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～転換期を迎えたダブルイレブン～ 

中国で毎年 11 月 11 日に開催される世界最大級のオンラインショッピングイベント「双 11（ダブルイ

レブン）」が今年も開催されました。例年とは違い今年は、華々しいイベントや数字の発表を大幅に控え、

「低炭素のダブルイレブン」「公共のダブルイレブン」というスローガンが打ち出されました。 

 

 アリババグループのショッピングモール「天猫」は「エコなライフスタイル」をテーマとし、省エネ製

品や低炭素製品を展示する専門サイトを新設し、各企業は省エネタイプのエアコンや冷蔵庫、洗濯機、テ

レビ、スマート給湯器、節水型トイレ、新エネルギー自動車（NEV）、有機食品などの販売に力を入れまし

た。 

 

 中国政府は昨年、二酸化炭素（CO２）の排出量を 2030年までにピークアウトさせ、2060年までに排出

量を差し引きゼロにするカーボンニュートラルを達成することを表明しました。中国国内では「双炭（ダ

ブルカーボン）」「3060目標」がキーワードとなっています。「グリーン」と「低炭素」は、商品に限らず、

アリババはダブルイレブンセールで稼働する河北省と杭州市のデータセンターでは風力発電による再生

可能エネルギーの利用や浸水式液冷サーバーなど、さまざまなグリーン技術を使用し、２万 6,000 トン

の CO２削減を達成しました。家電量販大手で ECも手掛ける「蘇寧易購」はダブルイレブンで家電の下取

りサービスを前面に打ち出し、下取り件数は前年の２倍近い勢いとなりました。また、商品の包装に使う

発泡スチロールを再利用可能な発泡ポリエチレンに切り替え、物流・配送作業にクリーン電力や NEV を

導入する企業も増えました。今年のダブルイレブンは、参加企業にとって CO２削減の実験場となりまし

た。 

 

 CO２削減というと、鉄鋼やセメントといった製造業界や自動車業界などの問題というイメージが強い

ですが、IT産業の電気消費による CO２排出も無視できません。国務院発展研究センターによると、中国

国内のデータセンターが排出する CO２は年間約１億トン、華北電力大学の推計では、2035 年に中国のデ

ータセンターと第５世代移動通信システム（５G）の総電力消費量は 2020年の 2.5～３倍となり、中国全

体の CO２排出量の２～４％を占めています。また、中国の 2020 年の宅配便取扱件数は前年比 31.2％増

の 833億 6000万個で７年連続世界一となっており、商品の包装・配送でも CO２削減の意識が必要とされ

ています。 

 

今後は自社の事業成長率などの経済的な要素だけでなく、長期的な持続可能性や、時代のニーズへの対
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応、品質の高いビジネスの発展、自社の社会価値の実現などをさらに意識していく必要があります。 

 

 

 

【新政策動向】 

◼ 2022年の経済政策は安定第一、中央政治局会議 

12月６日、中国共産党の習近平総書記（国家主席）が主宰する党中央政治局会議は、2022年の

経済政策は安定を求めることに重きを置く方針を示した。積極的な財政政策を続けながら、穏健

な金融政策を維持する意向。 

◼ 杭州市、到着時 48時間内の陰性証明を 

12月 13日、浙江省杭州市政府は、新型コロナウイルスの水際対策を強化するため、市外から来

る人に対して 48時間以内に取得した PCR検査の陰性証明を到着時に提示するよう求めた。同市

では新型コロナの感染が再拡大している。 杭州市はまた、人が集まるイベントの自粛や不必要

な市外への外出を自粛するようを呼びかけている。 

◼ 国際的な資金移動の監督強化へ、外貨管理局 

12月 13日、中国国家外貨管理局は、2022年の政策方針の一つとして、国際的な資金の移動に対

する監督を強化する方針を示した。国内の経済・金融の安全を図るためと説明した。 

◼ 全国統一の市場制度を確立へ、習近平総書記 

12月 17日、中国共産党の習近平総書記（国家主席）は、国の重要政策を協議する中央全面深化

改革委員会の第 23回会議を開き、全国統一の市場制度を確立するとの方針を示した。「効率が高

く規範的で、公平な競争があり、十分に開放された全国統一の市場の確立を急ぐ必要がある」と

強調した。 

◼ 石油製品価格、３回連続値下げ 

12月 17日、中国国家発展改革委員会（発改委）は、国内の石油製品価格を値下げすると発表し

た。１トン当たりの値下げ幅はガソリンが 130元（約 2,300円）、軽油が 125元。値下げは 11月

20日以降３回目で、今年に入ってからは６回目となる。12月 18日から適用された。 

 

【経済・産業】 

◼ 上海市の技能者、2020 年平均年収は 13.6万元 

上海市人事社会保障局によると、同市で働く技能者の 2020年の平均年収（賞与、特別手当、助

成金、残業手当を含む）は 13万 5,500元（約 241万円）と、都市部の平均年収（12万 4,100

元）を１万 1,400元上回った。 

◼ ネット保険業務停止の動き、規制強化で 

中国の複数の保険会社が来年からインターネット保険業務を停止する。中国政府がネット保険事

業に関する規制を強化したことなどが理由。業務停止の動きが広がれば、ネット保険市場の成長に

影響を与える可能性もある。 

 

政策・経済トピックス 
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◼ 原材料価格が下落、工事停止などで需要縮小 

中国国内の原材料価格が下落し始めた。石炭価格が直近で下落したことをきっかけに、鋼材やアル

ミなどの価格も下がった。石炭供給量の増加を図る政策が効果を表したほか、冬入りに伴う工事停

止などで需要も縮小した。 

◼ 都市圏の開発進む、地域経済発展に期待 

中国で都市圏の開発が進んでいる。中心都市と周辺都市の協力を加速して地域の競争力を高める

狙いで、今年に入り、江蘇省南京、福建省福州、四川省成都の３都市圏の開発計画が公表された。 

◼ コロナ治療薬市場が拡大へ 1.8 兆円規模か、複数種を開発 

中国初の新型コロナウイルス治療薬が当局に承認されたことで、新型コロナの治療薬市場が立ち

上がろうとしている。現在開発中の治療薬も複数ある中、市場は 1,000億元（約１兆 7,800億円）

の規模になるとの見方もある。 

 

【日系・外資企業動向】 

◼ 横浜ゴムの模倣品販売、仏山の業者に行政罰 

11月 30日、横浜ゴムは、同社の模倣品を販売していた広東省仏山市の販売業者４社が行政処罰を

受けたと発表した。同市市場監督管理局は 10～11月、４社に対して模倣品の破棄と過料の支払い

を命じた。横浜ゴムは過料の総額を明らかにしていない。 

◼ ローソンが四川初進出、成都で８店開業 

12 月１日、ローソンは四川省成都市で８店を同時オープンした。同省での出店は初めて。うち７

店は買収した地場企業のコンビニエンスストアを「ローソン」に転換。残り１店は新規出店した。 

◼ 無錫２店で期限切れ食材使用、スタバが謝罪 

12月 13日、米コーヒーチェーン大手スターバックスの中国法人は、江蘇省無錫市にある２店が賞

味期限切れ食材の使用や賞味期限の改ざんを行っていたことを受け、この２店を閉鎖したと発表

した。同社中国法人は謝罪し、調査を実施するとした。 

◼ 上海でイクラ丼や日本酒、北海道の魅力アピール 

12 月 18 日、北海道上海事務所は、イクラ丼や日本酒といった北海道の名物を PR するイベントを

中国・上海の日本料理店で開いた。日本から輸入された道産食品にこだわり、新型コロナウイルス

流行で往来が難しい中でも魅力を味わってほしいとアピールした。 

 

【人民元情報】 

人民元市場レート（2021年 12月 20日時点） 

外貨名 100日本円 

中間値 5.6173人民元 
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【中国ビジネスワンポイントアドバイス】 

財務と税務面における契約書の確認ポイント 

企業の日々の業務の中、多くの契約書が締結されています。契約書に対し、リーガルチェックがよく実施され

ていますが、財務面と税務面のレビューが実施されていないケースがあります。 

契約書は、会計処理の根拠となり、税務リスクにも関与しています。リーガルチェックだけではカバーできない

部分がありますので、財務面と税務面のレビューを実施することをお勧めします。 

  

財務面と税務面のチェックポイントについて、ご参考のため、下記のようにまとめました。 

  

  項目 説明 

１ 発票種類の明確化 

中国では、普通発票、増値税普通発票、増値税専用発票などの

種類がある。 

商品を購入する時に、仕入増値税の控除を適用するため、増値

税専用発票を入手する必要がある。 

２ 

単価の項目に増値税率、

増値税抜の金額、増値税

込の金額を明記 

増値税率の変更が発生する場合、取引先との価格交渉はやりや

すくなる。 

３ 決済条件の確認 

会社の資金繰りに大きく影響している。 

決済スケジュールの確認： 前渡、与信の期間 

決済の方法： 銀行振込、銀行保証の手形、現金 

現金による決済はなるべく避ける。 

４ 銀行の口座名義の確認 
銀行口座の名義、契約書の契約先、発票の名義、三者は一致さ

せる必要がある。 

５ 商品引渡の条件の確認 

売上認識の時点に影響している。 

2021年１月より、中国の企業会計準則（「新会計準則」と呼ばれ

ることがある）の収入準則が改正され、契約書の内容及び根拠資

料に基づき、売上認識の時点が判断される。 

６ 立替金の内容を避ける 

中国の税務上で、損金算入のため、発票の宛名は会社の名義が

必要である。立替金については、関連する発票の入手が難しい場

合を想定して、税務リスクを回避するため、立替金としての扱いは

避けたほうがいいと考えられる。 

７ 「無償」という内容を避ける 
中国の税務局は、「無償」の妥当性を認めず、益金算入と要求さ

れるケースがある。 

８ 中国の外貨規制 

中国では、外貨規制が厳しく実施されている。 

契約書の内容（特に商品輸出と輸入以外の非貿易取引）により、

外貨送金、入金ができなくなる可能性がある。 
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ビジネス相談 

香川県上海ビジネスサポーターでは、会計・税務、人事労務、経営、法律などのご相談に無料でお答え

しています。お困りの際は、香川県上海ビジネスサポーターまでお気軽にご相談ください。 

 

【相談事例のご紹介】 

➢ 質問 

【金属加工用ソフトウェア輸出の申請・登録について】 

金属加工用のソフトウェアの輸出にあたり、中国当局に申請が必要であることは事前に確認してい

ますが、代理店ごとに都度申請・登録する必要があるのか、それとも１度商品として登録できれば、

以降、別の代理店が当該商品を輸入する場合であっても、申請は不要になるのか、お教えいただきた

く存じます。 

 

➢ 回答 

まずは、当該商品（ソフトウェア）が、中国商務局が規定する「技術輸入」に属するか否かを、確認

される必要がございます。金属加工用のソフトウェアということで、仮に技術輸入に該当する前提です

と、上海市の場合、上海市商務委員会にて技術輸出入契約登記（中国語：技術進出合同登記）が必要で

す。 

上海市商務委員会への電話確認および関連法規「中華人民共和国国務院令第 331号 中華人民共和国

技術輸出入に関する管理条例」第 17条によりますと、自由に輸入した技術については、契約書による

管理を行うと規定されておりますため、契約件数にともなった、申請と登記が必要になる認識です。 

今回は代理店を通じた中国での販売ということで、上海側の代理店が上記申請、登記を実施すること

になりますが、上記の通り、商品毎ではなく契約毎に申請、登記が必要となります。 

仮に代理店が４社あり、それぞれ契約が４件あるとしますと、たとえ同じソフトウェアであっても４件

の登記が必要になります。 

また、申請、登記する契約書はすべて中国語版となりますため、準備いただくことになります。上海

市の代理店に技術輸出入契約登記について、どこまで対応できるか等契約を交わす前に確認されるこ

とをおすすめいたします。 

 

関連法規 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61768.htm 

上海市商務委員会ウェブ 

https://sww.sh.gov.cn/ 

https://www.gslpt.cn/hbIndexAction!queryCatalogNextOneById.action?catalogId=510 

 

以上、ご参考いただけますと幸いです。 
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香川県上海ビジネスサポーターの利用できるサポート内容ご案内 

 

＜現地視察の支援＞ 

① 現地視察に対する企画提案・アポイント手配 ②現地視察に対するアテンド・通訳  

＜ビジネス展開の支援＞ 

③県内企業及びその現地法人等からの依頼によるビジネス相談 ④マッチング候補企業情報の提供

等（基礎調査）⑤展示会・見本市への出展支援 ⑥中国企業の信用調査 ⑦マッチング候補企業情報

の提供等（商談に係るアポイント手配）（有料） ⑧マッチング候補企業情報の提供等（商談に係るア

テンド）（有料）  

＜対象外の業務＞ ビジネスを伴わない観光目的での視察、適法性が疑われるもの。公序良俗に反す

ると思われるような業務等。  

＜利用対象地域＞上海市、江蘇省、安徽省、浙江省  

＜利用申込資格＞ 香川県内に本社又は事業所を有する企業及び商工関係団体等 。香川県内に本社

又は事業所を有する企業で、中国に進出している現地法人、支店、駐在員事務所  

＜利用者が負担する費用＞ ①②③④⑤⑥のサービスは無料です（ただし、渡航費、宿泊費等は利用

者の負担）。 ⑦⑧のサービスは有料です。利用申込書提出後に利用者が負担する費用を事前にお支払

いいただきます。 

 

香川県上海ビジネスサポーターの支援をご希望の場合は、以下 URLからお申込みください！ 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/kaigai/03.html 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

香川県上海ビジネスサポーター  池田 博明     

〒200030 上海市徐匯区虹橋路 1号 港匯中心 1座 25楼 

（上海邁伊茲（マイツ）諮詢有限公司 浦西事務所内） 

 E-mail: kagawa@myts-cn.com 

上海ビジネスサポーターの支援をご希望の場合は、こちらを検索！！ 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

香川県 上海ビジネスサポーター 検索 


