
 

1 

 

2022年７月号 
 

 

 

 

 

 

 

 

～浸透する信用スコア～ 

近年、「信用スコア」という言葉が聞かれるようになってきました。信用スコアとは個人の信用力を多

角的な視点から数値化したものです。信用スコアは、年収、借入状況、返済状況といった従来の「信用情

報」に加え、ネットショッピングの購入履歴、SNSの使用履歴など個人に紐づくさまざまなデータを収集

し、AIを活用して算出され、海外では広く活用されています。 

 

中国では、世界で 12億人以上が利用する「支付宝（アリペイ）」という決済サービスに 2015年から「芝

麻信用（セサミクレジット）」という信用スコアが搭載されるようになったことで、信用スコアの普及が

急速に進んでいます。芝麻信用は支付宝に日々蓄積される膨大なデータから分析を行うことでスコアを

算出していますが、支付宝での決済情報、自動車や住宅などの資産状況、SNSにおける人間関係、学歴や

職歴などが反映されているといわれています。芝麻信用の信用スコアは 350～950点でスコアリングされ、

それぞれ下から順に「350～550点：較差（やや劣る）」「550～600点：中等（普通）」「600～650点：良好

（やや優秀）」「650～700点：優秀」「700～950点：極好（極めて優秀）」の５段階でランク分けされてい

ます。 

 

信用スコアを導入することで、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。信用スコアは、その

人がどれだけ信用できる人なのかを数値化したものです。そのため、フリマアプリやネットオークショ

ンなどの CtoC（個人間取引）市場においての活用が期待でき、顔の見えない相手とのやり取りにおいて、

信用スコアは取引相手の信用度合いを測る上での判断基準となっています。 また、金融機関がお金を融

資する際の判断材料にもなっています。さらに、個人の信頼が様々なことに影響することが分かれば、

「不正をしないようにしよう」という抑制力が働くことも期待できます。芝麻信用を導入したレンタカ

ー会社では、利用料の踏み倒しが 52%減少、交通罰金の踏み倒しが 27%減少したデータもあり、未然に不

正を防止することもできます。 

また、信用スコアが高い人は、「信頼できる人」とみなされるため、低金利でお金を借りることができ

たり、デポジットの不要、ポイント還元率のアップなど、さまざまなサービスで優遇を受けることができ

ます。  

 

一方、信用スコアが一定の水準に達していないと、公共交通機関の利用が制限されたり、SNSやシェア

リングサービスの登録ができないなど、信用スコアによって「できない」ことが増えてしまいます。信用

スコアによるもう一つの不安が、生まれた家庭環境や貧富の差による様々な格差がさらに拡大するので
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はないか、という懸念です。 銀行の与信情報などを元にして信用スコアが算出され、それによって、金

融機関だけでなく娯楽、生活に必要なインフラサービスなどでも「できない」ことが増えると、更に貧富

の差を広げてしまう可能性もあります。 

 

信用スコアは、定量的で比較しやすく、多くのサービス提供者にとっては非常に便利な指標になりうる

ものです。 しかし、信用スコアが実用レベルで使われている中国では、信用スコアによる「足切り」に

よってすでに格差の拡大が加速しつつあります。信用スコアの便利なところをうまく活用しつつ、いか

に格差を拡大させないか、という点を考慮しなければなりません。 

 

 

 

【新政策動向】 

◼ 雇用安定に指針、年内に 13万人再就職 上海市 

上海市政府は、雇用安定に関する新たな政策指針を発表した。新型コロナウイルスの感染拡大を

受け悪化した雇用情勢を改善するため、３か月以上失業状態にある人を雇用する企業に補助金を

支給するなどし、年内に少なくとも 13万人を再就職させる目標を掲げた。 

◼ 消費品業界をデジタル化、EC利用率８割に 

７月２日、中国工業情報省（工情省）など中央５部門は、消費品の生産・販売などを手掛ける企

業のデジタル化を促す計画を発表した。2025年までに業界企業の電子商取引（EC）の利用率を８

割以上にすることなどを目標に設定した。デジタル化を通じて企業の競争力を高める狙い。 

◼ 工場の水使用量を削減、５年で 16％減目標 

中国政府は、工業用水の利用効率向上に向けた行動計画を策定した。2025年までに工業生産額

（付加価値ベース）１万元（約 20万円）当たりの水使用量を 20年比で 16％削減する。 中国工業

情報省、水利省など中央６部門が発表した。 

◼ 輸入品のコロナ検査、一部品目は不要に 

７月 12日、中国国家衛生健康委員会は、輸入品に課している新型コロナウイルス検査と消毒に

ついて、石炭や化学原料など一部の品目を不要にすると発表した。サプライチェーン（調達・供

給網）の安定を図る。常温の輸入品については、新型コロナに汚染されているリスクを「低」

「高」の２段階に分けて検査の有無を決める。新型コロナの感染リスクが低い国・地域から輸入

した常温の物品や、石炭、鉱石、化学原料、穀物といったばら積み貨物、港での荷降ろしから 24

時間が経過した常温の物品などに対する検査と消毒は不要とした。高リスクと判断された物品は

規定に従って消毒した上で、各地に配送した後の検査はしないと明記した。 

◼ 上海市、社区に託児所設置、子育て支援へ 

７月 13日、上海市教育委員会は、３歳以下の子どもを一時的に預かる託児所「宝宝屋」の設置

を社区（地域コミュニティー）で進めると明らかにした。自宅から 15分程度と通いやすい場所

に設けて、子育て世帯を支援する。 

 

政策・経済トピックス 
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【経済・産業】 

◼ 工業用ロボットの需要拡大、引き合い継続へ 

中国で工業用ロボットの需要が高まっている。自動化を進める製造業からの引き合いの高まりに

加え、リチウム電池や新エネルギー車（NEV）業界の生産拡大などが背景。旺盛な需要は今後も

続く見通しだ。直近ではコスト高に伴いロボット製品を値上げする動きも出ている。 

◼ NEV電池の生産量、６月は 2.7倍 

７月 11日、中国自動車動力電池産業イノベーション連盟（ABIA）が発表した中国の 2022年６月

の「新エネルギー車（NEV）」動力向け電池生産量は、前年同月比 2.7倍の 41.3ギガワットだっ

た。伸び幅は前月（2.6倍）から拡大し、前月比では 16.1％増加。 

◼ 2022年第２四半期の GDPは 0.4％成長 過去２番目の低水準 

７月 15日、中国国家統計局は 2022年第２四半期（４～６月）の実質国内総生産（GDP）の成長

率が前年同期比 0.4％だったと発表した。第１四半期（１～３月）の 4.8％から大きく悪化し、

四半期別の数値としては 2020年第２四半期以降の最低となった。 

◼ ６月のエネルギー生産、原炭は 15.3％増 

７月 15日に中国国家統計局が発表したエネルギー生産統計によると、2022年６月の原炭生産量

は 15.3％増の３億 8,000万トンだった。政府の増産策を背景に２桁伸び、上昇幅は５月（10.3％

増）から拡大した。拡大は３か月ぶり。夏季の電力逼迫に備え、増産の動きが出ている。 

◼ 上海市の外資導入、上半期は 0.2％増 

上海市統計局と国家統計局上海調査総隊によると、外資企業による 2022年上半期（１～６月）

の実行ベースの投資額は前年同期比 0.2％増の 124億 7,400万米ドル（約１兆 7,200億円）だっ

た。新型コロナウイルスのまん延などの影響で振るわなかった。 

 

【日系・外資企業動向】 

◼ コロナ薬申請に向け中国で資料提出 塩野義製薬 

７月４日、塩野義製薬は、中国の合弁会社が新型コロナウイルス治療薬の中国での新薬承認申請に

向けた資料の提出を開始したと発表した。新薬承認申請前に資料を提出することで、申請後の審査

の際にコミュニケーションが円滑になることが期待できると説明した。 

◼ ホンダ、「無印良品」と電動自転車 

ホンダは、生活雑貨ブランド「無印良品」を展開する良品計画とコラボレーションした電動自転車

を７月 16日に中国で発売すると発表した。無印良品が手掛けるシンプルなデザインと、ホンダの

技術と開発力を生かした快適な乗り心地が特徴で、都市部の住民をターゲットに新たな顧客層を

開拓する。両社がコラボした電動自転車「MS01」は、無印良品がデザインを手掛け、ホンダの二輪

車生産・販売の中国合弁、新大洲本田摩托（新大洲ホンダ）が開発した。航続距離は 65キロメー

トルで、価格は 4,980元（約 10万円）。 
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◼ 東芝系の開発システム、中国で代理店契約 

７月 14日、東芝デジタルソリューションズは、モデルベース開発向けの分散・連成シミュレーシ

ョンプラットフォーム「ベネット DCP」の中国市場の販売代理店として、豊田通商系の豊田通商先

端電子（大連）（遼寧省大連市、NEDL）と契約を締結したと発表した。 

◼ 豊田合成、湖北の自動車部品工場を移転拡張 

７月 15日、豊田合成は、湖北省十堰市で移転・拡張したウェザストリップ製品（自動車のドアや

窓枠のゴム部品）工場の開所式を行ったと発表した。年産能力を従来の約２倍に引き上げ、華中地

域の顧客の生産拡大に対応できる体制を整えた。 

 

【人民元情報】 

人民元市場レート（2022年７月 19日時点） 

外貨名 100日本円 

中間値 4.8895人民元 

 

【中国ビジネスワンポイントアドバイス】 

個人の倫理観が不正予防の要 

新型コロナウィルス（COVID-19）の出現は企業管理において多くの変化をもたらしました。グローバル

企業に占める中国現地法人の重要性が高まる一方で、日本から渡航して内部監査を履行する事が困難に

なるなど現地の状況が見えづらくなったため、日本親会社からは、中国現地法人の管理状況は十分か？

現地で意図せず不正が起きていないか？といった不安の声が多く聞かれるようになりました。 

今回は、特に相談の多い「現地法人で不正が起きないようにするには？」の１つの解をご紹介します。 

「不正が起きない組織とは」～不正のトライアングル※の３つの視点～ 

不正が起きない組織（企業）を考える際のポイントは、不正のトライアングルの３つの視点に着目し、

それぞれで問題が発生しないようにする事です。しかしながら、「機会」に相当する企業管理、いわゆる

内部統制には限界（経営者の内部統制無視、共謀、費用対効果、等）があり、完璧な管理体制を構築する

事は不可能とされます。 

そこで、不正を考える視点として、「動機」や「正当化・倫理観」にも着目する事が重要となります。 

不正の 

トライアング

ル 

３つの視点 不正リスク要因の内容 

機会 
業務 

プロセス 

不正行為を行う事が可能な環境が存在する。 

【例】コンプライアンス・法規制対応機能の脆弱性、牽制・チェック機

能不全。 

動機 
企業風土・ 

カルチャー 

不正行為を実際に行う際のきっかけがある。 

【例】処遇への不満、外部からの利益供与、生産性・コスト等の過重ノ

ルマ。 
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正当化・ 

倫理観 
行動特性 

不正行為を思い止まらせるような倫理観等が欠如している。 

（不正可能な環境下で不正をしないとの堅い意思が持てない状態） 

【例】個人の倫理観欠如により不正へのブレーキが効かない、過去に問

題は起きていないという慢心、コンプライアンス軽視。 

※不正のトライアングル：インディアナ大学出身の犯罪学者ドナルド・R・クレッシーの研究による。 

 

「不正行為を思い止まる倫理観の醸成」～個人行動や心理的側面への働きかけ～ 

不正予防で大事な事は、『「機会」に繋がる内部統制には限界があるから管理体制は適度で良い』という

事ではなく、可能な限り管理レベルは高めるが、「動機、正当化・倫理観」にも焦点を当て、「不正行為を

思い止まる倫理観を醸成」する事にあります。しかし、「動機、正当化・倫理観」は、人の心の問題に拠

るため視覚化しにくい点で企業管理上の難しさがあります。現地法人内部監査の御支援でも、内部統制

の把握・評価には注力するが、「動機、正当化・倫理観」への着目は極めて少ない傾向です。 

「現地法人で不正が起きないようにするには？」という問いに対し、完璧な管理体制の構築が不可能で

ある以上、個人の倫理観は不正予防の必須条件となりますので、「動機、正当化・倫理観」の視点からも

現地法人の企業管理やモニタリングを考える事が非常に重要であると考えます。 

個人行動や心理的側面への働きかけとして、例えば、①コンプライアンス教育の継続的実施、②過度な

ノルマの排除・賞罰規程の見直し、③ワークショップ型研修等による組織風土改革、④内部通報制度の再

構築、⑤経営層・従業員へのアンケート調査、等も有益ですので是非検討してみてください。 

 

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 

【簿外品の期末評価に関するご相談】 

当社では、多くの見本反を作成し、その見本反を基に色や素材の打合せをしています。一度作った

見本反は、すぐに廃棄する事が出来ず、倉庫に保管されている状態です。日本では、年度末にその見

本反の評価を行い、棚卸資産として調整しています。中国でも同様の処理が必要でしょうか。 

 

➢ 回答 

中国でも年度末に見本反の評価を行い、棚卸資産として処理が必要となります。 

補足として、日本は企業にもよりますが比較的税務調査が入る頻度も高く、その際の調査も入念な

ため、リスク管理として多くの企業はきちんと年度末に棚卸資産として処理しています。 

しかし中国では税務調査でそこまで調べられることはまずなく、サンプル費用処理をしていれば、

簿外で特に問題になることはないため、サンプル品を棚卸資産へ調整している企業はあまり聞きま
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せん。 

ただし、税務調査でそこまで確認されるリスクはゼロではありませんので、会社の規定があればそ

の通りに管理することをお勧めいたします。 

 

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中国企業とのビジネスマッチング・商談機会の創出 ⑥他県共同中国セミナー開催   

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 


