」
、②「憧憬と模範の国 飛

中で、①「朝貢と畏敬の国 邪馬台

名誉教授は「日本にとっての中国」の

砺波護（となみまもる）京都大学

開封の市街を描いた「清明上河図」に

名工と言われた。また、北宋の首都

ものを造ることができる陶工が日本の

に伝来し、中国伝来のものに最も近い

代景徳鎮に代表される陶磁器が日本

一方、
「先進と親愛の国」では、宋

日本と中国 その交流の歴史

の歴史的交流をたどり、両国関係の

倉から江戸」
、④「対等と侮蔑の国

将来展望を論じてみたい。
中国の正史に現れる日本は、西暦

－

－

2

JC ECONOMIC JOURNAL 2020.3

は、運送屋、両替商、食堂などが描

かれ、日本の中国史家は、宋代におい

て中国では近世が実現していたと評し

たが、その影響は遥か下って、洛中洛

外図として描かれている。

朱子学は、徳川幕府公認の学とし

2020 年は、日中国交正常化か

あるが）の時代、
百済から王仁（ワニ）

安における交流において、
「小野妹子」

維新による日本近代化の影響の下、多

て導入されたが、荻生徂徠は、儒教の

ら 年、平和友好条約締結 年にあ

が渡来して『論語』と『千字文』を

が聖徳太子の意「日出づる処の天使

はじめに

たる。この間両国間の人的、文化的、

献上したことが記載されている。

の経済大国となった中国との経済関係

貨としての使用、寧波を中心とする日

を去ったが、我が国は満州事変、日中

日本の対中貿易は貿易全体の ・

の深まりは著しいものであることが確

絶句を創り、両者の友情、日中関係

7
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なかった。

明貿易等、日中の交流は絶えることが

－

戦争への道を歩んでしまった。

るが、貿易関係を見ると 1995 年、

42

を偲ぶことができる。
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世紀、倭国の情勢と邪馬台国女王卑

筆者近影：西安市の大雁塔
と玄奘（三蔵法師）像の前で

経済的交流は様々な分野で進展してい

48

■井出亜夫
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は扶桑
（日本）第一の名所にして、遠

松尾芭蕉「奥の細道」には、
「松島
どう取り組むか、
「 世紀の市場経済

球環境問題や、拡大する格差社会に

がり、また、世界史における両国の責

て、それが日中両国の共存共栄につな

仲尼は所謂大公なり。
〔国民国家の概

み。何ぞ必ずしも楚のみならんや」
と。

ているが、
「箱根の山は天下の険 函谷

る中国の名所に敬意を表しつつ描写し

く洞庭、西湖に恥じず」
と、伝えられ

が、論語、孟子、菜根譚等儒仏道の

ピケティの書）
に私たちは直面している

（世界的ベストセラーとなったトマ・

システムは永続できるか」という問題

論を閉じたい。

②北宋・范仲苑（989 ～ 1052）

『岳陽楼記』の末尾一節「先憂後楽（せ

んゆうこうらく）
」

士当に天下の憂いに先立ちて憂え、

天下の楽しみの後に楽しむ

1948）
〔インド独立指導者〕
「現

③マハトマ・ガンジー（1869 ～

楚の共王出猟して、その弓を遺（う

苑（ぜいえん）
』

最後に以下の東洋思想を紹介し、

終わりに

念を超える発想〕

関もものならず 蜀の桟道も数ならず」
東洋思想には、その解を説く要素が

①前漢・劉向
（BC77 ～ AD6）『説

任と役割を果たすことにも通じよう。

と詠う歌詞は明治の驕りの表れともい
多数存在することを改めて痛感する
次第である。

えよう。
そうした中でも、東北医学校に留
学した魯迅を見守る藤野先生（藤野

代社会 つの大罪」

た内山書店の内山完三、孫文の独立

る中国の習近平政権は、アヘン戦争

第二の経済大国として発展を続け

ん」
と。仲尼
（孔子）
これを聞きて曰く、

ふも、楚人これを得ん。又なんぞ求め

ふ。共王曰く、
「止めよ。楚人弓を遺

なき信仰

間性なき科学、良心なき快楽、献身

働なき富、人格なき学識
（教育）
、人

原則なき政治、道徳なき商業、労

しな）
ふ。左右これを求めんことを請

運動をサポートした宮崎滔天、梅屋

以来の中国近代史の苦悩を振り返り、

「惜しいかな、その大ならざる。また

世界における日中の役割・責任

定吉、犬養毅等多くの日本人の存在

中華民族の再興を訴え、国民全体が

④宮沢賢 治（1896 ～ 1933）

厳九郎）や魯迅文学の出版を支援し

は、近代日中交流の歴史に一抹の光を

人弓を遺ふも人これを得んと曰はんの

…

我らは世界の真の幸福を訪ねよう

生物となる方向にある

新たな時代は世界が一の意識となり

た道ではないか

この方向は古い聖者の踏みまた教え

宙と次第に進化する

自我の意識は個人から集団社会宇

個人の幸福はあり得ない

世界全体が幸福にならないうちは

…

我らは一緒にこれから何を論ずるか

「農民芸術概論要綱」

〔作家、農民指導者、日蓮宗の影響〕

程々豊かになる国
（ 小康社会達成 ）
、
三農問題
（農村、農民、農業）
、近代
工業の建設、環境問題の解決、一帯一

楊凌農業博覧会
（陝西省）参加時の日本側参賀者と中国側代表
（19 年 10 月）

放っている。

東洋思想と永続企業

こうした中国の近現代化のプロセス

路構想の実現等を目指した取り組み

い、私は、江戸時代 300 年に及ぶ

の中で、我が国としては、①日中関係

過 日、 日 本 を 訪 れた 中 国 からの

平和の存在とビジネスにおける「論語

の長い交流の歴史を想起し、②我が国

を進めている。こうした課題で着実に

と算盤」（殖産興業家・渋沢栄一）
を紹

近代化の成功と失敗の歴史を評価、反

企業研修グループは、なぜ日本には

介し、義と利のバランスを図る東洋思

省しつつ、また、③今日の市場経済の

実績を上げることができるか否かが、

想の所以にあることを説いた。儒教、

欠陥を克服する共通の東洋思想で意

200 年、300 年と歴史を有する

老荘思想あるいは仏教思想の中に、永

見交換をしつつ、④日中関係の将来を

今後の政権評価につながろう。

続企業存続の秘訣があるだろう。特

展望していくことが求められる。そし

企業が数千社も存在するのかと私に問

に経済のグローバル化の進展の下、地
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中国ニューエコノミー
の栄枯盛衰

発展する中国ニューエコノミーの
光と陰
世界が驚くほどの進展を見せる中国ニューエコノミー。一見華やかに発展している分野だが、その実態
を正確に把握することは難しい。その理由は、経済の規模推計の難しさと中国企業の姿勢にある。

ジャーナリスト

高口康太

中国ニューエコノミーとは

本稿は「世界が驚くほどの進展を

見せる、中国ニューエコノミーの現状

と課題について全般的に解説して欲し

い」とのお題をいただいて執筆したも

のである。多くのビジネスパーソンが

関心を持つテーマであるが、正確に分

析することはきわめて難しい話題でも

ある。というのも、そもそも「中国

ニューエコノミーとはなにか」について、

いまだに合意は存在しないからだ。

三井住友アセットマネジメントに

よる投資家向け資料「中国における

ニューエコノミーの進展」
（2018

年 月）では、
「加速するイノベーショ

どれだけ生み出しているのか、本当に

だろうか、現実的に GDP や雇用を

られたすべてがニューエコノミーなの

が、冷静に考えてみると、ここに並べ

な投資先であるかをアピールしている

総花的に並べて、中国がいかに魅力的

広域経済圏」と、景気の良い言葉を

進化」
、
「新エネルギー車」
、
「一帯一路

人物流・配送などのロジスティクスの

レス化」
、「eコマース市場の拡大」
、「無

「シェアリングエコノミー」
、
「キャッシュ

ロジー産業の台頭」
、
「起業ブーム」
、

ン経済」
、
「新・安定成長」
、
「テクノ

5

4
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る。もっとも高く見積もっているのは、

大きな差異があることを指摘してい

ミーにはいくつかの推計値があるが、

ス情報』 Vol. 18, No.71
）に詳しい。
同レポートでは中 国のニューエコノ

スクを評価する」
（
『環太平洋ビジネ

経済 規模、発展段階、競争力、リ

ついては、三浦有史「中国のデジタル

中国ニューエコノミーの規模推計に

いくつもの疑問が浮かんでくる。

新産業として根づくのだろうかなど、

による GDP 押し上 げ

る。 後者は ICT 投資

値を合計して算出してい

て生み出 された 付 加 価

ターのデジタル化によっ

価 値を算 出した基 礎 部

技 術 ） セ クターの付 加

ゆる ICT（ 情 報 通 信

就 業 白 書 』では、いわ

国 デ ジタル 経 済 発 展・

る。 三浦によると、
『中

異が出るのも当然ではあ

違 う だ けに、 大 きな 差

経 済 とそ も そ も 定 義 が

備機械製造、深海の資源探索、環境

進的な灌漑による農業、高効率の設

が導入された関連産業、さらには先

出前代行、宅配便などのデジタル化

ICT 以外にもウーバーイーツ型の

算出している。リストを一覧すると、

付加価値を足し合わせる形で規模を

する産業分野をリストアップし、その

中国ニューエコノミーの規模

工業信息部傘下のシンクタンク・中国

効 果 を 推 計 することに
の統 計では 基 礎 部 分 が
兆 4119 億 元（約
103 兆 円 ）
、後者が

か、マンションのサブリースなど、果

たして「新」なのか首をかしげるよう

な項目まで列挙されていることが目を

引く。管見のかぎりでは三新経済の

統計分類ごとの付加価値小計は公表

されていないため、具体的にどのよう

な産業が三新経済を牽引しているかに

ついての判断は難しい。

中国企業の姿勢「風口業界」
、
「飛豚理論」

中国国家統計局が算出する「三新経

るかに大きい計算だ。 年、
話題となっ

て生み出された付加価値のほうがは

非 ICT セクターのデジタル化によっ

ICT セクターのデジタル経済化が

していないとはいえ、猛烈な勢いで非

ジタル」という単語は中国では流通

していくという意味だ。
「アフターデ

で風口業界とは追い風を受けている業

「風口」とは風のあたるところの意味

論」
を邁進する中国企業の姿勢だろう。

しているのが、
「風口業界」
、
「飛豚理

また産業分類ごとの把握を難しく

く、あらゆる産業がデジタル経済化

保護関連のビジネスが含まれているほ

信通院の報告書『中国デジタル経済

よって算出される。 年

分 と、 非 ICT セ ク

発展・就業白書』だ。同報告書は中
国デジタル経済の規模は２０１８年
に 兆３０００億元（約５０１兆円。
以下、 人民元は 円で換算）に達

兆 8815 億元
（約 398 兆円）
、

済」
（新産業、新業態、新ビジネスモ

たビジネス書『アフターデジタル』
（藤

進む中国の状況を、直感的に伝える

・

デルの経済）の統計値によれば、 年

井保文・尾原和啓著、日経 BP 社、

）の

に 兆５３６９億元（約２３２兆円）

あるわけだ。

くと論じた。既存のビジネスとは別に

ル世界がデジタル世界に包含されてい

スモデル統計分類」を策定し、該当

うと、
「新産業、新業態、新ビジネ

一方、三新経済の算出方法はとい

を飛ぶ」という言葉に由来している。

者・雷軍の「大風が吹けば豚だって空

トフォンメーカー大手シャオミの創業

19

デジタル産業が発展していくのではな

界を指す。
「飛豚理論」とは、スマー

ものと言えるだろう。

し、 国 内 総 生 産（

コンビニなど無人ブームは過ぎ去った（上海、18 年）

2019 年）は、中国を事例にリア

と、

18

両者の間には実に 倍以上もの違いが

16
2 1

％に達したと主張している。一方、

18

の ・ ％を占めたという。

－

6

24

－

前者はデジタル経済、後者は三新
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筆者は以前 度にわたり、
（モノのインターネット）楽器とオン

凡庸な経営者や企業であっても、追い
風が吹く業界ならば大成功を収めら

中国ニューエコノミーの特徴

記がブロックチェーン強国を目指すと

入している。 年には、習近平総書

その風に乗っかろうと無数の企業が参

など毎年のように「風」 が生まれ、

から無人コンビニ、ブロックチェーン

れる場所に移動しようとしているわけ

わるたびに、もっとも追い風を受けら

者の説明は変わっていた。風向きが変

問時には、教育産業に属すると担当

いう触れ込みだったが、

社を取材した。最初の取
Popumusic
材時には同社はインターネット企業と

第一のポイントはプラットフォーマー

現状をお伝えしたい。

材を続けている筆者の視点から見た

デジタル産業を中心に中国企業の取

方向性を指摘することは可能だろう。

が、それでもいくつかの特徴、または

詳細は明かされていないが、ユーザー

及する土壌を生み出している。また、

結果的に新たなサービスが速やかに普

ユーザー送り込みなどの支援を受け、

ずれかに与することによって、資金や

するものだ。新興企業は BAT のい

ンセントが戦略出資した企業が提供

コノミー企業の出来上がりというわけ

ミーの経済規模の推計は中国のみな

デジタルエコノミー、ニューエコノ

しば見かける企画である。ただし両者

ント）の対比は、最近の日本ではしば

BAT（バイドゥ、アリババ、テンセ

第二のポイントは「インターネット

がっているとみられる。

に詳細なユーザーデータの補足につな

日、
「区塊鏈不是『取款鏈』
」
（ブロッ

国連貿易開発会 議（UNCTAD）

米国のみならずグローバルに事業を展

宏）が提唱したコンセプトで、ビッグ

バイドゥの創業者ロビン・リー（李彦

14

開する一方で、事業範囲としてはあく

18

が 年に発表した報告書「デジタルエ

11

クチェーンは ATM チェーンではない）

19

国家インターネット緊急対策センター

とのタイトルで放送したが、その中で

ミーの比率について ・ ％から ・

界の GDP に占めるデジタルエコノ

コノミーリポート 2019」では世

中国外への進出は限定的である一方

心としている。それに対し BAT は、

までも検索や SNS などの祖業を中

デザインの再構築を行うとの含意を持

ターネット技術をもとに、マーケット

データやクラウドなどの新たなイン

は 万 2000 社を超えるが、実際

「ブロックチェーンを業務とする企業

金融安全技術重点実験室の呉震氏は、

19

にそうした技術を持っているのは ％

て広範な事業分野にかかわっている。

で、新規事業や買収、戦略投資によっ

ン大手のシャオミ。同社はハードウエ

つ。代表格と言えるのがスマートフォ

るかは世界的な課題であり、無数の

ではなく、様々な機能、サービスの入

で、コストパフォーマンスを高めた。

わりに粗利率の高い広告配信やアプリ

前後かそれ以下だろう」とコメントし

の代表格がテンセントのウィーチャッ

課金などのインターネットサービスで

スマホ販売での利益は限定的だが、か

トだ。ウィーチャットの「第三者サー

口となるスマートフォンアプリを指す）

まったかを示す数字だ。

「ニュー」が殺到する中国においては

％という幅をもたせた推計を示し
ている。いかに正確に測定するか、い

アの利益率を ％以下に抑えること

15

いわゆるスーパーアプリ（単一の機能

5

かに多くの合意に基づく形で推計す

4

ている。ブロックチェーンという大風に

5

とりわけ難度が高そうだ。

10

6
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ビス」というページには、配車アプリ、

EC、出前代行、映画チケット予約、

旅行予約、中古販売、不動産仲介業

宣言したところ、無数の企業がブロッ

だ。中国のニューエコノミー比率が高

の特性だ。米国の GAFA（グーグ

の利用データについても共有されてい

者など多くのサービスへのリンクが用

クチェーンに参入することを発表し

いのには、自社のビジネスをより先進

ル、アップル、フェイスブック、アマ

ると伝えられており、GAFA 以上

ことほどさように、中国ニューエコ

た。今までは一般的なデータベースに

的、よりホットな分野のものと見せた

ゾンの総称）と中国の三大 IT 企業

意されている。これらのサービスはテ

保存していた記録を、ブロックチェー

がる傾向が強いことにも影響されてい

ノミーの全貌を探ることは困難なのだ

ン形式で記録すると発表するだけで、
る。

だ。中国中央電視台（CCTV）の
報道番組「焦点訪談」は 年 月

思考」の広がりだ。 年に検索大手

2

には大きな違いがある。GAFA は

度目の訪

立派なブロックチェーン企業、ニューエ

中国ではここ数年、シェアサイクル

ライン楽器学習プログラムを提供する

I
o
T

れるという意味だ。

2

らず、他国でも困難な取り組みだ。

19

乗ろうと、どれだけ多くの企業が集

5

3
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数の失敗者が生み出す損失を上回る。

シャオミやラッキンコーヒーのよう

チェーンに応用したというわけだ。

ミは自社をインターネット企業と位置付
な大型企業だけではなく、中小企業

その一方で課題も明白だ。シェアリ

利益をあげるビジネスモデルだ。シャオ
けており、伝統的な製造業とは異なる
にもインターネット思考は広がってい

ングエコノミーの代表格とされたシェ

アーリーステージへのベンチャー投

を差すことになろう。

なければニューエコノミーの活況に水

り立てば構造は維持されるが、そうで

差し引きすればプラスという計算が成

と主張している。
る。中小の小売りでも、メッセージア

アサイクルでは、モバイクは買収され

資は 年より減少が始まっており、そ

中国ニューエコノミーの課題

ヒーチェーン大手のラッキンコーヒー。 プリ「ウィーチャット」を活用した顧

てブランド消失、ofo は多くの未

もう一つ、シンボリックな存在がコー
客管理や販売促進を導入している事

年 月の 号店オープンからわずか

ンでは顧客の消費喚起に広告が必要だ

べきポイントは宣伝にある。外食チェー

キンコーヒー。ただし、もっとも注目す

きにつけ悪しきにつけ注目を集めるラッ

字を垂れ流しながらの拡大策など、良

費用などの莫大な先行投資で巨額の赤

きなどの値引きクーポン配布や、出店

キャッシュレス化、半額どころか 割引

にアプリ経由での支払いが必要という

心の販売モデル、店頭購入時も原則的

大のコーヒーチェーンとなった。宅配中

スターバックスコーヒーを抜いて中国最

シェアリングエコノミー研究センター、

告 2019』
（ 国 家 情 報 センター・

国シェアリングエコノミー発展年度報

ノミーとして分類されているが、
『中

グプラットフォームもシェアリングエコ

ている。中国では、こうしたマッチン

プラットフォームも急ピッチで広がっ

フリーランサーなどをマッチングする

またトラック運転手、 遊休工場、

比率は中国が圧倒的に高いと感じる。

ことは可能だが、実際に活用している

を活用して類似のシステムを構築する

年間で 4500 店舗以上に拡大し、 例は少なくない。日本でも LINE

に新たなビジネスモデ

を取り入れ、 積 極 的

インターネット思考

息吐息だ。

ベンチャーですらも青

小鵬汽車といった大型

来 汽 車（NIO） や

名 企 業のみならず蔚

は苦境に立たされ、無

気 自 動 車 ）メーカー

た。補助金削減とともに新興 EV
（電

ビニなどの無人ブームは既に過ぎ去っ

い込まれている。倉庫、配送、コン

払い債務を抱えて実質破綻状態に追

迎えつつある。

な成長が続くかどうか、試練の時を

の意味ではニューエコノミーの持続的

年

エコノミ ーで働 く 労 働 者 は

が、ラッキンコーヒーは利用にアプリを
必須としたことによって、ショートメー

時 点で 7500 万 人、 取 引 規 模は
億 6000 万人に達する。

能だ。IT サービスの普及では広告コ

の来店頻度に合わせた形での配布が可

その意味で、中国のニューエコノミー

化が急ピッチで広がっている印象だ。

して、非 ICT セクターのデジタル

インターネット思考をキーワードと

す多産多死の状況だ。

部の成 功 者を生み出

規事業が生まれごく一

い。 多 数 の起 業、 新

決して高いものではな

ストがカギを握る。いかに安価な広告

この時、少数の成功者
が生み出 す 利 益 が多

が着実な広がりを見せていることは間

18

費で顧客を獲得できるのかに各社が知恵

的な配布ではなく、ユーザー一人ひとり

率的な広告を実現している。しかも画一

ルによるクーポン配布により、安価で効

2

8
違いない。

自動運転 EV バス
（雄安新区、19 年６月）

19
7

る が、 その成 功 率 は

月）によると、シェアリング

18
ルが取り入れられてい

1

年末

1

をしぼっているが、その手法をコーヒー
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て2015年に始まった中国製造業のスマート化は、
ドイツが提唱するインダストリー4.0の中国版とし
19 年までの 5 年間で非常に大きな進化を遂げてきた。
半導体を始めとした各種先端産業の強化ばかりが注目されているが、実際には、従来の労働集約
型産業構造をイノベーション型の製造業へ改革することを目的とした取り組みが積極的に行われ、技
術・技能を集約した新たな構造への改革が着実に進んでいる。
本稿では、こうした中国製造業の最新動向の一端を、著者が危機感とともに日系メーカにとって大
きなチャンスと捉えている４点について、19 年 12 月に経済産業省および中国の工業信息化部が主催
した日中スマート製造セミナーでの中国側の発表も含めて、その変化を紹介する。

中国スマート製造

－その進化への中国企業の最新の取り
組みと日中産業協力の可能性－
三菱電機株式会社 執行役員・中国総代表

富澤克行

図１ 中国でのスマート製造に関わる標準化の取り組み

１．
国際標準の積極採用姿勢
から、
中国標準を国際標準化
する方向への進化

傘下の国家級研究院）の劉丹博士がスマー

確立されていないスマート製造にとって国

分野であり、中でもいまだ考え方が十分

針を明確にした。工業はこの目標の主要

標準を国際標準にしていくという新たな方

定に関与していく」と表現を改定、中国

外協力および交流を実施し、国際標準制

標準化活動への関与を積極的に促し、対

れには ITEI と同様の複数の国家級研

標準化に向けた取り組みが進んでいる。こ

野で、デジタル化のコアとなる技術活用の

人工知能など、関連した多岐にわたる分

IoT アーキテクチャー、産業用 APP、

ビッグデータ、エッジコンピューティング、

いたが、現在中国では、情報セキュリティ、

ル化という視点で捉えているため、

スマート化だけでなく、グリーン化

への取り組みについても同様の標準

策定活動が展開されていることに着

目すべきであろう（図１）
。

中国は、国内で確立した標準内

容を、IEC を始めとした国際標

準化機関に国際標準として提言し

ていくべく準備を進めている。当然

のことながら国内製造業はこれを遵

守した取り組みを進めねばならず、

中国でものづくりを行う日系企業

も例外ではない。
（弊社は、これら

の標準化策定プロジェクトの幾つか

に加えていただいているが、本来米

国やドイツのように、国としてどう

8
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際競争力を獲得する上で非常に重要であ

ると考える。

年 月の日中スマート製造セミナーで

中国では改正標準化法を 2018 年

ト製造の標準化に対する考え方を紹介して

も、ITEI（工業信息化部〔工信部〕

12

月に施行しているが、その中で、
「国際

（デジタル化コア技術活用の標準化）

19

究院が動員されているが、製造業のデジタ

図２ 中国先進企業の取り組み状況
中国中車～智能化工場実現に向けた社内改革～

際標準化のイニシアチブをとることは、国

1
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あろう）

取り組み、参画するかということも重要で

体系立った、かつ持続的な改革を目標とし

るという我々の認識を大きく覆すような、

日本の大企業以上に大企業病に侵されてい

得ないことで、製造・ライン・オペレーショ

産工程が多く存在し、人手に頼らざるを

きない（自動化で投資対効果が出ない）生

ロット生産形態であり、つまり、自動化で

ルを持つ人材の育成に取り組んでいる。図

すのは人であるとの考えの下、複数のスキ

造の仕組みを導入しても、最後に使いこな

ている。新しい生産のやり方、スマート製

は、同社内部の業務・情報化・自動化・

サプライチェーンの視点で見た詳細なスキ

ン品質、生産性等に課題を抱え、従来の

作業分割等の労働集約型解決方法での限

中車集団は、中国の北車と南車という

た大胆な取り組みが紹介された。

２．
中央企業
（国有）
における
「チャイナスピード」
という
スピード感改革
二大車両メーカが、国際競争力を培うた

している。

でなく、最新の

技術動向の知見や

生産）のスキルだけ
生産（ Just In Time

例えば、生産技術者（

）はリーン

るように、今後求められる人材像を定義

ル体系であるが、真ん中の複数の●印にあ

中車集団はこの重要課題である人作業

界を露呈していた。

が故の重複機能など多くの無駄を内包して

に対し、三菱電機のスマート製造ソリュー

めに合併した国策会社であるが、合併した

具体的な企業の取り組みはどう変化し
おり、傘下各社はグループ内生き残りをか

（詳細説明割愛）
」での
ション「 e-F@ctory

（デジタル技術活用のさらなる進化である
IoH による人作業のスマート化）

ているのか、 年 月のセミナーでは、
（国
けた効率化の改革を進めている。

の提案によるスマート・デジタル化実現を、

スキル、自動化制御の知見やスキル

も必要であるという定義に基づき、プロジェ

業の課題解決に取り組む場合、従来のネ

このような取り組みは、同社以外でも

けている。

進化を続

在も改 革

進 し、 現

した取り組みを契機として、非常に柔軟か

る継続的な展開を行うなど、弊社と連携

その後もさらなるフレキシビリティを高め

人作業全体の『スマート化』を実現した。

それを顧客視点で体系化することにより、

）に落とし込んでデジタル化し、
Indicator

定。

企業を常に研究し、自社の目指す姿を設

②グローバルでの競合他社や異業種の先進

トし、トップダウンで推進。

①経営者が自らあるべき姿（目標）をコミッ

社も大いに見習うべきものと痛感している。

いる中国企業の共通点は以下の 点で、弊

前後で部長に登用）
、外部人材・パートナー

30

有）中央企業の一社である中国車両集団

ら 5S、QC 活動等日本の改善手法を取

欧米競合企業との比較検討の上で積極評

その取り組みは、図２の通り、 年か

）技術活用
（ Internet of Humans

傘下の株州中車時代電気が最初に登壇し、

り入れた基礎作りをじっくり行っていたが、

価、採用（図３）していただいた。

改 革 のみ

ジ締め作業の工程指示を簡易化するだけ

我々がスマート製造実現に向けたソリュー

クトを通じて能力強化に継続チャレンジさ

ならず組

でなく、人作業に関わるあらゆるデータ

ションビジネスを展開している企業では当

例えば、ある生産ラインのネジ締め作

織 改 革、

を収集し、弊社の長年にわたるものづく

せ、育成の実効を上げつつある。

業務プロセ

同 社の製

つスピーディーな判断で改革に取り組んで

③ケイパビリティ（組織力）を重視した組

たり前に進んでいる。取り組みに成功して

品は典型

いる。これは日中企業連携の相乗効果の方

（ Key Performance

りナレッジを

的な受注

加えて、彼らは人材の育成にも力を入れ

織改革，若手優秀人材登用（例えば 歳

同 時に推

ス改 革を

造 現 場の

I
E

4

（中車集団、世界最大の鉄道車両メーカ）

4

向性を示した事例と言える。

K
P
I
生 産 型の
多品種小
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年からスマート製造化に着手すると、製

15

I
T

I
o
H

12

自社におけるスマート製造の取り組みにつ

図４ 中国先進企業の取り組み状況
中国中車～人財育成が成功の鍵～

I
T

01

19

いての紹介があった。中央企業といえば、

図３ 中国先進企業の取り組み状況
中国中車～人作業のスマート化デジタル化支援～
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ブリーダを決め、判断の連続によりスピー
ディーに前進（若手幹部育成）
。

３．
スマート製造の取り組み
意識の変化

た交流会等に参画している。他の地方政府

地元中小企業とのスマート製造実現に向け

府関連部門等との交流で要請を頂戴し、

省武漢市、江蘇省常熟市等において市政

も、自動化が進んでいながらデータ活用が

化である。これら地元有力中小企業の中で

各地方政府で共通していることは大きな変

マート化を実現するとの具体的な認識が、

取り組みの中で、グリーン製造を含めてス

加えて、今中国が目指すグリーン発展の

でも地元中小企業のスマート化への協力要

同期して進化できていないという点で、注

市、遼寧省瀋陽市、山東省煙台市、湖北

請をいただくケースが増えており、地方政

連携の１つのチャンスと言える。

４．グリーン発展の中核をな
すグリーン製造の実現

（生産・エネルギー・環境負荷装置稼働の
各効率を総合的に最適化するデジタル技
術の確立）

中国政府は「第 次五カ年計画綱要」
で、

発展計画」
、
「グリーン製造工程実施指南」

グリーン発展の新局面を提唱している。こ

今中国経済は、高速成長から質の高い

を相次いで公布し、グリーン製造を強力に

目されるのは食品や飲料関係のメーカーで

が加速していることを実感する。また、地

発展に転換していく中で、国民の求める新

進める姿勢を示している。加えてグリーン

府が地元中小企業の中でも、スマート化へ

方政府はスマート化の発展と同期した人

たな価値は「質の高い生活の実現」であり、

製造は環境への影響と資源効率を総合的に

の政策方針の下、工信部は「工業グリーン

製造業のスマート化の取り組みの変化

材育成が重要な課題と捉えており、IoH

快適性と利便性の追求、安全で安心して

あろう。

で、もう一つ着目すべきは中小企業の取

技術を活用したスマート化は、日中連携の

の取り組みに真剣な企業を後押しする流れ

り組みである。 弊 社は以 前から地 方 政

考慮した製造モデルであり、技術イノベー

ションとシステム最適化の展開により、環

しかし、製造業における取り組みはい

こうした社会ニーズの変化に応えるべ

り組んでおり、自動化だけにとどまらず、

まだ十分ではなく、今後同分野での取り

境影響の最小化、資源・エネルギー効率の

データ活用力を駆使したスマート化に対

組みを加速させるという声は、スマート製

く、多くの食品あるいは飲料メーカーは、

する投資という視点での取り組みが必須と

造に加え、新たなる課題として各地方政

最高化、経済的利益の最適化を追求する

なっている。実際に我々が重慶市の協力を

府から異口同音に発言されている。中国

質が高く安定し、安全安心な商品を提供

得て取り組んだ事例を図５にて紹介する。

製造業にとって、スマート製造と並んでグ

中国のグリーン発展政策に応じ、三菱電

こうした需要に応えるためのスマート化は、

実、スマート製造だけでなくオペレーショ

機は智能製造領域、環境保護領域で長年

リーン製造への取り組みは今後の重要課題

ン品質向上、さらにはスマート化を通じた

積み重ねてきた技術とナレッジを活かし、

「オペレーション品質向上のためのデジタ

経営品質向上においては日本企業を参考に

中国のグリーン製造に確実に実行可能なソ

である。

したいとの強いニーズがあり、これも日中

ル化」需要として顕在化してきている。事

と明示した。

暮らせる社会の実現が求められている。

になる可能性が高い。

E-JIT の理念
図6

できるブランドというステータス構築に取

相乗効果を効率的に引き出せる解決プラン

19

10
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活用によるプロジェクト（PJ）マネージ
メントを志向。
④プロアクティブな PJ 運営。まずは
～ 点の実現を目指す。挙手制で PJ サ

60

府との交流を進めてきたが、 年は重慶

（オペレーション品質を向上するための
デジタル技術活用）

13

70

図５ 中国先進企業の取り組み状況
中国国内 No.1 搾菜加工メーカ～智能化新工場企画プロジェクト～

中国ニューエコノミーの栄枯盛衰

別に解決していた３つの効率化課題を、そ

境負荷装置稼働の最適化、という従来個

ンを提案すべく活動している。

造業に総合的なグリーン製造ソリューショ

業のナレッジや技術を活かして、中国の製

）コンセプトをもとに、日本製造
In Time

一された生産コスト評価指標を生産改善の

ルギー管理担当者、環境保護担当者は統

者に提案していく。生産計画立案者、エネ

化生産計画と設備稼働計画を工場の経営

とともに、最適化生産コストに基づき最適

コストのシミュレーション予測を実施する

つまり金額に換算した。それをもとに生産

が、我々はそれらの指標を全部生産コスト、

に実績を上げつつある（図７）
。

工場が認定を得るなど、中国市場で着実

え方に基づく取り組みをベースに、弊社

パートナーシップを締結しており、また、

下の国家級研究院・CAICT と戦略的

既に同取り組みに賛同いただいた工信部傘

り具体的な市場発表を行い、好評を得た。

とは、図６にあるように、①生産効率最

アルゴリズムを活かすことにより、生産計

」を導入し、強化学習等の
「 Maisart

が目指す真の国際競争力を有する能力強

り、その導入が目的ではない。中国製造業

がら、デジタル技術はあくまでツールであ

-

（ Environment & Energy Just

-

５．
結びに

画の最適化ソリューションを提案していく。

化のためには、多面的な視点での取り組み

これまで述べてきた通り、中国製造業の

例えば生産の環境負荷低減だけに注力

こうしたグリーン製 造 実 現に向けた

によるスマート＆グリーン発展の方向を実

11

大化、②エネルギー効率の最高化、③環

必要としている。

れぞれのデータを同期化して扱い、予知化
コンセプトとは、生産管理システムにおけ

検討に活用でき、全体最適化の改善活動

リューションの提供に力を尽くしていきた

することで、総合効率としての最適化を実
る生産効率の最大化、エネルギー・資源

の展開が極めて効率的に実現可能となる。

そ のニ ー ズに 対 し て、 三 菱 電 機 は

現させるという考え方である。
管理システムにおける資源利用率の最高

スマート化に向けた取り組みは、それぞれ

した場合、生産効率とは相反し減産の恐

IoT 技術投入においては、 年 月に

19

い。三菱電機が提唱しているグリーン製造

日本の製造業は、これら課題を数十年か

化と環境負荷装置管理システムにおける

データ処理を行うアプリケーションであり、

核となるデジタル技術を応用することで新

年の工信部グリーン工場認定でも同じ考

けて一歩一歩、順次着実に改善・実践して

環境負荷の最適化というように、 つの領

エッジコンピューティングにおいて、三菱電

たな発展を遂げようとしている。しかしな

れが出てしまう。そのため、我々は生産性

施行された「中国サイバーセキュリティ法」

シミュレータは、エッジ層で

きた。しかし、中国の置かれている状況は、

域にわたる指標を総合的に検討することに

機独自の高速処理を実現するコンパクト

と環境負荷を総合的に検討の上で対応して

に準拠する事は当然であるが、三菱電機で

きたナレッジを価値化することで提供可能

-

これらの課題を正に LEAPFROG 的

より、最もバランスの取れた最適智能化グ

いかなければならない。これにより、環境

は製造・IT の両者を知る強みを活かし、

な日中産業協力の非常に大きなチャンスで

ある。

保護とともに、お客さまへの製品リードタ

生産・エネルギー・環境の同期最適化に、

もある。その際に重要なのは、ナレッジを

これは、日本企業が長年にわたり培って

現しなければならない。

イムにも支障を与えないオペレーションが

安全（サイバーセキュリティ）に関するナ
可能となる。

デジタル技術という言葉に惑わされず、顧

によるデータのパワー化であろう。我々は

先般の日中スマート製造セミナーを始

客価値を高めるソリューションはどうあるべ

計画である。

め、弊社はこのコンセプトを様々な講演会

3

を昨年開発した。これは「環境配慮型生
産コストシミュレーション技術」という技

きかを見定め、ビジネス展開を進めていく

べきである。

で紹介するとともに、 年 月、上海で

6
術である。工場では、生産性、エネルギー

17

リーン製造ソリューションを実現することで

6

19

進化させるためのデータ活用
（収集と分析）

E
J
I
T

レッジ分析も加え、広く製造業に貢献する

三菱電機はこの E JIT コンセプトを
具現化する「E JIT」プラットフォーム

-

開催された中国国際輸入博覧会では、よ

-

A
I

E
J
I
T
3

E
J
I
T
効率、環境負荷の つの異なる指標がある
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に短期間かつ同時に解決する改革の実現を

図７ グリーン・省エネ・環境のエコシステムを構築
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プインターネット企業であるテン
中国におけるＳＮＳの普及は目覚ましい。アリババと並ぶ中国トッ
セントが提供する「微信（ウィーチャット）
」や「ＱＱ」を筆頭に、ＳＮＳ機能を備えた数多くのア
プリが社会生活を便利で豊かなものにしている。ただし、個人情報漏洩、犯罪の温床化、多くの虚偽
情報、情報統制の存在といった問題を抱えながら普及していることも事実である。

中国の社会生活における
ＳＮＳ活用

ニケーション、自身の活動・思索等の

文字、音声、写真、動画を通じたコミュ

である。簡単な操作により、他者との

探しアプリ」なども、数多く存在して

に、
「仕事探しアプリ」や「交際対象

なお、
（表１）に挙げたもののほか

を含めて若者の間で広く普及している。

（ティックトック）
」は、ここ数年日本

人を超えたことが、最近発表された。

掲示・記録、資金の決済等が可能で

いる。自身が求める条件をアップロー

ビス）
」
、すなわち「ユーザーによる社

（ソーシャル・ネットワーキング・サー

グラム）の中心を占めるのが、「ＳＮＳ

ているアプリ（スマホで稼働するプロ

な膨大な人数がスマホを通じて利用し

ミュニケーションに広く使われていた。

の「ＳＮＳ」として、ユーザー間のコ

が普及する以前から、パソコンベース

Ｑ」がある。この「ＱＱ」は、スマホ

が提供しているＳＮＳアプリに、
「Ｑ

また、
「微信」と同じくテンセント

たアプリながらＳＮＳ機能が付加さ

つは、本来は別の機能を主目的とし

目的とする「ＳＮＳアプリ」
。もう一

版ツイッター」と紹介されることも多

が挙げられる。
「新浪微博」は「中国

として、
「新浪微博」と「今日頭条」

次に、ニュース系の「ＳＮＳアプリ」

12
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「微信（ウィーチャット）
」
（以下「微信」
）

このうち 億 4000 万人以上がス

あり、現在の中国での生活には欠かす

ドして仕事や交際対象者を探す、す

１．
中国のＳＮＳ

マートフォン（以下「スマホ」
）を利

ことのできないツールとなっている。そ

なわち関係構築を図るという意味で、

2019 年末の中国の人口は 億

用してインターネットにアクセスして

の特徴については後述する。

会における関係の構築・強化をサポー

の名刺に印刷している人も多数みられ

かつては「ＱＱ」の会員番号を自身

スマホで利用されるＳＮＳ機能を有

た。今日でも、スマホ上で「ＱＱ」を

トするサービス」である。
するアプリは、 種類に分けられる。

れている「ＳＮＳ機能をも備えたアプ

く、様々なニュースが閲覧できるとと

使う人が少なくない。

リ」である。こうしたアプリは現在相

もに、自身に関する情報をもアップで

する機能等により、ここ数年で急速に

て各個人が関心を持つニュースを配信

きる。
「今日頭条」は、ＡＩを活用し

当多数のものが存在するが、そのごく
一部の代表的なものを紹介したい。
（１）ＳＮＳアプリ
現在中国で普及している主な「Ｓ

支持を拡大してきている。

さらに、ショートビデオを通じた

ＮＳアプリ」は
（表１）
のとおりである。
まず、中国で今やＳＮＳと言えば、

コミュニケーションを主とする「抖音

（注）提供会社名の「有限公司」等の名称は略。
（出所）中国のアプリ等に詳しい民間調査会社「艾媒（iiMedia）」等のサイトを参考に作成。アクティブユーザー数は同
サイトによる 2019 年 12 月のもの。

いるものと推計されている。このよう

14

一つは、ＳＮＳ機能をそのアプリの主

2

世界で 億人超のユーザーを有する

表１ 中国の主な
「SNSアプリ」

8

10

NTT データ
（中国）投資有限公司 チーフストラテジーオフィサー

新川陸一

中国ニューエコノミーの栄枯盛衰

いるアプリについて、
主なものを（表２）

訳ではないが、ＳＮＳ機能をも備えて

次に、ＳＮＳを本来の目的とする

（２）ＳＮＳ機能をも備えたアプリ

広義のＳＮＳアプリと言えよう。

ある。映画やテレビ番組を視聴してそ

ネット企業が提供する視聴サービスで

びアリババという中国トップインター

テンセント（中国語名「騰訊」
）およ

訊視頻」と「優酷（ヨウクー）
」は、

る映画・テレビ番組視聴アプリの「騰

らを含めた総合ポータルといったアプ

買物、グルメ、旅行、およびそれ

組みとなっている。

情報をアップロードして参照できる仕

気に関するアプリも、現地の写真等の

関する様々な情報を入手できる。天

アップロードされており、その地点に

あり、このアプリにおける特徴的なＳ

われているＳＮＳアプリは「微信」で

上述のとおり、現在中国で最も使

4

「微信」は、 年の発表以降、中国

（１）企業活動における利用

ＮＳ機能について紹介したい。

２．
微信のＳＮＳ機能

に掲げた。
の評価をアップロードすることを通じ

（注）提供会社名の「有限公司」等の名称は略。
（出所）アクティブユーザー数は中国のアプリ等に詳しい民間調査会社「艾媒（iiMedia）
」のサイトによる 2019 年 12 月のもの。

くことができる。こうした地図アプリ

リさえあれば大抵の場所にはたどり着

地域でない限りは、これらの地図アプ

いる。中国では現在、よほどの辺境

もに 億人を超えるユーザーを有して

ドゥ）の「百度地図」を挙げた。と

グループの「高徳地図」と百度（バイ

次に、地図アプリとして、アリババ

の向上に貢献している面もある。一方、

た評価の仕組みが中国社会全体の質

に努力している。この意味で、こうし

価を得るために商品・サービスの改善

良し悪しは死活問題であり、高い評

を提供する側にとっては、この評価の

ケーションである。商品・サービス等

レストラン等の評価に関するコミュニ

商品・サービス、利用したホテル・

ことができる。最近では、
「企業版の

構成し、社内の連絡・周知等に用いる

全社員を一つのチャットグループとして

社員数が数百人程度の企業であれば、

ても幅広く使われるようになっている。

れていたが、最近では企業活動におい

は個人間のプライベートユースに限ら

の間で爆発的に普及してきた。当初

述のような機能により、個人ユーザー

におけるスマホの普及と合わせて、上

乗車中もスマホ操作に夢中（北京のバス車内にて）

3

まず、 億人以上のユーザーを有す

リにおけるＳＮＳ機能は、購入した

のＳＮＳ機能としては、様々な地点

虚偽情報等の問題も絶えないが、その

な連絡・周知のみならず、オンライン

に関するユーザーのコメントや写真が

写真加工の「美図秀秀」は、基本

での会議や、企業文書・職員名簿の

微信」も普及しており、従来のよう

的に顔写真を美しく編集加工するこ

保管等の機能を有している。

また、
「公式アカウント」
（中国語

されており、一定期間内に定められた

写真をアップロードしてユーザー間の

このほか、
（表２）には掲げていな

回数の範囲で、企業は販売促進のた

では「公衆号」
）と呼ばれる一般大衆

いが、数多くのゲームアプリも、その

めの一般大衆向けの宣伝メッセージを

交流が可能というＳＮＳ機能が付加

成績等をアップロードして他者と競う

発信することができる。一般企業のみ

向け宣伝ツールも多くの企業等で採用

といったかたちでのＳＮＳ機能を有し

ならず、警察、税務署等の政府機関や、

されている。

とを主目的にしたアプリで、こうした

点に関しては後述する。

11
ている。
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て、交流ができるようになっている。

表２ 中国の主な
「SNS 機能をも備えたアプリ」
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中国では現在、裁判関係のオンライ

「微信支付（ウィーチャットペイ）
」で

ある。商品・サービスの購入等の決済

ならず、限られたスマホの保存容量を

ン化に力が入れられており、杭州や北

図４「余額宝」画面

つが、簡単な操作で資金決済が可能な

「微信」において人気の高い機能の一

しば送られてくる。また、様々な商

ください」といったメッセージがしば

14
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地下鉄、空港等の公共機関、さらに
消費してしまうほか、しばしばアプリ

気を博している。宴席等の場において、

は芸能人等も、一般大衆向け情報周

中心に少なくとも 400 以上の裁判

参加者の一人が他の参加者に対して一

や、他者への送金など、アリババのア

この問題を解決したのが、
「微信」

所のミニプログラムが出てくる。比較

定の額を送金し、席上の参加者のう

京などにはオンラインで事案を処理可

上の
「ミニプログラム」（中国語では「小

的簡単なネット関係の事案であれば、

ち同送金を比較的早く開封した者か

の更新（アップデート）の必要に迫ら

程序」
）である。これは、アプリと異

こうしたミニプログラムを通じて、起

ら順に贈られた金額のうちの多めの金

知のためのツールとして利用している。

なり、ユーザーが必要な際のみ当

訴・審理・証言など全てオンラインで

額を受け取れるという、一種のゲーム

リペイと並んで、今や中国経済の重要

該ミニプログラムをダウンロードし

処理することが可能とのことである。

が繰り返し行われ、席上の盛り上が

能な「ネットワーク裁判所」が設立さ

て利用し、利用が終わったら消去

多くのユーザーにとって、裁判所は決

りに一役買っている。

れ、通信費の増加につながることもあっ

してしまうというかたちのもので

して頻繁に利用する先ではなかろう。

（２）ミニプログラム

ある。これにより、ユーザーは保

このため、アプリをダウンロードして

なインフラの一つとなっている。この中

存のためのスマホ容量を節約でき、

保存するより、必要な際のみアクセス

このように中国社会に広く浸透し、

れている。こうした流れの中で、ミニ

アップデートの必要もない。ミニプ

するというミニプログラムは裁判所に

社会生活を便利で豊かなものにしてい

た。またアプリの提供者も、アプリの

ログラムの提供者は、一定のひな型

向いた手段と言えよう。多くの裁判

るＳＮＳながら、いくつかの問題点を

従来スマホのアプリは、個別にスマ

に沿って構築すれば、開発コスト

所がひな型を基に自身のミニプログラ

抱えていることも事実である。

で、
「ラッキーマネー」
（中国語で「紅

も節約することができる（図１）
。

ムを低コストで構築・提供しているこ

（１）個人情報の漏洩

プログラムで「裁判所」
（中国語で「法

現在、アプリとミニプログラムの

とにも納得ができる。このほか、医療

「微信」等のＳＮＳを通じて、個人

開発のために高めのコストを負担する

両方を提供している企業等も少な

関係では、病院や医師の紹介、病院

情報が漏洩する可能性は否定できな

ホにダウンロードして保存したうえで

くない。

の順番待ち整理券の入手、専門医に

い。筆者のＳＮＳにも、
「現在このア

包」
）という資金を送る機能が特に人

このミニプログラムは、企業の

対する簡単な相談、薬の販売、医学

プリをダウンロードして登録すれば、

院」
）と検索すると、地方の裁判所を

このような利用方法だと、少しでも

販売促進はもとより、政府・公共

知識の閲覧等が可能なミニプログラム

大きな割引が受けられます」
、
「賞品、

必要があった。

利用する可能性のあるアプリを自身の

機関等でも幅広く利用されている。

が多数見られる。

賞金が当たったので、今すぐ登録して

利用するのが一般的であった。ただ、

スマホ上に全て保存しておかなければ

最近の動向に関して、中国在住日

（３）ラッキーマネー
て、裁判所と医療関係がある。

味深く感じるミニプログラムとし

（出所）筆者作成

３．
問題点

本人の筆者の目から見て、特に興

図１ 微信（ウィーチャット）
ミニプログラム普及によるスマホ利用の変化

中国ニューエコノミーの栄枯盛衰

品・サービスのオンラインでの購入を
通じて、気づかないうちに自身の個人
情報が洩れているように感じることも

等の取扱に問題のあるアプリも少なく

うになった。それでもなお、個人情報

同意せよということを必ず言われるよ

個人情報処理に関する規則を読んで

アプリ等に登録する際には、事前に

れている。最も代表的な例としては、

欺行為に使われていることが報道さ

個人情報漏洩とも絡んで、多くの詐

る。また、これら以外でも、上述の

ＳＮＳが使われることも指摘されてい

のことで、こうした禁止行為の取引に

ノ、
「賭」はギャンブル、
「毒」は麻薬

ば目にする。
「黄」は買売 春・ポル

「マスクを重ねて着ければウイルスが

型ＳＡＲＳウイルスによるものだ」
、

されているが、この件に関しても、
「新

ナウイルスによる肺炎への感染が懸念

能性があるとも言われる。

ので、１の多さが実態を示している可

は、５がいわゆる「サクラ」によるも

が最低）において、５と１が多いもの

よくある五段階評価（５が最高、１

げさせているとも言われる。このため、

人を雇って、良い評価・コメントを上

者は評価を上げるために必死であり、

評価であろう。商品・サービスの提供

つは、上述の商品・サービスに対する

も少なくない。その代表的なものの一

でもＳＮＳ上の情報には虚偽の情報

日本でもよく言われるとおり、中国

られることとなる。

は、既往の通信記録は証拠として用い

ている。何らかの事件が生じた場合に

力しなければならないことも定められ

営者は、政府の公安部門の捜査に協

なる。

か、監視のうえ対処することが必須と

した性質の情報等が発信されていない

るいは最近ではＡＩを駆使して、こう

トワークの運営者は、大勢の人手あ

れていることになる。このため、ネッ

よび法に依り懲罰する」内容も含ま

動するといった行為を防止、制止、お

民主専政政権を転覆または転覆を扇

国に背く、国家を分裂させる、人民

国家安全法に定められている「国家は、

られている。この違法活動の中には、

よびこれを発見した場合には、直ちに

ない。ソフトウエア等に関する行政を

上述のスマホ支払に絡む様々な詐欺が

防げる」等の様々な虚偽情報が出てい

資金を詐取するという事例が少なか

所管する工業信息化部は、 年 月

挙げられる。これらは、技術的な欠

るので、くれぐれも信用しないように

ような問題が存在することを認識し

消去等の措置を講じたうえで当局に

人情報の不正収集などの問題があり、

陥というよりは、運用上の盲点を突い

との注意喚起がなされている。

たうえで、リスクを最小限に抑えるよ

らず伝えられている。

改善を指示したことを公表した。全

たようなものが多いようである。例え

（４）情報統制

報告しなければならないことが、定め

体的に、個人情報保護の度合いは未

ば、①他人のスマホ画面上の支払コー

上述のサイバーセキュリティ法によ

が実情である。

（３）多くの虚偽情報

だ十分ではなく、ある程度の個人情

ドを写真撮影すること、②店頭に貼

り、ネットワークの運営者は、ユーザー

（本文は、筆者個人の見解を述べたもので

ある。不明な先から電話が来て、
「資

報漏洩リスクは念頭においたうえでＳ

付されているＱＲコードを貼替える

が、詐欺等の犯罪などを含めた違法

あり、筆者が属するいかなる組織をも代

購入しないか」といった営業勧誘を受
けた経験を有する人も多い。
最近は、中国でも個人情報保護に
関する意識が高まっている。 年 月
ティ法における個人情報の取扱に関す

から施行されているサイバーセキュリ

6

年

月に のアプリに、個

12

1

17

19

る規定に基づき、最近では、新たな

に 、

（２）犯罪の温床化

15

20

金貸出は必要ないか」
、
「マンションを

ＮＳを利用しているのが実情である。

こと、③電話等により支払コード番

活動にかかる情報を発していないか管

表するものではない）

1

う注意しながら利用せざるを得ないの

ＳＮＳの利用にあたっては、以上の

リティ法等により、ネットワークの運

また、同じく上述のサイバーセキュ

ＳＮＳが犯罪の温床となっているこ

号を聞き出す、または支払コード画

理を強化しなければならないこと、お

20

年 月下旬、中国では新型コロ

とも報道されている。中国では、「
『黄

面の送付を指示すること等を通じて、

旅行にもスマホは欠かせない（上海の高速列車駅にて）

賭毒』を取締れ」との標語をしばし

15 JC ECONOMIC JOURNAL 2020.3
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中国でタクシー配車アプリの利用が広く普及していることはよく知られている。しかし、アプリの普及で確か
に「便利」にはなったが、それでタクシーにまつわる問題が解決されたかと言えば、そうとも言えないの

が現状だ。実感値で言うと、日常の移動に新たな選択肢が加わったものの、タクシー業界積年の問題は相変
わらず――という感じが強い。タクシーの需給関係のアンバランスは根の深い問題で、根本的なミスマッチの解
決には、なかなか妙案がないというのが現実のようだ。

中国配車アプリの現状と課題
ータクシーがつかまらない！ー
BHCC パートナー 亜細亜大学大学院 アジア・国際経営戦略研究科

田中信彦

のタクシーの効率化を目指すものと、

るが、そこには以前からある「流し」

クシー配車アプリ」と呼ばれてはい

布合戦を演じた。競争は過熱し、一

の双方に対して派手なボーナスの配

のシェアを奪おうと、運転手と利用客

訊）をバックにタクシーの配車アプリ

アリババ（阿里巴巴）
、
テンセント（騰

現状、中国で配車アプリと呼ばれ

まったく新たに始まった、いわば「ワ

時はタクシーにタダで乗れるほどの金

配車をスマホアプリで行うもの。路上

という意味で「巡遊車」と呼ぶ）の

とが中国の配車アプリの社会的な意

者は目指しているものが違う。このこ

種類が同時に存在している。この両

転手や利用客にとっての「うまみ」は

落すると、大盤振る舞いは消え、運

促進したのは事実だが、競争が一段

両社の投資競争がアプリの普及を

動力を失っていく。その後、この両社

は 年に「戦略的合併」を行い、事

実上の
「手打ち」
。
現社名の
「滴滴出行」

となり、翌 年には Uber
中国をも
買収して、ほぼ独占的な基盤を確立

した。これも同社のタクシー配車ア

16
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このように、 中 国では一口で「タ

ているものには、大別して２つのタイ

ンランク上のサービス」、「移動手段

「配車アプリ」 つのタイプ

プがある。一つは、以前からあるタイ

の多様化」を目指す「網約車」の

で手を挙げて車を停めるか、電話で

義や成果を語る上で状況を複雑にし

中国での最初のメジャーな配車アプ

減って、タクシー配車アプリは拡大の

呼ぶのが当たり前だったタクシーを、
とマッチングするものである。最近、
日本国内でも様々なタクシー配車ア
プリが登場し、徐々に活用されつつあ
るが、それはこのタイプに近い。

月、 浙江省杭州

市で誕生した「快的打車」とされる。

リは 2012 年

に、配車アプリ側が用意した車をお

9

スタートした。この両社はそれぞれ、

なった。

プリに対する関心を低下させる一因と
のハイヤー的な仕組み（高級車とは
限らないが）のアプリである。このタ
イプは「網約車」と呼ばれる。中国
でも当初は米国の Uber
のようにマイ
カーを保有する個人が車を持ち込み、
アプリに登録して営業する形態で始
まった。しかしその後、規制が厳し
くなり、個人の車での営業は事実上、
困難になった。とはいえ法の運用はグ
レーで、現実には個人の車で営業して
いるケースも存在する。

配車アプリサービスの画面

同年 月には北京で「滴滴打車」も

もう一つは、既存のタクシーとは別

15

客のところに差し向ける、いわば日本

6

16

「投資合戦」
が普及を促進

ている面がある。

2

スマホの GPS 機能を活用してお客

額が大盤振る舞いされた。

プのタクシー（
「流し」の営業を行う

2
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滴出行」は現在、大衆版から豪華版

プリ市場で圧倒的な地位を築いた「滴

国内「一強」として中国の配車ア

ろに「滴滴」の理念はあり、目指す

ティ（移動手段）の提供」というとこ

的資源の有効活用」
、「新しいモビリ

配 車アプリの会 社ではない。「社 会

大手の「滴滴」は、必ずしもタクシー

業態からもわかるように、中国最

トになっている。

でかけ）の総合アプリというコンセプ

者の選択肢を増やし、無駄の少ない、

イルに積極的な人たちが多い。消費

リテラシーが高く、新しいライフスタ

どちらかといえば都会的で、ネットの

る。そして同社を支持する人たちは、

莫大な投資資金を集めた理由でもあ

る。そこがこの企業の新しさであり、

ところは「モビリティの多様化」であ

転者にしてみれば、曜日、天候、時

都市部を流しているタクシーの運

いからである。

ば、当然ながらそのほうが効率がよ

である。どうしてそうなるかと言え

電話やアプリによる予約配車が主流

の営業が中心で、郊外や農村部では

ともと都市部や繁華街では「流し」

手配サービスの「順風

クシー配車はあくまでその一部の要素

新しい形の社会の実現を目指す。タ

くにいくらでもお客はいる。陝西省

間帯などによるが、繁忙期には、近

「滴滴」
の目指す
「移動手段の
多様化」

までの「網約車」を中心に、相乗り
車」
、 既 存タクシーの

西安市政府の調査によると、西安市

時間は 分 秒という。そういう状

手がお客を見つけるのに必要な平均

の市街地で「流し」のタクシー運転

であるとの位置付けだ。

ンタカー、 街頭のシェ
ア自転車（電動バイク
も含 む ）
、 路 線バスの

同 社 は 日 本 国 内でも

ど 幅 広 く 手 掛 け る。

ンテ ナ ンス な ど ） な

連サービス（保険、メ

地方政府の認可制で、料金は公共料

る。中国の法律では、タクシーは全て

お客を載せることができるか否かにあ

の違いは、文字通り車が街を流して

タクシー（巡遊車）と「網約車」

「流し」のタクシーがつかまらない時

てくる。配車アプリの側にしてみれば、

示は無視または拒否する運転手が出

性が高い。いきおい、配車アプリの指

れば、売り上げは減ってしまう可能

に「お客を迎えに行け」と指示され

況下で、配車アプリから特定の場所

「DiDi モ ビ リ ティ

金の一種として公定制、地域ごとに一

ジャパン」を設立、

ほどアプリ本来の出番であるはずなの

年 月から配車アプリ

は半年） 回と厳しく、万一の事故

5

の際の保険、運転手に対する研修な

どもタクシー会社に義務付けられてい

る。営業形態に制約が多い分、街で

お客を自由に乗せる形態の営業が認
められている。

日本でもそうだが、タクシーはも

もちろん「流し」での利用客の少

タクシー配車、
アプリ経由は
わずか ％

リそのものが信用を得るのが難しい。

はタクシーに乗れない。これではアプ

律に決められている。日本の車検にあ

利 用 支 援、 自 動 車 関

30

に、肝心な時に機能せず、結局お客

「流し」
の効率が高い都市部の
タクシー

配 車、 運 転 代 行、 レ

配車アプリ経由の予約は 20％ほど

たる「年検」は 年（車齢 年以上

によるサービスを開始
しているので、日本で
の知名度も高い。日本
国内では法規制の関係
で既存のタクシーの配
車 サー ビスのみだが、
中国では「網約車」を

1

18

中心とした「出行」
（お
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単で、タクシー
の供 給 台 数 が
増 え、 需 要 を

い。かくして配車アプリ側は「流し」

られる手数料はごくわずかでしかな

シー料金は公定だから、そこから得

らずどこの国でも営業には厳しい規制

交通機関の重要な一部で、中国に限

だ。前述したようにタクシーは公共

中国のタクシー業界の事情は複雑

する力の源泉が

をコントロール

がタクシー会社

ま え ば、 政 府

ようになってし

数年間、変わらない
タクシーの台数

を基本にするタクシーからは徐々に
がある。中国の場合、
タクシー会社は、

消えてしまう。

その結果、タクシーの台数は一向に

備などの要素を考慮しても、この状

カーの普及や地下鉄網の飛躍的な整

模は 倍以上に成長している。マイ

増えない。一例を挙げれば、北京市
こうした構造の下、中国のタクシー

1996 年 か ら

数 年 間にわ たっ

18
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ない時間帯は、タクシー運転手もあ
りがたくアプリを活用するが、アプ
リ側にとっては、
「いいとこ取り」され

距離を置くようになり、代わりに自
その地域での営業権の管理は地方政

政府としては常

十 分に満 た す

社で車そのものを手配する「網約車」

府が握っており、営業の許可数、誰

たのでは割が合わない。おまけにタク

の方にお客を優先して振り向ける姿

に価 値 がある

に需 給 関 係 を

そのためタクシー会社の経営権は一

状態に保ってお

に営業を任せるかなどは地方政府の

いう悪循環が発生することになった。

種の利権と化し、経営権さえ取得す

かなければなら

勢を見せるようになった。これに対し

メディアの報道によれば、現在、北

れば相応の利益が見込めることから、

ない。これは安

タイトにし、タ

京、上海、深圳などいわゆる「一線

経営権の価格は高騰、役人と業界と

定 した 利 益 を

裁量に任されている（
「特許経営」と

都市」のタクシーの配車アプリ経由で

の癒着や汚職といった問題が取り沙

求めるタクシー

てタクシー業界で反発の声が上がり、

の予約は全体の ％ほどにとどまる。

汰されることも少なくなかった。そこ

業界の経営者の

クシーの営業権

また中国交通部（国土交通省の一部

には強固な既得権益の構造が存在し

呼ばれる）
。

機能に相当）のデータによると、中

ている（人民日報「人民網」 年

両者の間にますます距離ができると

国国内には現在、約 140 万台のタ

月 日付評論「タクシー業界改革の
既得権益とは何か？（什么是出租车

相当する数で、配車アプリの便利さ

業界では、タクシーの供給台数がいつ

て変わっていない。北京市の GDP

年は

現在、「網約車」と呼ばれている配

「タクシー離れ」
する
配車アプリ各社

況は異常だろう。

がもてはやされる現在にあっても、実

になっても増えないという問題が発生

年 が 1805 億 元、

18

兆 320 億元と、この間、経済規

96
3

20

台 と 決 め ら れている が、この数 は

は従来型のタクシー利用が数の上で
は配車アプリを圧倒している。

題の根源はここにある。その理由は簡

16

のタクシー台数は上限 万 6600

利害とも一致する。

クシーがあり、 日あたりの利用回
数は 5000 万回を超える。これは

行业改革的既得利益？）
」など）
。

1

配車アプリ経由の利用のほぼ 倍に

15

は

2

した。「タクシーがつかまらない」問

6

20

10

20

1

タクシーの供給台数は増えていない（北京）

中国ニューエコノミーの栄枯盛衰

する「神馬出行」などがある。これ

成都市のタクシー会社が各地で展開

社が運営する「神州専車」
、四川省

汽約車」
、中国最大手のレンタカー会

京最大のタクシー会社がベースの「首

車アプリには「滴滴」のほかに、北

の２倍（つまりタクシーの４倍）ぐら

の２倍ほど、「豪華車」が「礼橙専車」

高いぐらい。「礼橙専車」がタクシー

車」が一般のタクシーと同等か、やや

的な「快車」が最も多い。料金は、「快

の３クラスがある。量の上では大衆

シリーズ以上を差し向ける「豪華車」

移動ニーズの多い日や時間帯には結

「網約車」 を利用している。しかし

日常的にタクシーではなく、ほとんど

れたことは事実だ。筆者も中国では

まらない」問題が一定程度、緩和さ

移動手段の登場で、「タクシーがつか

もちろん「網約車」という新たな

が出ることは避けられない。さらに

効率が高い繁忙期の「流し」に影響

述したように、タクシーとして最も

る。しかしアプリを優先すれば、前

者は相応のメリットを得ることができ

リを利用することで、タクシーの運転

こうしたタクシー専用の配車アプ

ビスが中心である。

の、一般には「専車」と呼ばれるサー

車の注文に応じて車を派遣するタイプ

一段、グレードの高い車両を使い、配

中心的なサービスは、タクシーよりも

る形態やモビリティ関連の幅広い事業

だ「網約車」をアプリ経由で手配す

とは 距 離 を 置 き、 自 社の囲い込 ん

配車アプリ各社も、次第にタクシー

「ネット予 約（網約 ）化」 を狙った

このように当初は既存のタクシーの

されたとは言えない。

はなったが、それによって問題が解決

られることだろう。つまり「便利」に

く自宅やオフィスなどで車を待ってい

は難しい。最大の利点は、路上でな

局のところ「網約車」であっても手配

それは配車アプリの問題というより、

ている。この矛盾をどう判断するか、

りにくくなるという現象も既に起き

走る車の数が減って、ますますつかま

に拘束される車が増え、空車状態で

はアプリの普及が進むことで、予約

業も出てきている。

らはアプリの一部に「流し」のタクシー
いの見当と思えばいい。

「滴滴」の場合、日本車で言えばカ

へと重点を移しつつある。「滴滴」を

の顕れと見ることができる。

の配車機能を持つものもあるが、その

ローラクラスの小型車を配車する「快

はじめとする「総合モビリティ化」へ

シー運転手の個人的なモラルの問題

企業の経営戦略の問題であり、タク

車」
、中型車クラスの「礼橙専車」
、

でもある。

ですでに数千の配車アプリが稼働して

用する動きが広がっている。中国全体

クシー専用の配車アプリを開発、利

自社のみ、あるいはその地域のみのタ

界では、大手の配車アプリとは別に、

こうした流れの一方で、タクシー業

それによって快適さ、便利さは確かに

登場で移動の選択肢は確かに増えた。

本的な解決は難しい。配車アプリの

数まで車の台数が増えない限り、根

の瞬間にタクシーを必要とする人の

需給関係の不均衡によるもので、そ

らない」という問題は、根本的には

タクシー 業 界 密 着の
配車アプリも登場

の動きは、いわば「脱タクシー配車」

いるとの見方もある。また最近、急

増したが、必要な時にすぐタクシーが

中国の都市部で「タクシーがつかま

成長しているタクシー配車アプリ「嘀

つかまるという状況の実現は、なかな

か難しいと言うしかなさそうである。

嗒（ Dida
）出行」のように、配車の
対象をタクシーと乗り合いの「順風

車」に限定し、地方のタクシー業界

と密着して勢力を伸ばそうとする企
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北京のタクシー台数の上限は 6 万 6,600 台
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国で急速に普及してきたモバイル決済は、既に国民生活に欠かせない社会インフラとして定着し
ている。モバイル決済は、単なる決済機能にとどまらず、電子商取引（EC）や資産運用、さら
には個人信用など、そこを起点とした各種サービスの提供を通じて、中国の経済成長のけん引役を果
たしている。

中

中国モバイル決済の現状と行方
帝京大学 経済学部 准教授

員 要鋒

」と「 WeChatPay
」は世界
●「 Alipay
最大級のプラットフォーマーに成長して

循環が生み出され、ともに世界最大級

高まり、ネットワークの外部性による好

同『微信支付』
）
」の集中度がますます

●モバイル決済は市場での集中度が高

おり、親会社は時価総額で世界トップ

のモバイル決済サービスプラットフォー

マーに成長している。現在、飽和状態に

バイル決済を急激に進歩させた最大の

キャッシュレス・消費者還元事業を通じ

る。日本政府は、消費税引上げに伴う

」と
本 で も よ く 見 か け る「 Alipay

中 国のモバイル決 済 といえば、 日

進国とされる中国で

モバイル 決 済 先

それ以 外にも中国銀 聯の

」など数十社がモバイル
東の「 JDPay
決済サービスを展開している。しかし、

年上昇しつつあり、既に９割以上との

場における「 Alipay
（アリペイ、中国語

と「 W e C h a t P a y
（ウィーチャットペイ、

で は『 支 付 宝 』
）
」

は、モバイル決済市

」
、 家 電 量 販 店・ 蘇 寧
「 UnionPay
」
、
大 手・ 京
の「 SUNING PAY

S
N
S

E
C
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ポイント
いため、
「ネットワークの外部性」によ
入りしている。

●セキュリティと利便性の両立や個人

ある中国国内市場から徐々に日本をは

る好循環が生まれる。このことが、モ
バイル決済が普及する鍵となる。

情報保護、データの独占等の問題がま

要因であろう。

てキャッシュレス化を推進している。
キャッ

１．
高まるモバイル決済市場
での集中度

り、世界的にも存在感は高まっている。

じめとするアジア諸国などに進出してお

保険等金融サービス、「淘宝
（タオバオ）
」
等の別の自社サービスに誘導するだけ
ではなく、外部にもインタフェースを

●モバイル決済の普及は、経済取引コ

シュレスの決済手段として、決済データ

」 が 代 表 格 で あ る（ 図
「
WeChatPay
」は中国最大の電子商取
１）
。
「
Alipay
）企業であるアリババグループ

世界中でキャッシュレス化が進んでい

ストの引き下げや中国における「金融

を活用できるモバイル決済への関心度

関連会社のアント・フィナンシャルグルー

」
有 する中 国 最 大の
「 WeChat
と結び付けて展開しているモバイル決済

引（

包摂」対応等を通じて中国経済に莫大

が強まり、日本では参入する企業が相

ビスが 昨 今 乱 立 し

サービスである。

10

」 と「 WeChatPay
」 の２ 社 の
「 Alipay
モバイル決済市場でのシェアは、この数

d

E
C

て、混戦状態にある。

払い」
、
「 au Pay
」な
どモバイル決済サー

な恩恵をもたらしている。

」
、
「
「 PayPay

」はテンセ
プが運営し、
「 WeChatPay
ントグループが 億人以上のユーザーを

提供して成長をシェアしたことが、モ

はじめに

すます重要な課題になる。

10

」を起点とす
●モバイル決済「 Alipay
るアリババの「余額宝（ユエバオ）
」や

図１ 「Alipay」
と
「WeChatPay」のロゴ

」
、
「楽天ペイ」
、
次いでいる。
「 LINE Pay
リヤカーでの行商でも QR 決済（湖南省長沙、18 年）

中国ニューエコノミーの栄枯盛衰

玉）
」とを結び付けて、 年の旧正月に

使用者を爆発的に伸ばすことに成功し

る原動力の一つとなったとも言える。ア

リババは、信用制度の欠ける中国におい

」に匹敵するモ
た。現在では、
「 Alipay
バイル決済サービスへと成長している。

調査報告がある。調査会社の易観によ

」が大きなビジネスチャンス
て「 Alipay
になるものと捉え、直ちにグループ以外

２．
不可欠な社会インフラと
して
中国人は、現金を持たずにスマホだけ

でも利用可能にした。グループから独

ると、２０１９年７～９月における中

で出かける習慣が既に定着しつつある。

」が ・ ％
・ ％、
「 WeChatPay
と合わせて ％のシェアを占め、前年同

」が
国モバイル決済市場では、
「 Alipay

日常的な買い物やバス・地下鉄等の公

5

きる場所も多いことから、さらなるユー

」 決 済 デ ー タ と ア リ ババの
「 Alipay
データを最大限に活用して、アプ

アント・フィナンシャルグループは、

ンケート（ 年）によると、モバイル

中国決済清算協会のモバイル決済ア

３．
フィンテック事業
―決済から投資・保険へ

時期を上回っている。この２つのアプリ

」の運営会社が、今の
立した「 Alipay
アント・フィナンシャルグループである。

39

済データに対する分析等を通して、よ

性」を生じさせている。また、大量の決

会インフラとなっている。そこで、まずは

に感じるぐらいモバイル決済が中国の社

プリ技術によって、現在のスーパーアプ

金融イノベーションと磨き続けてきたア

リの技術と利便性を磨いてきた。つまり、

であることが明らかになった。

を上回っており、最も重要な使用シーン

「資産運用」が既に「生活用品の購入」

決済アプリ利用者の使用シーンとしては、

り質の良いサービスを提供する好循環も

リにまで成長したのである。

年に電気水道等の公共料金支払

」 と「 WeChatPay
」の成 長 過
「 Alipay
程を遡って、モバイル決済が中国の社会

①注文

サービス（登録数 億件超）が実施され、

技術等を活用して、相対的に収益

13

制度の欠ける当時の中国においては、直

買い手に取引する意思があっても、信用

業「淘宝」を始めたものの、売り手と

」
用評価システム「芝麻信用（ゴマ信用）

「余額宝」が運用開始した。そして信

年にマネー・マーケット・ファンド
（MMF）

QR コードによる決済が導入され、

イル化へ移行（同 億件以上）
、 年に

性を高めることができる。

より、たとえ少額であっても資産の収益

融サービスを提供し始めたのだ。これに

性の高い投資活動へと誘導している。い

接相対して取引せざるを得なかった。こ

等の導入により消費者の利便性と使用

」の財富（金融サー
図３は、
「
Alipay
ビス）画面で、
「余額宝（
）
」
、
「理

ツールとして同年 月に運用し始めたオ

にこれまでにない低コストで魅力的な金

わゆるフィンテックによってアプリ使用者

取引信用担保

範囲が拡大、次々と各種サービスを導

財（理財商品）
」
、「基金（投信信託）
」
、「黄

れを解決するため、

入して、現在、世界最大のモバイルおよ

ている。

11

」 は、 最 大 級の
一方、
「 WeChatPay

「余額宝」
（図 ）は 年から始まり、

説明する。

では、
「余額宝」と「互助宝」について

「保険」に大きく分けられている。本稿

M
M
F

13

13

2

」の社交機
サービス「 WeChat
能と中国の伝統的な習慣「紅包（お年
S
N
S

な特徴である（図２）
。

サイトに成らしめ

4

E
C

生み出している。

よう。

インフラとなるまでの発展過程を見てみ

」 と「 WeChatPay
」 は、
「 Alipay
年から利 用 者の決 済 データに基 づき

現金は受け取らないところが多く、不便

」と「 WeChatPay
」
場面では、
「 Alipay
さえあればほぼ対応可能だ。むしろ、

共交通、光熱水費等々あらゆる生活の

13

の市場集中度は着実に高まっている。

93

ユーザーの多い決済アプリは、使用で

6

ザーを引き寄せる「ネットワークの外部

19

」であ
ンライン決済サービスが「 Alipay
る。買い手が商品を確認した後に売り

年のスマホ時代の到来に合わせてモバ

A
I

金
（貴金属投資）
」
、「互助宝
（互助保険）
」
、

事

1

08

09

びオンライン決済プラットフォームとなっ

E
C

手に代金を支払うことになるのが、大き

アリババグループは、 年に
03

E
C
E
C

売り手
Alipay

買い手

▲

④商品確認
▲

▼

⑤売り手へ支払

②入金
▼

10

」は、アリババグループ
「 Alipay
事業の飛躍的な発展の後押しとなり、
後に中国最大の
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53

図２ 「Alipay」
の決済の仕組み

③配送
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当初は画期的な金融商品として預入も
出金も自由にでき、銀行の定期預金よ
り高い利息が得られたため、ユーザーか
ら高い評価を受けた。 年 月末時点
兆

許可を得て、決済データや登録情報等

」の信用システムは公表
「 WechatPay
されていないが、既にスコアシステムを

信用を大事にすることを奨励している。

やすい仕組みであったことから、開設後

に基づき個人等の信用状況に対して評

導入しているといわれている。両社合計

６）は、 年 月に中国人民銀行から

日間で加入者が１０００万人を超え、

価を行う信用スコアサービスである。信

で 億人を超えるユーザーの信用スコア

満たせば、誰でも加入可能だ。分かり

年 月 日時点で 億人を突破して

に

おける取引リスクの軽減から始まった

システムは、実質的に中国の信用制度

用スコアの可視化は、もともと

「相互宝」の保険料に相当する参加

ステムの活用は、これまで何をするにし

いる。

円 ）に上り、 世 界 最 大 規 模の MMF
費の仕組みは明快かつ簡単である。

」各種サービスの基
が、現在「 Alipay
礎となっているだけでなく、宿泊やレン

ても非常に高い取引コストが必要とされ

兆 9000 億 元（約

となったこともある。その後、出金制
カ月に２回の決算日（ 日、 日）が

タルサービス、ローン審査から出国ビザ

間の保障対象者 2279 人、参加者

と、オンラインクレジットの申請やホテ

一定の「芝麻 信用」スコアを超える

サービス等にとどまらない。今では、イ

モバイル決済アプリは、上述の金融

５．
プラットフォームとして

を確立していると言えよう。こうしたシ

限や収益率の低下等の原因により残高
あり、決算日までの間に保障対象の病

は減 少したが、 それでも

日の決算 結 果では、 決 算 期

保険）
」
、
「養老金（年金）
」
、
「教育金（教

9892 万 7000 人で、１人当た

ルチェックイン時のデポジット免除など

月

育保険）
」等に分けられていて、いずれ

りの参加費用は ・ 元と公告されて

ンターネットの入り口（玄関）として、

も手軽に加入できる。
「相互宝」は、

多くのメリットがある一方、低い信用ス

年 月 日からスタートした「芝麻信

４．
信用スコアサービス

いる。

プラットフォーマーのスーパーアプリと

の互助保険商品と似ており、
「芝麻信用」

3

」の「芝麻信用」サービス（図
「 Alipay

」
図７は、
筆者が使用している「 Alipay

コアの場合は、外国へのビザ申請にも支

18

用」を応用した互助保険である。日本

16

のスコア６００以上と一定の健康条件を

ばかりでなく、法人に対しても普段から

なっている。

いる。

年 末は約

10

た中国社会から脱し、経済活動全体の

の残高は

1

の申請等に至るまで広範囲に応用されて

兆 1000 億元（約 兆円）となっ

ている。

年

金額が「相互宝」の参加費である。

」
の
「アント保険」の
図５は、
「
Alipay
画面であり、
「互助宝」
、
「好医保（医療

28

1
20

14

障が出るなどのデメリットがある。個人

28

19

17

図４「余額宝」画面

47

図５「Alipay」の「アント保険」の画面

10

22
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15

気になった参加者へ支払った互助金と管

1

取引コストを引き下げることを通じて中

25

いる。中国人民銀行の個人信用システ

1

理費の合計額を、参加者人数で割った

E
C

9

国経済の発展に大きく貢献している。

30

18

ムは、
「芝麻信用」のスコアを採用して

1

20 10
1

1
図３「Alipay」
の財富（金融サービ
ス）画面

中国ニューエコノミーの栄枯盛衰

のトップ画面である。一番上の４項目は
決済サービスに必要なツールである。
「掃
一掃（スキャン）
」
、
「付銭（支払）
」
、
「収
銭（お金の受取）
」
、
「卡包（各種クーポ

６．
中国経済の高度成長に
恩恵を

部企業にも入り口を提供している。

供すべく、特に金融機関が少なく、金

全ての人々に必要な金融サービスを提

恩恵をもたらしている。金融包摂とは、

対応によって、過疎地域経済にも大きな

イル決済に関するセキュリティ問題はあ

記憶に新しい。それに対し、中国のモバ

依存している。日本の「 7pay
」がセキュ
リティ問題で廃止に追い込まれたことは

や「火車票機票（列車飛行機チケット）
」
、

者は、
「飛猪旅行（旅行手配サービス）
」

とができるサービスである。ちなみに筆

数を基に、
「ネットワークの外部性」に

している。膨大な決済データとユーザー

する各種サービスをグループ内外に提供

活かしながら、決済サービスを起点と

済データ等蓄積したビッグデータに基づ

どを行っている。繰り返しになるが、決

給付金の支給、過疎地域の経済対策な

クを活かして、貧困層に対する保険や

中国では、モバイル決済等フィンテッ

に金融サービスを提供することである。

融サービスにアクセスできない過疎地域

れる。

しばしば登録情報の確認手続きが行わ

て登録できる。しかも利用状況によって、

の３点による多重チェックを経て、初め

人名義の銀行口座、本人の身分証明書

アプリの登録は、実名の携帯電話、本

まり話題にされていない。モバイル決済

ンや電子チケット等）
」
である。その下は、

「我的快递（配送サービス）
」
、
「大麦演

よって生まれる成長の恩恵を独占するの

き、より適切な対応を行い、その効果

訪れる外国人は、登録できないという問

」 と「 WechatPay
」 は、 そ
「 Alipay
れぞれの持つ
と
の強みを

出票（コンサート等チケット購入）
」
、「城

ではなく、外部にもインタフェースを提

の検証も可能になる。

利用者が使用頻度によって並び替えるこ

市服務（都市公共サービス社会保険、

供し、シェアすることによって成長を促

境（海外）
」
、
「医療健康（病院等）
」
、
「信

クシー）
」
、「発票管家（電子領収書）
」
、「出

や、情報産業等新興産業の発展などを

の高い経済取引コストの大幅な引き下げ

大級のユニコーン企業といわれている。

１５００億ドル以上に上り、 世界最

」が外国人観光客専
年 月に「 Alipay

医療等）
」
、「淘宝（

用卡還款（クレジットカード返済）
」等

通じて、近年の中国経済の高度成長を

」を開始した
用の「 Alipay Tour Pass
のは、そのことへの対応である。

図７「Alipay」のトップ画面

アント・フィナンシャルグループの親会

１０００憶ドル以上と推定されている。

」や
競争に関する課題である。
「 Alipay

保護とデータ独占による市場での公正

最後に、データに含まれる個人情報

ではないかとの懸念も生じている。

の独占によって自由な競争が失われるの

どのように保護されるのか、またデータ

個人情報が含まれるデータがどこまで、

している側面が強いと思われる。しかし、

出資等を通じて、新興経済の発展を促

新興企業などにインタフェースの提供や

社であるアリババグループと騰訊控股

19

題があり、そのために決済アプリを起点

の順に並べている。その下にも多くのサー

けん引する原動力の一つになっている。

）への
る金融包摂（ Financial Inclusion

また、モバイル決済の普及は、いわゆ

ビスがあるが、ここでは割愛する。

一方、ビジネスや観光のために中国を

）
」
、「高徳打車（タ

している。モバイル決済の普及は、従来

とする各種サービスも利用できない。

S
N
S

」 を 展 開 している アント・
「 Alipay
フィナンシャルグループの企業価値は、

E
C

」を展開している騰訊控
「 WechatPay
股（テンセント）のフィンテック事業も

S
N
S

11

」 等のモバイル決 済アプ
「 WechatPay
リは、プラットフォーマーとして、他の

は、 年末の世界時価総額ランキング

第 位と第 位に成長し、世界で最も

７．
中国モバイル決済におけ
る課題

いる。

評価される中国の代表的な企業になって

9

19

8

モバイル決済の信用はセキュリティに
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E
C

」は、
「 Wechat
」
「 WechatPay
を活用して、類似の金融サービスと外

図６「芝麻信用」
のスコア画面
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不況に喘いでいた中国の自転車産業の救世主として登場したシェア自転車は、凄まじい勢いで拡大し、
自転車業界に巨大なインパクトを与えた。しかし、自転車の放置や過剰投入された自転車の保管・
処分等の問題を受け、事業に対するルール化を契機にシェア自転車の勢いはジェットコースター的な急
降下を始めた。それでもなお、シェア自転車が事業の柱となっている中国自転車業界の現状を探る。

中国・シェア自転車の
「ジェットコースター的」展開
―変わる競争の方向と当面の展望―

はじめに
筆者は 年前、本誌において中国の
シェア自転車の登場と急拡大について論

ティブユーザーは登録数の半分かそれ以

下とみられる。

多数の運営事業者が参入していたもの

の質的向上にも役立ったこと、②しかし、

自転車業界にとって福音となり、自転車

自転車の登場と急拡大が、不況に喘ぐ

ストワンマイル需要に応える形で、運営

滞の回避や、地下鉄の延伸等に伴うラ

場したのがシェア自転車だった。交通渋

況に喘いでいた。そこに救世主として登

問い合わせたが明確な回答がなかったた

開にあたり、当該地方政府にその可否を

置型シェア自転車ビジネスの都市での展

③様々な問題はあるものの、短期間で

う危うい拡張競争が展開されたこと、

毎年 桁ずつ増える凄まじい勢いで拡大

たとされ、その後 年の間に投入台数が

シェア自転車は中国では 年頃始まっ

着したこと、④将来は情報通信技術が

は ～ 社程度だったとされるが、 年

していった。運営事業者数も 年段階で

資金に依存しながら陣取り合戦を展開
した。中国のシェア自転車は基本的に

38

注７

台水準にとどまっていた内需が 年に

年で、年間 2000 万～ 2200 万

に巨大なインパクトを与えた。直近

シェア自転車の急拡大は自転車業界

自 転 車 業 界の急 旋 回と
ジェットコースター的急降下

挑戦した。

。両社

つの創業メンバーの一人によれば、放

48

昇の後に急降下するジェットコースター

が可能な手軽な移動手段であった。登録

クレス
（駐輪施設なし）
で自転車の
「放置」

レスで済ませることができ、さらにドッ

からの発注に応じ、シェア自転車への依

いた主要メーカーはこぞって運営事業者

わった（図 ）
。生産能力を持て余して

内需の 分の がシェア自転車に置き換

3000 万台以上に拡大しつつ、かつ

「バブル終幕」 注３
と
的な展開を見せ 注２、

ユーザー数は 年の 1886 万人余り

るのかについて、筆者の視察・調査結果

況にあり、どのような方向性を有してい

幕」以降、シェア自転車がどのような状

干の回復）で推移している 注５。なおアク

いないし漸減（情報によっては 年は若

した 注４。 年から 年にかけては横這

相成った。
本稿では、中国のシェア自転車の展開

から 年に 億 2100 万人に急拡大

分 元程度で乗れ、支払いもキャッシュ

1

を簡単に振り返ったうえで、
「バブル終

16

2

19

18

19

2

の保管・処分が問題となって、交通運

転車の放置や過剰に投入された自転車

しかし、交通の妨げになるほどの自

存度を深めた。

1

3

24
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もふまえて報告したい。

シェア自転車サービスの
急拡大

とモバイク
の、投入台数シェアでは ofo
が他を圧倒し、 年段階ではそれぞれ全

そこでは運営事業者（プラットフォーム）

事業者の参入が相次いだ。シェア自転車

め、見切りで開始したという

～ 年頃、中国の自転車産業は不

が利益モデルを確立できないまま、余

は、だぶついた社会的資金の行き先とな

は低料金で陣取り合戦を展開し、日本

じる機会を得た 注１。そこでは、①シェア

剰資金の流入に支えられて、シェアリン

り、各種ファンド経由で莫大な資金を呑

シェア自転車が市民の移動手段として定

つなぐスマートシティの一部を構成する

に 社、 年上半期には 社が、外部

2

可能性があること――を指摘した。
果たして「大量生産・大量消費的」
陣取り合戦は続かず、2017 ～ 年

16

30

3

15

15

70

3

17

2

17

1

体の ％と ％を占めた 注６。この 社の

グエコノミーの趣旨に反するような「大

を含む海外にも進出してサービス提供に

17

み込んでいった。

16

量生産・大量消費的」陣取り合戦とい

15

2

にかけて、中国のシェア自転車業界は上

18

30 2

1

17

慶應義塾大学 経済学部 教授

駒形哲哉

中国ニューエコノミーの栄枯盛衰

ではまだユーザーの多くは

転車は 台のみ。また 台は電動自転

車で、残る 台はシェア自転車だった。

シェア自転車は市民の足として定着し、

かモバイ
ofo

本
クを利用しており、同年 月に ofo
社を訪問した時には同社は３０００人

地方政府も都市交通の一部に組み込んで

余地が狭まり、資金の流入の勢いも止

たが、この「指導意見」を境に拡張の

は先行して新規投入を制限し始めてい

境にシェア自転車の拡大にブレーキがか

でかけていたものがあった。 年 月を

り延べて自転車を調達し、追加発注ま

メーカーや部品メーカーへの支払いを繰

撤去されていた。

朽ちるままに放置され、そして夏には

ていた 。そして 年春になると ofo
の自転車は回収・配置換えもなされず

に激減しており、海外事業から撤退し

ファニーブルー）の自転車が台数を増

ある。このほか、白（＋青）
、緑（ティ

の黄色が消え、モバイクのオ
だ。 ofo
レンジは美団の黄色に置き換わりつつ

変わったのは、まずシェア自転車の色

ドルとのことであったが、そこには 億

ことが明らかとなった。海外事業もほと

んど撤収し、 年からはアプリとイメー
ジカラーの切替えが始まった。

それでも終わらない中国の
シェア自転車

では中国のシェア自転車は「終わった」

のかと言えば、答えは否だ。 年 月

写っている自転車は車に半分隠れている

16

注９

まり、同年下半期には撤退・破綻が生
じた。各種報道によれば、運営事業者

ビスの「美団点評」
（最大株主はテンセ

査せずに受注してきたメーカーは売掛
金が回収できなくなった。世界最大規

ント）に買収され、モバイクの象徴的存

数は 年後半には 社ほどに、さらに
各地で投入制限が強化された 年には

社も 年

模の完成車メーカーである

には国内向けでは台数ベースで 割を

は後に同社を去った。買収価格は 億

け供給台数は 年には前年の 分の
に縮小している。

は利益メカニズムを形成できない
ofo
まま資金調達に行き詰まり、自転車メー
カー（上海の鳳凰自転車）や回収・再
配置・メンテナンスの委託業者からの訴
訟を抱え、多くの都市で事実上の退場
を迫られた。

10 37

8

に天津市街で撮った写真１を見ると、

19

6

6

筆者はこの 年間、主に天津、北京、

19

A

上海でシェア自転車を観察してきた。
18

7

4

シェア
内販
（除シェア）
輸出

（年）

2018
2017
2016

在であった胡瑋瑋女史ら従前の経営陣

特需で自転車の内需は急拡大したもの

シェア向け供給に依存していたが、主要

1,000

0

5,927
2,000

1,190

抱えることとなった 注８。

の、翌 年にはシェア向け供給が 分の

5,000

6,000

5,640
5,755

893

1,950
7,000

1

ドルの債務の継承が含まれており、モバ

17

の経営行き詰まりにより「数
供給先 ofo
カ月分の利益」に相当する不良債権を

社程度まで減少した。 年にはシェア

4

8

19

18

17

A

イクもまた経営が成り立っていなかった

17

18

40

4,000

3,000

18

500
2,000
300
8,000

やしている。白はアリババの出資によ

かると、運営事業者の支払い能力を精

5

に縮小し、内需は前年の 割まで落

ち込んだ。

の社員を抱えていた。ところが同年秋

いる。

1

に再び訪問した際には社員は５００人

1

る「ハロー出行」
（ 年サービス開始）

実は、運営事業者の中には、完成車

自転車業界の混乱とシェア
事業者トップ の
「退場」

4

と共にシェアを二分してき
他方、 ofo
たモバイクのほうは 年 月に出前サー

（出所）中国自行車産業大会 2019 年 11 月 23 日。

3

輸部等 部門から、事業のルール化を
意図した「インターネットレンタル自
転車の発展を奨励・規範化することに
関する指導意見」
（ 年 月 日公布）
2

が正式に公布されると、ジェットコース

8

ターは急降下を始める。既に一部地域で

2

10

17

社のシェア向

（万台）

9,000

18

3

ものを含めて 台。うち個人所有の自
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17

1
年の春の段階において、北京、天津

写真１．自転車の多くはシェア自転車（於天津市街地、19 年 8 月）

10
図１ 中国自転車生産台数と輸出内販構成
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第 の変化は、電動アシスト自転車

年も基本的に変化は無かった。

の生産ライン 本のうち 本が日本向

年 月に筆者が訪問した際、B 社

台のシェア自転車のうち３台は電動アシ

け、 本はシェア自転車の組立てを行っ

が登場したことだ。実は、写真１の５

スト自転車だ。電動アシストタイプは
年はまだ登場したばかりだったが、

ていた。同社は支払いの確実なモバイク

なるとみている。美団は食事と移動との
業で、 年代には日本向け OEM 自転

（図 ）
。同社は 年に創業した民間企

行っているB 社の供給構成を見てみよう

ここで天津において日本向け生産を

筆者は 年 月、モバイクとハロー

生産ライン 本のうち 本は電動アシ

した美団から受注しており、シェア向け

能債権はなく、現在はモバイクを買収

のみと取引きをしてきたため、回収不

連動を、アリババは支付宝を通じたユー

車、内販用自社ブランド自転車を手掛

スト専用となっている（写真３）
。

1

時速 ～ キロは出るので、 分 元
15

3

では、
「インターネットレンタル電動自

先の交通運輸部等による「指導意見」

と称しつつ、実はフル電動走行が可能だ。

通信技術を活用して、利用管理をより

きいはずなので、運営事業者には情報

損失のインパクトは自転車のそれより大

第 の変化は相次ぐ値上げだ。 ～

年は、デポジットを流用・運用しつつ、

大量の自転車のバラ撒きと価格競争で

た。地域行政の管理が強化されたこと、

わぬ放置はかなり抑制されるようになっ

定され（写真４）
、以前のような、所構

導の強化だ。至る所に駐輪スペースが設

行）
」が出され、デポジットが廃止され

運輸新業態ユーザー資金管理弁法（試

部、人民銀行等 部連合による「交通

された。しかし、 年 月に交通運輸

顧客を囲い込もうとする消耗戦が展開

位置情報の精度が向上したことと、個

人履歴と連動したユーザーのペナルティ

はこれに先立つ 年 月から
た。 ofo
年上半期の間、デポジットの返還を

第 の変化は駐輪スペースの整備と誘

スト型の需要は極めて大きい。

ある 。だが、観察の限りでは電動アシ

電動アシスト型のシェア推進には議論が

厳格に行うインセンティブがある。

電動アシスト車の場合、 台当たりの

写真３．美団向けシェア専用電動アシスト自転車生産ライン（B 社、
19 年 11 月）

転車の発展を奨励しない」としており、

という価格設定では
（天津では）
タクシー

（出所）B 社における聴き取りにより作成（2005 年 8 月 31 日、2010 年
3 月 23 日、19 年 8 月 21 日、11 月 22 日）

シェア自転車の受注台数は 年の 倍に

ザー情報の取得を、滴滴は配車とシェア

出行の電動アシスト自転車に試乗した。

本の事業を柱としていた。しかし

8

年代に入り内販用電動自転車は競争力

電動車内販
（自社ブランド）

自転車内販
（シェア向け）
電動車輸出
（OEM)

2

求める１６００万人のユーザーのうち、
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で、緑は配車アプリの「滴滴出行」の
出資による「青桔単車」
（ 年サービス
開始）
だ。
滴滴は 年に経営破綻した
「小

社はシェア

藍単車」を先に買収しており、青桔へ
の置き換えを進めている。

2

け、その後内販用電動自転車を加えた

年には既に定着している。

5

3

19

20

よりも割安となる。いずれも「アシスト」

自転車輸出
（日本向け OEM）
自転車内販
（自社ブランド）

16

自転車に関しては現在専ら青桔向けの

11

3

15

3

が強化されことによるものだろう。特に

12

2010

20.5

2004

19

を失い、直近では事業の柱はシェア自転

（万台）

1

6

18

19

10

2

120

車と日本向け OEM となっており、

40

2018 （年）
40

1995

40
5

0

35
40
60

6

生産を行っており（写真２）
、 年には

19

2

自転車との補完をそれぞれ狙ってのシェ
ア自転車への出資とされる 注 。

写真２．工場屋外で出荷を待つ青桔単車向け自転車（A 社、19 年 11 月）

94

35

20

37
80

4

19

18

A
19
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00

7.5
40
100

17

19

3
図２ B社の生産台数推移

20

18

17

中国ニューエコノミーの栄枯盛衰

２００万人にしか返還することができ
なかった 注 。
消耗戦を生き残った運営事業者は、
年から一転して値上げにより採算の

されており 注 、地方政府による投入制
限と管理の継続が必要となっている。

おわりに

しているわけではない。事業者に関して

管理を強める地方政府も、排除を目指

市交通の一部と位置付け、秩序維持の

市民の足として定着しており、これを都

自転車の爆発的普及が示すこと―」
（本誌

アリングエコノミーの中国的展開―シェア

り・拡大とその背景については拙稿「シェ

注１：中国におけるシェア自転車の始ま

年 月号）参照。

利用効率向上を通じて経営の改善をは

下用戸占 成，用戸規模回昇」
（比達網、

共享単車報告： 歳以
注２：「 2019Q1

は、その顔ぶれが変わりつつ、値上げと

内需を大きく押し上げ、沈滞していた

かる競争に転じている。

中国のシェア自転車は 年に自転車の

自転車業界を活気づけた。しかし、地

年 月 日において同様の表現が用いら

のように運営事業者の淘汰、シェア向け

し、ジェットコースターが急降下するか

依存した事業者間拡張競争が限界に達

都市・中小都市へのサービスの拡大があっ

なお事業の柱であり、更新需要や内陸

メーカーにとってシェア自転車の生産は

要の急激な収縮を経ても、一部の自転車

長至 億５５００万人、有効改善居民出

注４：
「２０１８年共享単車用戸規模増

注３：
『日本経済新聞』 年 月 日。

れている。

また、一時の急拡大期が終焉し、需

ると、これに他社も追随した。ただし、

自転車の生産収縮が起こった。
そしてシェ

行結構」
（中国産業信息、 年 月 日）

分に戻しつつ利用料は ・ 元からとす

値上げはアクティブユーザー数に影響を

て、専用自転車の生産は回復の兆しさ

及ぼしているとみられる。

消えていく激しい変化をみた。
しかし、シェア自転車は中国において

運営事業者への巨大 IT 系資本の出資

な意味をもっていることを強調したい。

の展望には後者の位置付けがより重要

産業の一部としても位置付けられ、今後

車産業の一部としてだけではなく、情報

注９： 年 月 日、 月 日聴き取り。

注８： 年 月 日聴き取り。

注７： 年 月 日面談。

報告』 頁。

車産業深度調研及未来発展現状趨勢預測

年共享単
注６：中研普華『 2018-2023

注５：前掲比達網。

は、シェア自転車の存立のカギが、他の

注 ：邱暁芬「焦点分析 変色的共享単

ただし、シェア自転車ビジネスは自転

ただし、数字は出所によって差異がある。

変わる競争の方向
各運営事業者は利用料を引き上げる
と共に、スマートロックの本来の情報機
能を活用して投入車両の利用回転率を
高め、利用料収入で可能な限り運営費
用を賄おうという方向に向き始めてい
る。

ビジネスとの連動やユーザーがもたらす

情報を通じた他ビジネスとのつながりに

諸情報の他ビジネスへの応用といった、

４日）
。

、 年 月
車、変味的巨頭遊戯」
（ 36kr

人自転車産業振興協会「自転車産業ビジョ

◆本稿で紹介している調査は、一般財団法

注 ：注 に同じ。

（

僅余７８３・５万」
領跑共享単単市場、 ofo

財経社、 年７月 日）
。

ン」プロジェクトの資金と慶應義塾学事振

注 ：同右。

9
興資金によって行われた。

19

地方政府の投入制限も採算改善に
有効に機能しているとみられ、総量を
190 万台余りに制限した北京では、

11

注 ：
「哈囉月活躍用戸規模６３００万

3 11 10

あることを示している。

10

23

日 台あたりの回転率は 年上半期

14 20 11

19

の ・ 回から 年上半期には ・

回へと改善されている 注 。ただ、運営
事業者各社の大都市での投入増大イン

15

4

1

11

19

19

2

18 19 18 87

10

84

選択）の誤り、後者は事業譲渡により

え見せている。

方政府の投入規制を機に、外部資本に

35

改善をはかり始めた。一部の運営事業
者が利用料を一部地域で従前の 分
元から 分 元に値上げすると他社が
追随、値上げは他の地域にも拡大した。

18

13

とモバイクのブランド
アを二分した ofo
が、前者は経営的意思決定（自力再建

秋には一部運営事業者が再び初乗り

16 8

30

0

10

5

18

センティブはなお強く、許可台数を上回

写真４．歩道に設置された駐輪スペース（主にハロー出行が駐
輪中、於天津、19 年 8 月）

1

12

11

13 12 A
I

19

1

7

る投入や許可地域以外での投入が報告
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吉林省をめぐる物流拠点の整備
吉林省経済発展のボトルネックへの対応

東北振興政策実施以来、吉林省経済
中辺りにある。中国・朝鮮・ロシアの３

区に位置し、地理的には東北地方の真ん

いたばかりでなく、国際文化交流の重要

対外経済にとって卓越した強みを持って

キロの距離でしかなく、
「辺疆近海省」

シアの沿海州と接していて、国境線の長

北朝鮮の羅津港は、四季を通じて永

２．
羅津港

である。総敷地面積は 万平方メート

久に凍結しない港、いわゆる「不凍港」

さは 246 キロ、琿春通商口と琿春鉄

の咸鏡北道と向き合っており、国境線の

琿春の西南側は図們江を挟んで、朝鮮

と言われるような港湾のない吉林省の

湾としては、
遼寧省の大連港だけである。

ル、３つの埠頭、 カ所のバース、貨物

の年間のスループット能力は 300 万

張明

圏河通商口と沙坨子通商口が朝鮮と通じ

ルに達する。設備改造を経て、羅津港

る。また、中国とロシアをつなぐ鉄道も

１万トン級の貨物列車を多数収容でき

吉林財経大学 外国語学院 専任講師

せざるを得ず、その場合の輸送距離は

ており、貨物や旅客が行き来している。

の最大停泊能力は５万トンに達する見

トン、貯蔵面積は ・ 万平方メート

長く、コストは割高となり、これが吉林

圏河通商口の向い側には北朝鮮の羅津・

琿春南部の防川から図們江に沿って約

北朝鮮北部の清津港は、東港と西港

３．
清津港

船を受け入れ可能である。

ープット能力を有し、２万トン級の貨物

あり、毎年 800 万トンの貨物のスル

キロ下ると日本海にたどり着く。図

516 キロ、中国・朝鮮・ロシアを跨

們 江は長 白 山の東 側から発し、 長さ

埠頭の距離は毎年平均で約 ・ メー

離れており、人工防波堤に守られ、両

に分けられている。両埠頭は ・ キロ

糧、鉄鋼、マグネタイトやその他鉱産物

び新潟港とも通じていたようで、主に食

という政策を打ち出した。その候補が、

いでおり、吉林省から直接日本海へ入る

トル膨張している。この港は、暖流の影

アの国々との親善交流を結ぶ通路とな

清津港には近代的な荷役施設と７カ

部の沿海州ハサン地区・ポシェト湾に位

る「ザルビノ万能型港湾」はロシア南東

４．トロイツァ港
（旧ザルビノ港）

などの貨物を輸送していた。

清津港は、過去には日本の舞鶴港およ

ロシアのトロイツァ（旧ザルビノ港）で

唯一の水上航路となっている。歴史的に

響を受けていることから不凍港となって

１．
琿春の概況

り、国境貿易が盛んに行われていた。こ

所の貨 物 集 積 所 があり、5000 ～

中国とロシアの両国が協力して開発す
琿春は中国東北地方の国境地帯、吉

の特殊な地理的優位性により、琿春は

ある。

林省東南部の図們江（豆満江）下流地

も潜在的な候補地となっている。

～ キロの距離にある北朝鮮の羅津港と

あり、さらには羅津港の南にある清津港

は一時的だがこの航路を通り、琿春は

おり、潮汐の落差は ～ センチほど

7

4

4

0

30

吉林省琿春（日本海へ出る拠点）から

3

中原地帯と日本やロシアなどの北東アジ

15

「借港出海」
（港を借りて日本海へ出る）

省経済の発展のボトルネックになってい

かつて吉林省への貢献が期待された日本海横
断航路

込みである。

長さは 130・ キロである。そのうち、

38

先鋒自由経済貿易区がある。

しかし、大連港までは鉄道輸送を利用

10

る。この難局の解決策として、吉林省は

5

他の中国国内への輸送用に利用される港

道通商口でロシアと通じている。

言えば、吉林省は日本海までわずか

は大きな発展を遂げてきた。地理的に

－
な基地ともなっていた。

－
カ国の国境が交差し、琿春の東南側はロ

Local Voice
諸々の特産物や製品の輸出入、あるいは

15
50
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20

60
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置し、中国の国境から キロの地点にあ
る。ここもロシア極東地域における不凍
港であり、鉄道および道路を通じて、ロ
シア内陸部や琿春とつながっている。
中ロを結ぶ「琿春〜マハリノ国際鉄
道」は全長 ・ キロ（中国国内 キロ、

春からカメショワヤ駅まで鉄道の試運転

そこで中ロ両国は、協力して港湾の改
修に取り組むことを決定した。 年

専用埠頭の設置も
「ザルビノ万能型港湾」

月に開催された「アジア信頼醸成措置

提供するなど、中国をはじめとするアジ

国の穀物貿易に先進的な輸送インフラを

の重要な構成要素となっていて、中ロ両

は国家海関（税関）総署より正式に認

会議（CICA）
」の上海サミットでは、

アの食糧安全保障を確保する上でも大い

を始めた。2001 年に、琿春鉄道港

可を受けた。運転当初の貨物取扱・検

中ロ両国のリーダーが見守る中、吉林省

検査能力は延べ 万人 / 年であったの

計画では、老朽化した港湾に新たな

おいて、中ロ両国の重要協力プロジェク

ルビノ万能型港湾」の建設協力の枠組

建設を行い、コンテナ輸送を中心とする

トの締結式が開催された。吉林省とスマ

に対し、その後の貨物取扱・検査能力

国際貨物輸送港湾に生まれ変わらせる

グループは、
「ザルビノ港琿春物流セン

合意に調印した。

という。
「ザルビノ万能型港湾」の年間

ター」設立の基本合意に調印した。
「ザ

は延べ 250 万トン / 年、旅客の取
扱・検査能力は延べ100 万人に達し

の貨物取扱量は 6000 万トンに上り、

ルビノ港琿春物流センター」プロジェク

様々な要因により、 年 月に停止さ
れた。その後、中ロ両国の努力により、
年 月 日に運営が再開された。

10

林省が抱える「海への出口がない」とい

平洋地域との協力が促進され、同時に吉

進み、中ロ両国の極東地域とアジア・太

よび中央アジアとの輸送ルートの開拓が

港「先行発展区」の連鎖的発展を追求し、

せ、琿春国際合作モデル区とトロイツァ

通輸送物流の中核的役割をより発揮さ

本プロジェクトの実施は、琿春国際交

済協力区の設立を目指している。

モデルの構築と、それに伴う中ロ越境経

る。中ロ両国は共同によるビジネス協力

の物流需要をさらに呼び込もうとしてい

通関手続きの便利化を図ることで、中国

ロシア側では関連法規の整備を行い、

もつながることが期待される。

の分野におけるハイレベルの協力促進に

さらには吉林省とロシア極東地域の多く

物流などの業務を展開する。

あり、主に貨物輸送、倉庫保管、保税

14

う問題も解決されるだろう。また、穀物

これにより、アジア・太平洋と欧州お

年 月、ロシアの首都・モスクワに

た。 年に正式に運営を開始したものの、

北東アジア地域最大の港湾となって、当

トロイツァ港のあるザルビノは港湾都

があり、埠頭の長さは 650 メートル、
水深は ・ ～ メートルで、 万ト

の港湾はインフラ設備が老朽化し、中国
が求める港湾利用のニーズに対応できな
くなっている。

されることが期待される。

トの計画総面積は 310 ヘクタールで

５．「ザルビノ港琿春物流
センター」
と中ロ経済協力

査能力は延べ 万トン / 年、旅客取扱・

5

にプラスとなるに違いない。

14

とロシアの港湾会社スマグループが「ザ

北朝鮮国境（図們江）

該地域の物流・輸送環境が大幅に改善

市型集落であり、創設は 1928 年

化されたという。

れた。ソ連の崩壊後、 年 月に民営

て開港、 年には商業港として登録さ

すなわち現在のトロイツァ港は漁港とし

傾向にある。 年 月、旧ザルビノ港、

年では 5306 人となっており、減少

港の人口は 3421 人であったが、

月 日である。 年の調査でザルビノ

10
89

中国外 ・ キロ）
、西は琿春鉄道港乗
換駅から東はロシアハッサン区のクラー
スジノー町までつながり、露朝極東国際
鉄道に接続している。
「琿春〜マハリノ国際鉄道」は、国連

6

現在、トロイツァ港には つのバース

92

開発計画（UNDP）が提唱した図們

5

3

4

江地域開発における国際協力の重点プロ
ジェクトである。日本海〜ロシア〜中国

17

82

ン級の船舶が停泊できる。しかし、既存

1

〜モンゴルの国際陸海連結輸送の巨大

50

50

08

81

10

通路および琿春国際協力モデル区の国
内外交通ネットワークを構成する重要な
一部分であるだけでなく、吉林省からロ
シア向けの貨物輸送の唯一の鉄道でもあ
る。1993 年に中ロ両国は鉄道建設

04

02

12

18

を開始し、 年に竣工した。 年に琿
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動向

よび簡易手続・小額迅速裁決手続が適用される民商事案
件では、開庭審理の延期回数はそれぞれ２回および１回を
超えない。
（4）裁判所は案件の立件・審理期間、審理期限の延長、
および開庭審理延期の状況と理由を速やかに当事者へ公
開する。それに対し、当事者が異議を唱える場合には、裁
判所へ着実に監督すべき点を申請することができる。
この規定の公布により、審判期間短縮のための制度上の
保障がなされ、当事者の知る権利と監督権の保障に有利と
なり、この規定が実施されることで、案件のより迅速な審
判が可能となります。

3. 複数の措置の採択、
「執行難」
の有効な解決
判決を勝ち取っても、相手方が資産の悪意の移転などの
方法により、判決の執行を拒否すれば、判決そのものが一
枚の空文になってしまいます。このような長期に渡る「執行
難」の問題を効果的に解決し、勝訴した当事者の権利と利
益の実現を適切に保障するため、最高人民法院は 16 年か
ら一連の執行強化の措置を打ち出し、顕著な成果を上げて
きています。
（1）被執行者は高額消費が制限され、
「ブラックリスト」に
載せられます。被執行者が判決の履行を拒否した場合には、
裁判所はこの者に対して高額消費制限措置を採り、飛行機
や高速鉄道への搭乗、星付きのホテルでの宿泊、旅行、家
屋購入などを制限することができます。さらに、一定の条
件を満たしている場合、裁判所はこの者を信用失墜被執行
者リストに載せることができます。信用失墜被執行者は高
額消費、出国、子供の教育、就業、銀行ローンなどの各方
面でいずれも非常に大きな制約を受けます注 2。
（2）判決や裁定の執行を拒否する犯罪行為は厳罰に処され
ます。判決を執行する能力があるにもかかわらず執行を拒
否した場合、裁判所は、該当者を勾留することができ、かつ、
資産の隠匿または移転、虚假報告など情状が悪質な違法
行為があり、判決・裁定執行拒否罪が適用された場合、該
当者は、3 年以下の有期懲役、拘禁刑などの刑事処罰に処
せられます。16 年から、判決の執行を拒否する当事者に対
「執行難」の問題が改善さ
する取り締まりが強化され注 3、
れました。
（3）部門間連携の強化により被執行者の行方と財産を追
求します。裁判所は現在、既に全国オンラインシステムを
構築しており、公安部、自然資源部などの 16 の組織や

金誠同達法律事務所
シニアパートナー・中国律師 趙雪巍

3,900 社余りの銀行等の金融機構と連携し、被執行者の銀
行口座、不動産、自動車などの主要な財産に対する「一斉
摘発」を実現することで、被執行者による財産の隠匿、自
身の雲隠れまたは執行逃れの行為を抑止しています。
（4）インターネットオークションを通し、財産現金化の難題
が効果的に解決されています。目下、中国の裁判所は全面
的にインターネット司法オークションを普及させ、オークシ
ョン成約率や割増率は以前に比べて倍増し、被執行者の財
産現金化による利益最大化の実現に成功しています注 4。例
えば、飛行機や汽船、生鮮食品、携帯電話番号などの以
前は現金化が困難であった目的物も、インターネットを通
じて競売を成功させています。

4. まとめ
近年においては、立件登記制度、繁雑・簡素案件分割シ
ステム、審判管理制度、裁判文書公開サイト、多様化紛争
解決システム、および情報化システム構築などの一連の司
法改革の実施に伴い、中国の民商事審判の質は目覚ましい
向上を遂げました。世界銀行の 19 年度の商取引環境報告
では、中国の「司法手続の質の指標」は 15.5 ポイントで世
界第 2 位となっています。今後は、前述したように、最新
の一連の民商事審判改革の継続的な推進によって、中国の
民商事審判はさらに公正かつ効率的なものとなり、当事者
は訴訟を通して、自らの合法的な権利と利益をより円滑に
実現することができるようになります。

注 1： 10 年の指導性案例制度の確立後から、19 年の末までに、
最高人民法院は合わせて 24 回に分けて 139 の指導性案
例を公布している。
16 年から19 年 3月までに、
注 2： 最高人民法院の統計によると、
全国の裁判所で信用失墜被執行者リストが累計で 1,322
万件公開されており、366 万人が懲罰に耐えられず自発
的に法的義務を履行した。
注 3： 16 年から19 年 3 月までに、裁判所が判決裁定執行拒否
罪をもって刑を言い渡した犯罪者は 1 万 3,000 人で、勾
留者は延べ 50 万 6,000 人にのぼる。
注 4： 19 年 3 月から、全国の裁判所ではネットオークションが
合わせて 110 万回行われており、成約数は 31 万件、成
約額は 6,863 億元、目的物の成約率は 68.7%、割増率は
61.3% にそれぞれ達した。
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中国の民商事審判制度改革の新たな

当社は中国で設立された外資企業です。ある一つの債権を長期的に有効に回收できていないので、
債務者を提訴しようと考えています。しかし、以前私たちが耳にしたところによると、中国では訴訟
にとても長い時間を費やすことになり、しかも裁判の結果は、必ずしも公平かつ公正に下されるわけではな
く、また、たとえ勝訴したとしても、相手方が判決を履行しなければ、判決も一枚の空文に等しくなり、ど
んな役割も果たさないとのことです。このような見解は、果たして正確なのでしょうか？また、中国の民商
事審判制度において、最近はどのような新しい変化があったのでしょうか？
企業は経営の過程において様々な紛争に遭遇します。紛争を交渉で解決できない場合には、訴訟
や仲裁を提起することが企業の採るべき手段となります。長期にわたり、中国の裁判所の民商事審
判の過程では、確かに多くの欠如と不足が存在していました。しかし近年では、中国では多くの新たな規
定が打ち出され、司法の公正さの水準も向上しています。以下、中国の民商事審判制度の近年における
いくつかの最新の改革動向について、要点を絞ってご紹介致します。

1.「同案同判」
の発想の確立、
裁判の公正性の向上
司法の公正さを実現するためには、必ず「同様の案件に
対する同様の裁判結果」
（同案同判）を遂行しなければな
りません。しかし、中国では基本的に判例法を採用してい
ないため、裁判官は既存の判決結果に拘束されず、非常に
大きな自由裁量権を有しており、同様あるいは類似の法的
問題に対し、中国の異なる地区や異なる階級の裁判所、さ
らには同一の裁判所の異なる時期に行われた裁判におい
て、いずれも頻繁に食い違いを引き起こしています。このよ
うな「同案異判」は、中国の民商事審判での難題となって
おり、司法裁判における公平さと公正さに著しく影響を及
ぼしています。
この問題に対し、最高人民法院は 2010 年から定期的に
典型的な案例を選んで指導性案例として発表しています。
各級の人民法院は指導性案例に類似する案件に遭遇した際
に、指導性案例の裁判の要点を参照して裁判を行うべきと
しています。しかし、指導性案例の件数は比較的少なく注 1、
指導性案例以外の案件の類型に対しては、裁判所は審理
の過程で従来の判決の拘束を受ける必要はなく、
「同案異
判」の問題は依然として際立っています。
19 年 7 月に、最高人民法院は「全国法院民商事審判工
作会議」を開き、この会議で「同案同判」の考えを確立し、
裁判の基準を統一し、自由裁量権の濫用を効果的に防止
する必要性が明確に提起されました。民商事裁判官は難解
かつ複雑な案件や新しい種類の案件を審理する際に、類
似案件の検索を行い、仮に過去に当該案件にかかわる相
応の核心的な法的規則があったならば、その規則が当該案
件に適用できるか否かを確定させる必要があります。もし、
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適用できない場合は、その理由を明確に説明すべきとされ
ています。各級の裁判所は実際の状況に基づき、類似案件
を検索する期間、地域、審級などを早急に規範化しなけれ
ばなりません。
中国では成文法を採用していますが、判例を重視して裁
判基準を統一する司法方針は、現在のすう勢となっており、
このことは中国の民商事審判の公正さと予見可能性をさら
に向上させることになります。また、訴訟における類似案
件の検索・研究報告書の作成も、各企業が今後の訴訟に
備え取り組む必要のある重要な業務の一つになります。

2. 審理期間の厳格な制限、
審判効率の向上
中国の「民事訴訟法」では案件の審理期間に対する規定
が設けられていますが、実務上、審理は期間を超過し、案
件の結論が長期に渡り先延ばしとなる事例が各地で多く発
生しています。この問題を解決するため、最高人民法院は
18 年 4 月に「民商事案件の審理期間延長と開庭延期問題
の厳格な規範化に関する規定」を公布し、19 年 3 月に改
正が行われました。本規定では民商事案件の審理期間に対
して以下の具体的な要求が提起されています。
（1）各種案件の審理期間を再度明確化する。普通手続、
簡易手続が適用される第一審案件の審理期間は、それぞれ
６カ月以内、３カ月以内とされ、判決、裁定に対する上訴
案件の審理期間は、それぞれ３カ月以内、30 日以内とする。
（2）審理期間延長を要する特別な状況が法律によって認め
られている場合には、裁判所長へ申請し、事情と理由を詳
細に説明する。再度延長する必要のある場合は、上級の
裁判所へ申請しなければならない。
（3）開庭審理の延期回数を厳格に制限する。普通手続お
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■ 1/8 新年賀詞交歓会を開催

当協会と日本国際貿易
促進協会との共催による
恒例の新 年賀 詞 交 歓 会
を、ホテルニューオータ
ニにて開催した。当日は、
日中間の現在の活発な経 冒頭挨拶する宗岡会長
4/24
済交流の状況を反映し、
両団体の会員企業や政官各界から約 500 人の参加が
あった。冒頭の当協会・宗岡正二会長、孔鉉佑・中国
駐日本特命全権大使の挨拶に続いて、河野洋平・日
本国際貿易促進協会会長による乾杯の発声が行われ、
その後は参加者が和やかに歓談するなど、盛会のうち
に幕を閉じた。

■ 1/10 北京経済技術開発区訪日代表団の表敬

梁勝主任を団長とする代表団一行 9 人が来会し、
北京経済技術開発区の今後の外資誘致方針について
紹介した。①医薬、② IT、③ロボット・スマート製造、
④新エネルギー・新材料を含め、今後の交流や協力
等が、同開発区において期待される。

■ 1/20 賛助会員セミナー

「令和元年版通商白書概要に関する解説」をテーマ
に、中国経済に対する日本の政策、日本企業との関係
について、大関裕倫・経済産業省通商政策局企画調

査室研究官（中国担当）より講演いただいた。参加者
は約 40 人、主に中国の経済政策に関する質疑応答・
意見交換が行われた。

■ 1/29 2019 年度日中経済交流検討会議
（第 4 回）
開催
関根栄一・野村資本市場研究所北京事務処首席代
表より「下振れ圧力高まる中国経済・禁輸の行方」お
よび大川龍郎・独立行政法人経済産業研究所研究員
より「中国における社会信用の実態について」をテー
マに講演いただいた。北京駐在で活躍されている両氏
から、現地の生の最新情報が得られ、活発な討議が
行われた。

■ 1/31 賛助会員セミナー

「2020 年 の 中 国 経
済」をテーマに、今年
の中国経済の主要経済
指 標や政 策について、
田中修・ジェトロアジ
ア 経 済研 究 所 新 領 域
研究センター上席主任 参加者との間で活発な議論
調査研究員に講演いただいた。第 13 次五カ年計画の
最後の年であり、不透明感の増す状況の中での中国
経済に多くの関心が集まり、40 人を超える参加者との
間で活発な質疑応答・意見交換が行われた。
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先日、某テレビ局から新型コロナウイルスの感染による日中経済への
影響についてインタビューを受けた。グローバルな人の移動の増大な
どもあり感染拡大の勢いは SARS の時の比ではない。日中経済関係
は親密度を高める一方だが、中国経済の勢いは鈍化している。世界
中で景気後退の不安が高まる中、長期にわたる日本企業への影響が
懸念されるところだ。正確な情報収集・発信に努めるとともに、一刻
も早い収束を願うばかりである。
（高見澤）
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中国・日中の主要経済指標
本表は、中国国家統計局発表を中心に、2019 年までの主要経済指標
（速報値）をとりまとめたものです。
データが更新された場合は、当会ウェブサイト（http://www.jc-web.or.jp/）に反映します。
項

目

国内総生産
（GDP）名目額
〃 実質成長率
（前年比）
（注 1）
四半期 GDP 実質成長率
（前年比）
1 人当たり GDP
〃 実質成長率
（前年比）
食糧生産量
工業生産額
（付加価値ベース）
〃 前年比
（注 2）
うち一定規模以上の工業企業
（前年比）
固定資産投資額（注 3）
〃 前年比
（名目）
不動産開発投資額
〃 前年比
（名目）
社会消費財小売総額（注 4）
〃 前年比
（名目）
消費者物価指数
（CPI）
工業品出荷価格指数
（PPI）
都市部 1 人当たり可処分所得
〃 実質伸び率
農村部 1 人当たり可処分所得（注 5）
〃 実質伸び率
都市部新規雇用者数
都市部登録失業率
中国の貿易総額
（中国海関統計）
〃 前年比
中国の輸出額
〃 前年比
中国の輸入額
〃 前年比
中国の輸出入収支
中国の対日貿易総額
（中国海関統計）
〃 前年比
中国の対日輸出額
〃 前年比
中国の対日輸入額
〃

前年比

単

位

億元
%
%
元
%
億トン
億元
%
%
億元
%
億元
%
億元
%
%
%
元
%
元
%
万人
％
億ドル
%
億ドル
%
億ドル
%
億ドル
億ドル
%
億ドル
%
億ドル
%

中国の対日輸出入収支
億ドル
（注 6）
世界の対中直接投資契約件数
（中国商務部統計）
件
〃 前年比
%
世界の対中直接投資実行額（ 〃 ）
億ドル
〃 前年比
%
日本の対中直接投資契約件数（中国商務部統計）
件
〃 前年比
%
日本の対中直接投資実行額（ 〃 ）
億ドル
〃 前年比
%
経常収支
億ドル
（注 7）
マネーサプライ
（Ｍ２）
億元
〃 前年比
%
外貨準備
億ドル
対外債務残高（注 8）
億ドル
対ドルレート
元 /US ＄
日本の対中貿易総額
億ドル
（財務省貿易統計・ジェトロ換算）
〃 前年比
%
日本の対中輸出額
億ドル
〃 前年比
%
日本の対中輸入額
億ドル
〃 前年比
%
日本の対中輸出入収支
億ドル
日本の対中直接投資額
億ドル
（財務省国際収支状況・ジェトロ換算）
〃 前年比
%

2016 年

2017 年

2018 年

2019 年
1〜3月
218,063
6.4
6.4

2019 年
1〜6月
460,637
6.3
6.2

2019 年
1〜9月
712,845
6.0
6.2

2019 年

746,395
6.8

832,036
6.9

919,281
6.7

54,139
6.3
6.6044
247,860
6.0
6.0
596,501
8.1
102,581
6.9
332,316
10.4
2.0
-1.4
33,616
5.6
12,363
6.2
1,314
4.02
36856
-6.8
20,981.5
-7.7
15,874.2
-5.5
5,107.3
2,747.9
-1.3
1,292.6
-4.7
1,455.3

60,014
6.4
6.6161
279,997
6.4
6.6
631,684
7.2
109,799
7.0
366,262
10.2
1.6
6.3
36,396
6.5
13,432
7.3
1,351
3.90
41045
11.4
22,635.2
7.9
18,409.8
15.9
4,225.4
3,029.8
10.1
1,373.2
6.1
1,656.5

66,006
6.3
6.5789
305,160
6.1
6.2
635,636
5.9
120,264
9.5
380,987
9.0
2.1
3.5
39,251
5.6
14,617
6.6
1,361
3.80
46230
12.6
24,874.0
9.9
21,356.4
15.8
3,517.6
3,276.6
8.1
1,470.8
7.2
1,805.8

6.5
101,871
6.3
23,803
11.8
97,790
8.3
1.8
0.2
11,633
5.9
4,600
6.9
324
3.67
10,272.1
-1.5
5,517.6
1.4
4,754.5
-4.8
763.1
741.8
-2.1
353.0
2.6
388.8

6.0
299,100
5.8
61,609
10.9
195,210
8.4
2.2
0.3
21,342
5.7
7,778
6.6
737
3.61
21,612.0
-2.0
11,712.0
0.1
9,900.0
-4.3
1,812.0
1,511.0
-4.0
695.0
-1.1
816.0

5.6
461,204
5.4
98,008
10.5
296,674
8.2
2.5
4.0
31,939
5.4
11,622
6.4
1097
5.20
33,517.8
-2.4
18,251.1
-0.1
15,266.8
-5.0
2,984.3
2,318.5
-4.9
1,061.8
-1.5
1,256.8

6.9
551,478
5.4
132,194
9.9
411,649
8.0
2.9
3.2
42,359
5.0
16,021
6.2
1352
3.62
45,761.3
-1.0
24,990.3
0.5
20,771.0
-2.7
4,219.3
3,150.5
-3.9
1,432.7
-2.6
1,717.8

1.8

13.7

8.9

-6.1

-6.4

-7.6

-4.9

-162.6
27,900.0
5.0
1,260.0
-0.2
576.0
-10.4
31.1
-3.1
1963.8
1550066.7
11.3
30105.2
14158.0
6.6

-283.3
35,652.0
27.8
1,310.4
4.0
590.0
2.4
32.7
5.1
1,649
1,676,769
8.2
31,399.5
17,106.2
6.7518

-335.0
60,533.0
69.8
1,349.7
3.0
828.0
40.3
38.1
16.5
491
1,826,744
8.9
30,727.1
14,200.0
6.6174

-35.8
9,616.0
-32.9
358.0
3.7

-121.0
20,131
-32.0
707.4
3.5

-195.0
30,871
-32.8
1,007.8
2.9

-285.1
41,000
-32.3
1,381.4
2.4

10.9
1.9
586
1,889,412
8.6
30,987.6
13,600.0
6.7093

19.8
8.8
882
1,921,360
8.5
31,192.3
19,980.0
6.8747

31.4
-0.3
549
1,952,250
8.4
30,920.0

1,775
1,986,489
8.7
31,079.24

2,703.2

2,969.1

3,174.1

728.0

1,461.8

2,231.6

3,038.8

0.1
1138.7
4.2
1564.4
-2.6
-425.7

9.8
1,326.5
16.5
1,642.6
5.0
-316.0

6.9
1,439.5
8.5
1,734.6
5.6
-295.1

-3.8
309.2
-8.3
418.9
-0.1
-109.7

-18.9
638.0
-9.3
823.8
-1.0
-185.8

-3.9
974.2
-8.3
1,257.4
-0.2
-283.2

-4.3
1,347.1
-6.4
1,691.8
-2.5
-344.7

95.3

111.2

107.6

36.3

79.7

43.0

-4.8

16.7

12.8

91.3

53.4

-44.5

（注 1）四半期 GDP 実質成長率は、1 ～ 6 月では第 2 四半期、1 ～ 9 月では第 3 四半期について
の前年同期比を示す。
（注 2）2011 年からは年間売上 2,000 万元以上の工業企業を指す。
（注 3）2011 年からは不動産投資・農村個人投資を除き、固定資産投資の対象を 50 万元以上か
ら 500 万元以上に引き上げた。
（注 4）個人の住宅購入を含まない。
（注 5）2014 年までは農民 1 人当たり純収入（四半期は農民 1 人当たり現金収入）。
15 年からは「農村部 1 人当たり可処分所得」。

990,865
6.1
70,892
5.8
66,384

7.0729

（注 6）対中直接投資は金融分野（銀行・証券・保険）を含まない。
（注 7）マネーサプライ、外貨準備、対外債務残高は期末数。対ドルレートは年間は平均数、四半
期は期末数。
（注 8）2015 年からは人民元建ての対外債務残高を含む（2014 年もそれに伴い調整された）。
（出所）中国国家統計局、中国海関総署、商務部、人力資源・社会保障部、中国人民銀行、国家
外為管理局、ジェトロ発表等から日中経済協会が作成。
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