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メイントピックス 

通信業の改革が進展 ～「鉄塔公司」の設立は独占を打破できるか 

工業情報化部は 4 月 30 日、三大基礎通信1キャリア（中国移動通信、中国聯通、中国電信）が共同で通信施

設会社の設立を検討し、通信鉄塔施設の統一建設を担当し、通信インフラの共同建設・共同利用レベルの

向上を目指すことを明らかにした。一部の基礎通信網を分離し、統一建設するという政府のスタンスが窺える。

これは通信業の「網業分離」（通信網と通信業務を別々に運営する）の第一歩、そして通信業の改革進展の

シグナルとみられる。 

中国の通信業は 1995 年からの 20 年間で 4 回の大規模な再編を行っている。中国の携帯電話利用者総数は

10億人以上となり、8億人が携帯電話からインターネットに接続しているなど、大きな改革効果を遂げたが、一

方、新しい時代のニーズには対応できなくなっている。物聯網（モノのインターネット）、ビッグデータ、クラウド・

コンピューティング、ウィーチャット、スマート・モバイル設備、といった新モバイル技術・製品・サービスはいず

れも基礎通信網に支えられており、通信網資源に対する独占打破が迫られている。 

Ⅰ．「鉄塔公司」の始末 

「鉄塔公司」とは何か 

基地局は通信キャリアがモバイル・インターネットを構築する切口であり、信号の波及範囲を決定する重要な

インフラ施設である。現在、全国の基地局数は約 140 万局。鉄塔は基地局の重要な構成部分であり、通信

キャリアはアンテナを鉄塔の 高点に置くことでサービス範囲を広げる。一方、情報通信とインフラ管理の職

能は別々の政府部門にあることに加え、住民の放射懸念による反対運動が起こることから、基地局の場所選

択や建設はますます困難になっており、4G の発展にも影響している。また、三大通信キャリアはいずれも業

績低下の圧力に直面しており、巨額な基地局の建設による支出を抑制させようとする圧力が高まっている。 

『財経』誌によれば、2014 年 3 月、国有資産管理委員会（国資委）が主導して「国家鉄塔公司」の設立が決定

され、三大通信キャリアが出資し、民間資本の資本参加も認めた。同社はすでに準備期に入り、下半期に開

設する予定だという。これは工業情報化部や国家発展改革委（発改委）の姿勢にも一致している。発改委は 5
月下旬に社会資本が 3G・4G モバイル・インターネットや大容量伝送網などの分野への参入を奨励することを

明らかにした。 

関係筋によると、国資委は「国家鉄塔公司」の 49％の株を民間資本に分配する予定。同社は通信インフラ分

野で、第 1 号の国資委持株支配の混合所有制会社となり、移動通信転售業務2の民間資本向けの開放よりさ

らに前進した。移動通信転售業務は通信基礎業務運営で競争を導入するが、「国家鉄塔公司」は民間資本

の参入分野をインフラ建設分野まで拡大する試みである。 

設立の経緯 

2014 年初、中国電信（チャイナテレコム）は監督当局に初めて「鉄塔公司」の設立を提起した。理由として、三

大通信キャリアは 4G 網構築のピーク年に当たり、「鉄塔公司」は重複投資の回避、土地資源の節約、エネル

ギー消費の削減に有効なだけでなく、基地局の場所選択の難題を解決でき、4G 基地局の構築を推進し、4G
                                                 
1 通信サービスに基礎通信と増値通信が含まれており、基礎通信には音声通話、データ伝送、電報、ファクシミリなどが含まれ、増値

通信はEメール、音声メール、オンラインメッセージなどコンピューターをもとに提供する通信サービスであり、増値サービスの提供者

は基礎通信キャリアから通信網を借用することになる。 
2
 移動通信転售業務（モバイル通信転売業務）とは、モバイルネットワークを持つ基礎通信経営者からモバイル通信サービスを購買

し、新たに自己ブランドにパッキングした上、 終ユーザーに販売するモバイル通信サービスを指す。これらの企業は伝送網等の通

信インフラを自ら構築することなく、費用負担することなく基礎通信事業者のネットワークを借りることから、仮想移動体通信事業者とも

言う。 
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網のカバーを保障できるからである。 

中国電信の基地局数が他 2 社に見劣っており、基地局の新規建設も困難である一方、鉄塔を分け合うと、同

社は基地局の差がなくなり、4G 網構築の難題を解決できる。しかし、中国電信が提出した案をみると、同社に

も有利で中国移動通信（チャイナモバイル）に も不利であることが窺える。三者の関係をつり合わせるた

め、国資委は「鉄塔公司」設立の詳細な準備作業を中国移動に委任した。 

中国移動は比較判断したうえで各方面の利益を配慮した案を打ち出し、4 月中旬に行われた三大通信キャリ

アのみが参加した討論会で初案が採択された。同案では業務面について、「鉄塔公司」の業務範囲は鉄塔

および関連施設に限り、設立初期に三大通信キャリアのすべての新築鉄塔を請け負い、通信キャリアは独自

で新築しないとした。既存部分に対し、「鉄塔公司」は前期に運営とメンテナンスだけを行い、後期に逐次資

産を導入する。資産面について、同社の登録資本金は 60 億元、前期の運営資金は 40 億元。3 社の共同持

株比率は 51％、出資比率は 4：3：3（移動：電信：聯通）、民間資本の持株比率は 49％。ただし、 終的な株

分配案について政府は未だ明確にしていない。 

会社名は「国家鉄塔股份有限公司」となり、9 月に登録を完了する予定。同社は三大通信キャリアと対等にラ

ンク付けされるため、国資委に直轄され、業務上工業情報化部に管理される。持株支配者は国資委だとい

う。 

関係筋では、民間資本の導入は国資委の追加提案で修正されたという。先般の会議では、導入される民間

資本の種類と範囲を討議せず、国資委単独で検討のうえ、文書を出すことが決められた。国資委はこれによ

り一括の改革案の形成を図っている。 

Ⅱ．議論の焦点となる問題 

コストを削減できるか 

「国家鉄塔公司」設立の主な目的は三大通信キャリアがインフラ建設での重複建設の回避、資本支出の削減

である。ただし、重複建設を回避できたからといってコストを引き下げられるとは限らないという指摘がある。国

内の通信市場には多数の通信インフラ建設工事会社があり、従来、三大通信キャリアは鉄塔あるいは基地局

を新築する際、各省の子会社が入札募集を行い、市場競争によりオファーと質的管理の問題を解決していた。

一方、新設の「国家鉄塔公司」として、鉄塔建設は独自の施工チームおよび技術・設備を整備するか、外部

の建設工事会社に請け負うか、という選択にも直面する。どの選択においても、プレーヤーは 3 社から 1 社に

変わっており、競争原理が十分に機能しなくなる恐れがある。 

効率の更なる低下 

「国家鉄塔公司」設立のもう一つの目的は、通信業改革の中の網業分離という重要な課題を解決することで

ある。通信業改革の面からみれば、網業分離は当然プラス材料である。一方、「国家鉄塔公司」の設立で独

自で鉄塔建設と運営・メンテナンスを担うという点でみれば、同社は単一で何の競争相手もなく、通信業務を

担当せず、消費者とは関係がない。 

中国の三大通信キャリアはそれぞれ異なる 2G・3G・4G 網、および GSM、CDMA、WCDMA、TD-LTE そし

て将来の FDD-LTE など複数の技術基準を有している。これらのネットワークと基準はそれぞれの技術と周波

数が異なるだけでなく、通信キャリアの関連技術と関連市場に対する経営戦略がかなり異なる。これにより、基

地局の位置と配置への要求が異なってくる。「鉄塔公司」による独占になると、通信キャリアの基地局位置と鉄

塔に対する各種のニーズに応えるインセンティブと効率性が懸念される。これは通信キャリアのネットワーク技

術の機能に影響し、市場と消費者のニーズにも応えられなくなる。 

また、「国家鉄塔公司」と三大通信キャリアが同じランク付けであれば、鉄塔網構築の決定権が一体誰にある

か、との指摘もある。 
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質的な問題 

「国家鉄塔公司」設立の三番目の目的は、全国範囲の鉄塔配置をより合理化することにより、通信電波の質

向上を目指すことである。通信業の電波の弱さおよび通話の質的な問題はいつも利用者に非難されている。

今後、新築鉄塔は通信キャリアが管理せず建設もせず、通信キャリアは「国家鉄塔公司」の鉄塔を借用する

だけであることから、電波あるいは通話の質的な問題が起こると、通信キャリア自身の原因のほか、国家鉄塔

公司にも責任がある。 

しかし、「国家鉄塔公司」は通信業務に関係なく、利用者との直接な関わりもないため、エンドーユーザーの

ニーズに対して反応が遅くなりかねない。鉄塔 1 社しかないためそれ以外のチョイスもない。また、「国家鉄塔

公司」は企業として利益を追求することから、一部の不便あるいは利用者の少ない地域では、「鉄塔公司」は

鉄塔建設のインセンティブがなく、これらの地域の電波がさらに悪化する恐れもある。 

Ⅲ．独占の打破が課題 

今のところ、各方面は未だ合意に達しておらず、「国家鉄塔公司」の性質と位置づけ、内部統制、利潤パター

ン、および今後の発展の見通しなどについて、なお不確定要素が存在する。 

鉄塔による利益は巨大で、通信キャリアの 大の支出の一つ、および川下産業チェーンの 大の部分である。

一つの鉄塔の建設資金は 20 万元前後、建設コストと土地コストは通信キャリアの資本支出の約三分の一を占

める。このような高い資本投下が必要な業界に民間資本を導入することは、独占打破とメカニズムの活性化の

ためというより、民間の資金を狙う思惑を与えている。民間企業は資本参加だけでなく、事業参加を通じて今

まで独占状態であった通信網の資源を分け合うことができるかどうかは不明である。 

中国社会科学院規制・競争研究センターの張昕竹主任は、「国家鉄塔公司」1 社しかなく、独占の性質が鮮

明で、競争相手もなく、コスト削減圧力もないことから、鉄塔借用に高額な独占価格を決定し、一方、通信キャ

リアは受動的に受けることになりかねない。こうなれば 終コストを消費者に転嫁するしかなく、通信料金の値

上げを引き起こしかねない。もし、民営の鉄塔公司 1 社を導入すれば、不備を補い、公平な競争および市場

の有効性を確保することができる、との見方を示した。 

「鉄塔公司」の設立において、如何に独占を防止し、競争を促進するかどうかが課題である。「三中全会決

定」（「改革の全面的な深化に向けての若干の重大な問題に関する決定」）のとおり、如何に市場規則、市場

価格、市場競争に基づき、効果の 大化および効率の 適化を実行するかである。したがって、「鉄塔公司」

設立のポイントは通信キャリアの基地局場所と鉄塔を剥離することではなく、「鉄塔公司」による新たな独占状

態を回避するメカニズムやガバナンスの構築が必要であろう。 

 

 

 

三菱東京 UFJ 銀行（中国）トランザクションバンキング部 
中国調査室 孫元捷 
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藤原レポート 

 「中国経済と日本企業 2014 年白書」 刊行される 

6 月 18 日、中国日本商会は北京で記者会見を行い、「中国経済と日本企業 2014 年白書」（以下「白書」と略）

の刊行を発表した。全文が中国日本商会ウェブサイト（http://www.cjcci.biz/public_html/index.html）か

らダウンロード可能となっている。「白書」は中国日本商会が 2010 年から中国中央政府及び地方政府との対

話促進を目的に刊行してきたもので、中国日本商会及び中国各地の商工会組織の日本企業（法人会員

8,579 社）が直面する課題の分析、解決の建議が取り纏めたものである。本稿では 2014 年の「白書」の概要を

ご紹介すると共に、両国のビジネスにかかわる一人でも多くの人に「白書」が届くことの意義にふれてみたい。        

Ⅰ．「白書」は実務に携わる企業関係者が執筆 

「白書」は「共通課題・建議」、「各産業の現状、建議」、「各地域の現状、建議」の三部構成、全 27 章、451 の

建議項目からなっている。内容は見開きで左（偶数）ページが日本語、右（奇数）ページが中国語、一言一句

日中対訳となっており、日本語を解さない中国の政府関係者が直接読んで理解できるよう工夫されている。 

北京の関係者によれば、「白書」は在中国の大使館、総領事館、ジェトロ、中国

日本商会ほか各地の日本商工会の幹部の中央、地方政府関係者との面談の

場においてデリバリーされており、昨年の「白書」については一部中央政府機関

の局長級、地方政府（省級）共産党委員会書記、省長にも手交された。 

同様の白書は米国や EU が先行し、それぞれ 15 年、10 年以上の刊行を重ねて

きており、日本は後発であるが、中国の 前線の現場で各々のビジネスに取り

組む企業関係者約 50 名が執筆（ジェトロ北京事務所が事務局として全体を取り

纏め）を行っており、中国側関係者から日本の「白書」の内容は「上段から構えた

ものではな」く、「具体的で真摯」と受け取られている由である。 

2014 年「白書」は、2013 年秋に行われた中国共産党第 18 期中央委員会第 3
回全体会議（「三中全会」）の決定で謳われた「近代的な市場体系の完備」、「政

府の機能転換」、「開放型経済新体制の構築」という改革の深化の方向性を踏ま

え、「公平性の確保」を全体のメッセージ（訴求点）に、大きくは以下三項目の建

議を行っている。 

「白書」の表紙。日本語全文、中国

語全文、英語（executive summary）

図表１ 建議の主要な訴求点 （ ）は「三中全会」決定の該当項目 

１． 市場経済ルールの整備と適正運用（近代的な市場体系の完備）： 

秩序ある競争の行われる市場体系建設のため、公平競争の障害となっている各種制度の撤廃・見直し、知的財産権の

保護強化を。 

２． 過剰な政府規制の緩和（政府の機能転換）： 

法治政府・サービス型政府の建設のため、行政手続きの簡素化・迅速化、市場メカニズムが有効に機能する分野に対

する許認可・認証は廃止を。 

３． 内外無差別とグローバルスタンダードの採用（開放型経済新体制の構築）： 

経済のグローバル化に適応するため、製造・サービス業分野で外資参入制限を一層開放し、グローバルスタンダードの

さらなる採用を。 

「三中全会」決定は向こう 10 年を見据えて打ち出した中国共産党中央のロードマップであり、政府

の今後の取り組みを規定するものである。改革の進展に期待を表明しつつ、決定の意図を汲み、これ

 5 

http://www.cjcci.biz/public_html/index.html
http://www.cjcci.biz/public_html/whitepaper/2014/hakusho_full_JP.pdf
http://www.cjcci.biz/public_html/whitepaper/2014/hakusho_full_CN.pdf
http://www.cjcci.biz/public_html/whitepaper/2014/hakusho_full_CN.pdf
http://www.cjcci.biz/public_html/whitepaper/2014/hakusho_introduction_EN.pdf
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に沿う形で建議を用意することで、政府にとっても受け入れ易い内容となるよう配慮されたようだ。

換言すれば、政府としても正面からは拒絶し難いポイントを突いている訳で、「具体的で真摯」との

中国サイドの評価もなるほどと頷ける。 

Ⅱ．双方の課題や問題点に対する認識の共有、合意形成に向けた活用の広がりに期待 

「白書」は中国側政府機関との対話促進に限らず、幅広い用途で多くの人々に活用されることが期待される。

目次から窺えるように、日本企業が共通して直面する課題、産業別及び地域別にみた事業環境を網羅し

ながら、同時に手に取り易いコンパクトさも意識し、簡潔ながら要点が凝縮された内容となっている。 

図表２  「中国経済と日本企業 2014 年白書」の構成（目次） 

第１部 共通課題・認識 第２部 各産業の現状・建議 第３部 各地域の現状・建議 

第１章 中国経済および日系企業の現状 
第２章 金融・財政動向 
第３章 貿易・通関上の問題点 
第４章 税務・会計上の問題点 
第５章 労務上の問題点 
第６章 知的財産権保護の現状と問題点 
第７章 省エネ・環境保護の現状と問題点 
第８章 技術標準・認証の現状と問題点 
第９章 技術・イノベーションの現状と問題点 
第１０章 物流の現状と問題点 
第１１章 政府調達の現状と問題点 
第１２章 中国での商工会組織の現状と問題点 

第１章 農林水産業・食品 
第２章 鉱業・エネルギー       

石炭・レアアース、電力 
第３章 建設業 建設・不動産 
第４章 製造業               

繊維・アパレル、化学工業、医薬品、医

療機器、化粧品、セメント、鉄鋼、家

電、事務機器、電子部品・デバイス、自

動車 
第５章 情報通信業            

情報通信・ソフトウェア、コンテンツ 
第６章 運輸業 海運・空運 
第７章 流通・小売 卸売業、小売業 
第８章 金融・保険業            

銀行、生命保険、損害保険、証券 
第９章 観光・レジャー 旅行、ホテル 

第１章 華北地域            
（北京市、天津市、山東省） 

第２章 華東地域             
（上海市、江蘇省、浙江省） 

第３章 華南地域              
（広東省、福建省） 

第４章 東北地域             
（瀋陽市、大連市） 

第５章 中部地域                
（湖北省、湖南省、 江西省、安徽省） 

第６章 西部地域              
（重慶市、四川省、陝西省） 

両国間のビジネスに関わる企業、各種団体等の産業界、産業政策や投資誘致を所管する政府機関、シンク

タンクや大学等学術機関等の関係者は、「白書」に盛り込まれた数多くの具体的な事例を通じて、両国間のビ

ジネスの現状と課題の認識・把握に努めることができる。さらに進んで、これら関係者のなかには相手の国の

言語の習得を志す人々、相手の国の言語を解するよう心掛け、来るべき交渉や議論に臨もうとする人々も少

なくない筈で、このような人々にとって「白書」はまたとない好テキストである。 

自らが置かれた業界、事業地域の現状に通暁した実務担当者も、日本企業全体を取り巻く共通課題や他の

業界にも目を配ることで、自社が直面する課題が果たして個別事例なのか、それとも業種や地域を横断する

共通の課題なのか、他業種での違った視点、アプローチは参考にならないか等、得られる手がかり、ヒントも

少なくないものと思料する。そうした検討を経て、個社レベルにおいても、建議の一部を参考に、関係する相

手先の事情も忖度した要望、申し入れ、働きかけを準備し、実際に行ってゆく途も拓けることだろう。 

一方、「白書」は北京において大手企業の関係者を中心に取り纏めが行われているのではないか、中堅・中

小企業の声や置かれた情況が十分に反映されていないのではないか、という指摘も一部であるかもしれない。

各地の商工会組織に所属しない企業が、自らの要望や建議を白書に反映させたいと考える際、難しい事情

があるのかもしれず、その場合は今後何らかの工夫も期待されよう。同時に、これらの企業の建議への参画を

促すためには、まず「白書」の存在を今まで以上に遍く伝える努力も必要だと感じられる。逆に小回りが利く比

較的規模の小さい企業には、日本企業の一員として交渉に参加して相応に時間を費やし何らかの成果を勝

ち取るよりも、中国側マジョリティや中国側パートナーと協力して迅速に認証やトラブルの問題を回避・解決す

る方法を重視する向きもあるだろう。その場合にも「白書」を概観しておくことは依然として有用と考えられる。 

多くの関係者の尽力により「白書」は刊行というスタート地点に立った。今後、「白書」が各所で検討、議論の

叩き台となり、より多くの課題の解決に向けて具体的な活用が広がってゆくことが目指すゴールとなろう。 
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（参考）在中国の EU、米国企業のビジネス環境報告 

直近では中国欧盟（EU）商会（European Union Chamber of Commerce in China）3が

5 月 29 日に記者会見を行い、ローランド・ベルガーと共同で行った 2014 年の

「BUSINESS CONFIDENCE SURVEY（景況感調査）」結果を公表している（個人

情報の登録後、商会ウェブサイトからダウンロード可能）。こちらは白書ではなく、中

国でビジネスを行う 552 社のEU企業から回収したアンケート結果を集計・分析したも

ので、日本企業について同様の報告書は、ジェトロが毎年実施する「在アジア・オセ

アニア日系企業活動実態調査」4が該当するだろう。 同

様に中国米国商会（The American Chamber of 
Commerce in the People's Republic of China）5の 2014 年

版の「China Business Climate Survey Report（ビジネ

ス動向調査レポート）」も既刊となっており、こちらは 365 社がアンケートに回答

している（非会員は商会ウェブサイトから有料でフルテキストをダウンロード可能）。 

それぞれの報告書から各国・地域の在中国企業が抱える課題を抜き出したのが

表 3 である。それぞれに設問が異なるが、いずれも人的コストの上昇、人の確保に

苦労していることが窺われる。また、欧州企業、米国企業ともに 2014 年調査では

中国で事業拡大を予定すると回答した割合が低下したが、国際協力銀行が日本

の製造業企業の海外事業展開に関して毎年行っている調査報告 6 でも、直近

2013 年のアンケートでは「中期的な有望事業展開先国・地域として中国と回答する企業数が減少」する同

様の傾向が窺われており、日本、EU、米国からの 2014 年 5 月までの累計の直接投資（実行ベース）は実

際前年比マイナスとなって推移している。このような各国横並びの比較や各種統計や別の調査との照合を

行うことで、それぞれの報告書の活用範囲はさらに拡がるだろう。 
図表 3 在中国の日本企業、欧州企業、米国企業、それぞれの課題 
  在中国日系企業の経営上の問題点 在中国欧州企業が直面するチャレンジ 在中国米国企業にとっての挑戦トップ 5 

1 従業員の賃金上昇 中国経済の減速 労働コスト 
2 現地人材の能力・意識 人的コストの上昇 相矛盾する法律の解釈/不明確な法律 
3 競合相手の台頭（コスト面での競合） 人材の確保 合格点を出せる従業員の欠乏 
4 品質管理の難しさ 市場における参入障壁 管理職人材の欠乏 
5 従業員の質 法規制が曖昧 ライセンスの取得の難しさ 
6 限界に近づきつつあるコスト削減 法執行における自由裁量権の大きさ 国際標準と重複や矛盾のある中国標準の遵守要求 
7 主要取引先からの値下げ要請 グローバル経済の減速 腐敗 
8 通関等手続きが煩雑 ローカル企業との競争 国家保護主義 
9 調達コストの上昇 合格点を出せる人材の欠乏 高い離職率 
10 新規顧客の開拓が進まない 違法行為を行う企業との競争 汚染 

 

 
 
（本レポートの内容は担当者個人の見解に基づいており筆者の所属する組織の見解を示すものではありません。ご要望、問
合わせ等は下記までお願します） 

三菱東京 UFJ 銀行（中国）トランザクションバンキング部 
中国ビジネスソリューション室情報チーム 藤原孝之 

                                                 
3 http://www.europeanchamber.com.cn/en/home 
4 在中国の 940 社（製造業 594 社、非製造業 346 社）の回答結果を中心に再構成した中国編の報告書が 2014 年 1 月に公表されて

おり以下のURLからダウンロード可能となっている。 http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/reports/07001546 
5 http://www.amchamchina.org/ 
6 新の調査結果は以下のURLからダウンロード可能。http://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2013/1129-15775 

中国欧盟商会の事業環境報告書  
（商会ウェブサイトより） 

AmCham Chinaのビジネス環境 
報告書（商会ウェブサイトより） 

（注）アンケートにおける設問、回答方法は各調査で同一ではない。米国企業について 6～10 位はデータ編より得票順に並べた。 
（資料）JETRO「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」（2013 年調査、中国編）、EUCCC「BUSINESS CONFIDENCE SURVEY 2014」、

AmCham China「China Business Climate Survey Report 2014」、より BTMUC 中国ビジネスソリューション室情報チーム作成 

http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey
http://www.amchamchina.org/businessclimate2014
http://www.europeanchamber.com.cn/en/home
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/reports/07001546
http://www.amchamchina.org/
http://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2013/1129-15775
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全国情報 

【マクロ経済】 

李克強総理：中国経済はハードランディングしない 

李克強総理は訪英中の 18 日にロンドンで演説を行い、「中国経済はハードランディングせず、長期的に中高

速成長を維持できる」と述べ、中国経済に対する強い自信を見せた。 

李克強総理は、中国が工業化、都市化のプロセスにあり、地域間に経済格差も開いていることなどを踏まえ、

経済の潜在的成長力はまだまだ大きいとし、「私はここで、中国経済がハードランディングしないことを約束す

る」と述べた。 

また李克強総理は、今年の GDP 成長率が目標である 7.5％を下回らない、消費者物価指数（CPI）の目標で

ある 3.5％を上回らない、雇用の伸びを十分に確保することなどを念頭に入れながら、マクロコントロールを

行っていく方針を示した。その他、国民の生活に大きな影響を与えないよう、大規模な景気刺激策は行わな

いことにも言及した。 

（6 月 19 日付「21 世紀経済報道」） 

5 月の電力消費量、前年同月比 5.3％増 

国家エネルギー局によれば、5 月の全国電力消費量は前年同月比 5.3％増の 4,492 億 kWh となり、伸び幅

は前月より 0.7 ポイント拡大した。第 2 次産業の需要回復が全体を押し上げた主要要因とみられている。 

産業別では、第 1 次産業は 8.3％減の 83 億 kWh、第 2 次産業は 5.5％増の 3,445 億 kWh、第 3 次産業は

6％増の 475 億 kWh となった。伸び幅では第 2 次産業は前月を 1.5 ポイント上回り、全体を押し上げた主要

要因とみられている。 

1～5 月では、全国電力消費量は前年同期比 5.2％増の 2 兆 1,638 億 kWh で、伸び幅は 1～4 月と横ばいで

あった。産業別では、第 1 次産業は 5.8％減の 337 億 kWh、第 2 次産業が 5.1％増の 1 兆 5,843 億 kWh、

第 3 次産業が 6.4％増の 2,591 億 kWh、家庭向けは 6.4％増の 2,867 億 kWh となった。 

（6 月 14 日 国家エネルギー局） 

1～5 月の対中直接投資が前年同期比 2.8％増と鈍化 

1～5 月の対中直接投資（FDI、金融・証券・保険を除く）は前年同期比 2.8％増の 489 億 1,000 万ドルで、伸

び幅は 1～4 月の 5％から 2.2 ポイント鈍化した。なお、5 月単月の FDI は前年同月比 6.7％減の 86 億ドルで、

前月の 3.4％増からマイナスに転じた。 

国・地域別では、上位 10 ヶ国・地域（香港、台湾、シンガポール、韓国、日本、米国、ドイツ、英国、フランス、

英領バミューダ諸島）の投資金額は 5％増の 460 億 8,000 万米ドルで全体の 94.2％を占めている。そのうち、

韓国（87.9％増）、英国（62.2％増）の伸びが顕著である一方、日本（42.2％減）、東南アジア諸国連合

（ASEAN、2.3％減）、欧州連合（EU、22.1％減）、米国（9.3％減）は減少した。 

業種別ではサービス業は 19.5％増の 275 億米ドル、製造業は 16.5％減の 174 億米ドルとなり、地域別では、

東部地区が 2.2％増の 406 億米ドル、中部地区が 16.7％増の 49 億ドル、西部地区が 7.3％減の 35 億ドル。 

1～5 月の中国対外直接投資は 10.2％減の 308 億 1,000 万ドルで、減少幅は 1～4 月の 12.9％から縮小した。

香港、ASEAN、EU、オーストラリア、米国、ロシア、日本の 7 国・地域への直接投資は 211 億 6,000 万ドルで

全体の 68.7％を占めている。そのうち、対日直接投資は前年同期より約 2.4 倍と急増した。 
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（6 月 17 日 商務部） 

5 月の経済指標は回復傾向 

5 月の規模以上工業企業付加価値は前年同月比 8.8％増と伸び幅は前月より 0.1 ポイント上昇した。業種別

では、41 業種のうち、非鉄金属製錬・圧延加工業（14.2％）、鉄道・船舶・航空・その他輸送設備製造業

（14.1％）、自動車製造業（13.4％）など 39 業種で前年同月比上昇した。  

5 月の社会消費小売総額は 12.5％増の 2 兆 1,250 億元と伸び幅は前月から 0.6 ポイント拡大した。そのうち、

飲食は 11％増、商品小売りは 12.7％増となった。1～5 月で見ると、前年同期比 12.1％増の 10 兆 3,032 億元

となり、伸び幅は 1～4 月より 0.1 ポイント拡大した。 

1～5 月の固定資産投資は 17.2％増の 15 兆 3,716 億元と伸び幅は 1～4 月から 0.1 ポイント鈍化した。地区

別では、東部地区は 16.2％増、中部地区は 19.3％増、西部地区は 18.4％増。なお、5 月単月では固定資産

投資全体は前月比 1.3％増となった。 

1～5 月の不動産投資は前年同期比 14.7％増の 3 兆 739 億元と伸び幅は 1～4 月から 1.7 ポイント鈍化した。

1～5 月の不動産販売面積は 7.8％減の 3 億 6,070 万平方メートルで、下落幅は 1～4 月より 0.9 ポイント拡

大。不動産販売総額は 8.5％減の 2 兆 3,674 億元となり、下落幅は 1～4 月より 0.7 ポイント拡大した。 

（6 月 15 日 国家統計局） 

【金融】 

「滬港通」管理規定を発表、外資持ち株比率 3 割まで 

中国証券監督管理委員会（証監会）は 6 月 13 日、上海と香港の証券取引所の間で株式の売買が可能になる

「滬港通」の管理規定を発表し、即日より実施した。 

同規定は 19 条からなり、外資のグレーマーケット取引などの取り決めを明確化するほか、単独の外資投資家

による持ち株比率が A 株上場企業 1 社当たり 10％まで、外資全体では 30％までなど、外資出資比率も定め

られている（海外投資家が法規に則って上場企業に戦略投資をする場合は制限を受けない）。株式売買の

通貨は人民元に指定した。 

李克強首相は 4 月に「滬港通」の実施を発表し、早ければ今秋にも始まる見通し。中国本土の投資家が人民

元建てで香港市場に投資できるようになり、海外投資のルートが拡大するとともに、双方からの資金流入が増

えることで、両証券取引所における取引の活発化も期待される。その他、日本を含む海外投資家による香港

経由での上海 A 株への投資も予想されている。 

（6 月 13 日 中国証券業監督管理委員会） 

銀行間外貨市場、英ポンドを直接取引へ 

中国人民銀行（中央銀行）は 18 日、中国の銀行間外貨取引市場で人民元と英ポンドの直接取引を開始する

と発表した。中央銀行は毎朝人民元の対ポンド基準値を発表しており、これまではドル/元、ポンド/ドル相場

に基づき算出していたが、これからは元とポンドの取引状況を反映させた基準値を直接算出することとなる。

ポンド/元の直接取引は中英間の経済協力の一環であるとともに、企業の為替コストを引き下げる狙いもある

と思われる。 

またロンドンでの人民元業務決済銀行に中国建設銀行の英国現地法人が指定された。アジア以外に人民元

業務の決済行を設けるのは初めてで、建設銀行が海外での人民元決済行になることも初めてである。人民銀

行は今年 4 月、イングランド銀行（英中央銀行）との間で、ロンドンでの人民元決済の実施に向けた覚書に調

印していた。人民元決済行の設置で英国での人民元利用がより一層拡大することが期待されている。 

（6 月 19 日付「証券時報」） 
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中央銀行、新しい金融ツールを検討、預金準備率はしばらく据え置きか 

中国人民銀行（中央銀行）は、マネタリーベースの調整で中期金利を誘導する新たな金融ツール「Pledged 
Supplementary Lending（PSL）」の導入を考案している。PSL の詳細は明らかにされていないが、貸出ツー

ルの一種とされ、既存の再貸出ツールに似ており、将来的に再貸出ツールに取って代わる可能性があると言

われている。中央銀行は PSL 金利をコントールすることで、中期的な政策金利を誘導する狙いと思われる。 

中央銀行の今までのマネタリーベースでの調整は主に外貨ポジションの増加という前提で行われており、流

動性の吸い上げが中心であり、供給機能はあまり備えていない。 

しかし 2013 年以降、中国の経常黒字は大幅に減り外貨準備の伸びも鈍化し始めたため、中央銀行はこれま

で受動的だったマネタリーベースの調整においてようやく主導権を握り始めた。中央銀行はこれを契機に短

期金利を安定させるための市場金利調整メカニズムの構築に取り組むとともに、銀行貸付、証券・債券市場を

含む中期金利を安定させる意向だと思われる。 

（6 月 18 日付「第一財経日報」） 

５月の外貨ポジション残高、９ヶ月ぶりの低水準 

中国人民銀行によれば、中国国内金融機関の 5 月末の外貨ポジション残高は前月比 386 億 6,500 万元増の

29 兆 5,407 億元となった。増加額は前月（1,169 億 2,100 万元）より大幅に減少し、9 ヶ月ぶりの低水準となっ

た。今年に入り国内金融機関の外貨ポジション残高は、1 月の 4,373 億 6,600 万元をピークに、2 月（1,282 億

4,600 万元）、3 月（1,891 億 9,700 万元）ともに減少した。 

5 月の貿易黒字が 359 億米ドルと前月（184 億ドル）より大幅に増加したにもかかわらず、外貨準備の増加額

が伸び悩んだことは、人民元の下落傾向により企業の人民元転意欲が低下したこと、および中央銀行による

介入が減少したことなどが要因だと見られている。ただ 6 月に入り人民元は上昇に転じ、今後も元高の傾向が

継続すれば企業の人民元転意欲は高まり、外貨ポジション残高は増えるとの見方が多い。 

（6 月 17 日 中国人民銀行ほか） 

【産業】 

工業情報化部、低価格 4G 端末の生産を支持 

工業情報化部の劉利華副部長は 6 月 17 日の中国移動通信連盟発展会議（GTI）で、「TD－LTE」を中心と

する第 4 世代移動通信規格（4G）の普及に向け、１台当たり 1,000 元前後の低価格帯端末の生産を支持する

と表明した。 

劉利華副部長は、多くの市民が早く 4G 関連サービスを利用できるよう、産業チェーンのさらなる整備を促し、

通信キャリアによる大規模商用化を奨励し、有効な措置を積極的に講じ、産業政策、監督管理政策面から発

展を支えていくと強調した。 

中国移動が主導で開発した TD－LTE は商用化から約半年過ぎ、既に全国 200 余都市をカバーし、基地局

の数は 25 万ヶ所、ユーザー数は 811 万人を超えたという。なお、中国移動は基地局の数を年末までに全国

50 万ヶ所に増やす目標も掲げている。 

（6 月 17 日 工業情報化部） 

財政部、一部業種の増値税を引き下げ、企業負担減へ 
財政部は 6 月 17 日、水道や小型水力発電所の運営、建築関連製品、バイオ製品、オークション商品、委託

販売業、質屋業などの関連企業を対象に、今までの 4～6％であった増値税の税率を 3％に統一し、7 月 1 日

より実施することを発表した。ただ従来 4％の税率を 2％に半減していた一部対象については、今後も 2％を
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継続するとした。関係者によれば、対象業種の減税額は年間約 240 億元となる見通し。詳細は財政部HP
「http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201406/t20140617_1100325.html」を参照。 

（6 月 17 日 財政部） 

環境保護部、華潤など 19 社に総額 4 億元の罰金 

環境保護部は 16 日、脱硫装置の稼働運営状況、排煙脱硫モニタリングデータの虚偽報告など環境保護面

に不正があった 19 社を公表し、これらの企業に 4 億 1,000 万元の罰金や汚染排出費の追納を要求した。 

19 社には発電会社、鉄鋼や非鉄、化学工業といった業種が含まれ、華潤集団、神華集団といった国有企業

もリストアップされている。国から補助金をもらいながら設置した脱硫装置、排煙脱硫モニタリング装置の未稼

働、モニタリングデータの改ざん、二酸化炭素の超過排出といった不正行為が挙げられている。 

環境保護部は昨年 5 月、脱硫データの改ざんなどの問題ですでに複数の国有発電企業を処罰したが、その

後、発電業界を中心にその不正行為の改善があまりなされていないようである。環境保護部は今後、環境対

策を怠る企業に対する罰則を一段と強化することを表明した。 

（6 月 16 日付「毎日経済新聞」） 
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地方情報 
 
【北京】 2014 年賃金上昇ガイドラインは 12％  【上海】 浦東空港、5 月の利用者数は前年同月

比 11％増 

北京市人力資源社会保障局は 13 日、北京市の

2014 年賃金上昇ガイドラインを発表し、基準値を

12％と定め、前年を 0.5 ポイント下回った。ガイドライ

ンは従業員の賃上げ、および収入格差の是正を目

的とするもので、企業が賃上げを決める際の目安で

法的強制力はない。経営難の企業は、労働組合や

労働者の同意を得られれば、賃金を据え置きにし、

或いは賃下げすることも可能と規定した。 

 上海国際機場運営公司によれば、5 月の浦東

空港の利用者数は前年同月比 11.3％増の 413
万 9,900 人となり、うち国内線は 6.61％増の 204
万 3,100 人、国際線は 14.2％増の 160 万 100
人、その他は 23.7％増の 49 万 6,700 人となって

いる。また、5 月の航空機発着回数は 7.82％増

の 3 万 2,799 回、貨物取扱量は 8.48％増の 26
万 3,400 トンといずれも堅調な伸びを示した。 

（6 月 16 日 北京市人力資源社会保障局）  （6 月 17 日付「中国証券報」） 

【広東】 都市部の戸籍制度を規制緩和   【天津】 浜海新区に 6 億元投資で送電網強化 

広東省常務委員会は 15 日に、今後の都市化にお

ける人口の分散や戸籍制度の規制緩和などの方針

を示した。2020 年までに広東省各市に約 1,300 万

人が流入し、都市化率は現在の 67.8％から 73％に

上昇する見通し。広東省の胡春華書記は、都市化

率と都市の受け入れ能力の両方を考慮して珠江デ

ルタ地区への集中を避け、省東、西、北部の各都

市への誘導を推進するよう指示した。 

 国家電網は夏の電力需要ピークに向け、天津

市浜海新区に 6 億 6,000 万元を投資し送電網を

強化することを決定した。国家電網によれば、同

区では今夏ピーク時の電力負荷が299万kWに

達する見通しで、需給の逼迫が予想される。緊

急時にピークカットなどの措置も取り、市民の生

活用電力供給を優先する方針である。その他、

夏のピークには電力網のメンテナンスを強化し、

故障対応や顧客サービスを向上するという。 

（5 月 16 日付「南方都市報」）  （6 月 18 日 新華社） 

【青島】 第 1 四半期の可処分所得、前年同期比

9.4％増 
 【四川】 南アジア経済貿易協力会議を開催 

青島市統計局によれば、青島市第 1 四半期の都市

部 1 人当たり可処分所得は前年同期比 9.4％増の

9,932 元、農村部の 1 人当たり現金所得は同 13.1％

増の 5,087 元となった。また同期の都市部の 1 人当

たり消費支出は 8.1％増の 6,100 元、農村部 11.6％

増の 2,701 元となった。その他、1 人当たりの財産所

得では、都市部は 7.6％増の 495 元、農村部では同

14.1％増の 118 元、農村部の移転所得が同 18.1％

増の 266 元に達した。 

 第 5 回中国・南アジア経済貿易協力会議が 6 月

10 日に成都市で開催され、南アジアのインフラ

建設と発展における新たなチャンスをテーマと

し、アフガニスタン、インドなど 7 ヶ国の企業と経

済界の関係者が出席、それぞれのインフラ建設

事業計画を紹介して四川企業に投資を呼びか

けた。南アジア地域協力連合（SAARC）はイン

フラ面が改善できれば、貿易活発化につなが

り、南アジア諸国の就業問題も解決できると訴

え、中国企業の協力を求めた。 

（6 月 18 日 青島市統計局）  （6 月 18 日付「華西都市報」） 
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BTMU の中国調査レポート（2014 年 6 月） 
 

 産業トピックス 
中国風力発電業界の今後の展望について 

https://Reports.btmuc.com/File/pdf_file/info005/info005_20140624_002.pdf 

企業調査部 

 ニュースフォーカス第10号 
福建省・平潭総合実験区の発展政策 

https://Reports.btmuc.com/File/pdf_file/info005/info005_20140625_001.pdf 

香港支店･業務開発室 

 ニュースフォーカス第9号 
東莞市政府 加工貿易の発展促進に関する実施規定を発表 

https://Reports.btmuc.com/File/pdf_file/info005/info005_20140624_001.pdf 

香港支店･業務開発室 

 ニュースフォーカス第8号 
広東省政府「広東省･対外貿易安定成長支援実施方案」を発表 

https://reports.btmuc.com/fileroot_bj/FILE/jpreport_chinese/140610_01.pdf 

香港支店･業務開発室 

 BTMU 中国月報 第101号（2014年6月） 
http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/114060101.pdf 

国際業務部 

 アジア経済の見通し 
 景気は穏やかな回復持続を見込むも、不透明感が幾分強まる 

https://reports.btmuc.com/fileroot_bj/FILE/jpreport_chinese/140604_01.pdf 

経済調査室 
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