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本日の報告のポイント 
• 通商ルール作成の場で、中国への適応も想定して、  

（1）国有企業への補助金、競争歪曲性 
（2）データ取引規制 
注目されている。背景を整理する。 

• 中国の市場経済のタイプ別に対応が必要？ 
– 混合市場・行政独占市場では、過剰生産能力問題、環境
汚染が発生。 

国有企業の競争中立性規律が必要。 
– テクノロジーの最先端、ネットワークの外部性が働く分野
は、民営企業の独壇場。オンラインとオフラインをつなぐ
イノベーションが起きている。 

ここがデータ取引をめぐるルールが必要。 
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報告の構成 

1. 国有企業と民営企業のあいだの身分差別 
2. 中国の市場競争の特徴：混合市場 

1. 3つタイプ：①行政独占、②混合市場、③純粋民営
市場 

2. 混合市場と過剰生産能力 
3. 競争市場とインターネットイノベーション、半導体 

3. WTO体制と中国の市場競争 
– 補助金と競争中立性 
– データ、プラットフォーム、国家 
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1．中国の市場経済の特徴：国有企
業と民営企業間の「身分差別」 
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党規約の中の公有制 
総綱 わが国の社会主義建設の根本的任務は、さらに生産力を

解放し、発展させ、社会主義現代化を逐次実現し、またそ
のために生産関係と上部構造の中にある生産力の発展に
照応しない分野と部分を改革することである。公有制を主
体とし、多種類の所有制の経済がともに発展をとげる基本
的経済制度を堅持し、それを充実させ、労働に応じた分配
を主体とし、多種多様な分配方式が共存する分配制度を
堅持し、…..発展ということを党の執政と国の振興における

第一の重要任務とする。諸般の活動は、社会主義社会の
生産力の発展に役立つのか、社会主義国の総合国力の
増強に役立つのか、人民の生活水準の向上に役立つかど
うか、これを全般的な出発点と検証の基準にしなければな
らない。 
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憲法の中の公有制 
第6条 中華人民共和国の社会主義経済制度の基礎は、生産手

段の社会主義公有制、すなわち全人民所有制及び労働大
衆による集団所有制である。社会主義公有制は、人が人
を搾取する制度を廃絶し、各人がその能力を尽くし、労働
に応じて分配するという原則を実行する。 
国家は社会主義初級段階において、公有制を主体とし、
多種類の所有制経済がともに発展するという基本的経済
制度を堅持し、労働に応じた分配を主体とし、多種類の分
配方式が併存する分配制度を堅持する。 
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憲法（続き） 
第 7
条 

国有経済、すなわち社
会主義の全人民所有制
の経済は、国民経済の
中の主導的な力である。
国家は、国有経済が地
位を固め発展することを
保障する。 
  

第11
条 

法律に規定する範囲内
の個人経済及び私営経
済等の非公有制経済は、
社会主義市場経済の重
要な構成部分である。 
国家は、個人経済、私
営経済などの非公有制
経済の合法的権利およ
び利益を保護する。国は
非公有制経済の発展を
奨励、支持および領導し、
非公有制経済に対して
法にもとづいて監督およ
び管理を行う。 
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国有独占から競争的な市場まで 
産業 所有  競争（市場） 
鉄道 国有独占 独占 
郵便 政企不分・非企業 独占 
放送 政企不分 中央、地方に多くの放送局があり競争的 
タバコ 政企不分 専売（国からの許可を得て販売） 
塩 政企不分 専売 
石油加工 国有 国有2社の寡占 
水道 国有、地方政企不分、民営 地域分割 
電力 発電：国有、民営、混合  

送電：国有 
発電：国有5社、民営、混合所有の混合市
場 
送電：国家２社の地域分割 

航空 国有、民営、民・外資混合 国有3社、混合１社、民営4社 

通信 固定電話・携帯：国有 
データ通信：国有、民営 

固定電話：4社、携帯電話：3社、データ通
信：6社、 

鉄鋼 国有、民営、混合 高炉を持つ企業が1万社以上 
家電 混合、民営、外資 数10社 

財務省中国研究会            
（学習院大学渡邉真理子） 8 2019/3/13 



国有企業の行動への制限 
発布
年 1999 年 9 月 2006 年 12 月 2013 年 11 月 2015 年 9 月 

文件
名 

「中共中央の国有
企業改革の発展に
関する重大な問題
に関する決定」 
（四中全会） 
 

 
「国有資産管理委
員会の国有資本の
調整 と国有企業の
再構築に関する指
導的意見）」（国
発弁［2006］97  号

文件） 
 

第 18 期三中全会
決定 

国有企業改革深化へ
の意見 

国有
資本
を集
中さ
せる
分野 

国家の安全に係わる
産業、もしくは、自
然独占の産業、公共
財、公共サービスを
提供し、支柱となる
産業、ハイテク産業
の中心となる企業。 

国家の安全、重要
なインフラおよび
重要な鉱物資源に
かかわる産業、公
共財・公共サービ
スを提供する産業、
支柱となる産業。 

国有資本は公益性
事業に、投資し、
公共サービスに貢
献する。第二に自
然独占が発生する
分野。ネットワー
ク性の強い産業で
も、可能な限り開
放する。 

国有企業を公益性商
業性に分ける。国有
企業は、国家の安全
にかかわる産業、国
民経済の命脈を握る
産業、重要な任務を
持つ商業性国有企業
については、国有資
本が支配的地位を持
つ。 
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天則経済研究所 国有企業研究 

• 盛洪 
– 民営企業の参入が規制されている分野が多い。こう
した分野を規制を順次撤廃していく案があるが、本来、
民営企業である故に差別されるべきではない。 

– 翻訳：国有企業の存在は競争中立的ではない。 
• 体制外に追いやられた 

– 天則経済研究所。DRC/社会科学院は所属研究者の
交流を禁止 

– 盛洪。2019年ハーバードで開かれた会議に参加しよ
うとして、出国を禁止された。 
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OECDの国有企業競争中立規制 

• 「国有企業は、その所有制ゆえに競争優位を得ては
いけない。」 
– OECDの国有企業コーポレートガバナンス規則から始まる。 
– EU,  オーストラリアが厳格な規制を導入 

• 競争中立性を損なう行為 
1. 緩い淘汰条件を利用した略奪的価格設定（Predation） 
2. 競争相手の生産コストを引き上げる（Raising Rivals 

Cost ） 
3. 戦略的に遅れたコストの低い技術を採用し、価格を下

げる（Strategically taking inefficient technology  
4. 市場間補てん（Cross Subsidies） 
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The Economist  
12th September, 2015  
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２人の社長が示した、国有企業の在り
方に関する対立的な見方 

シノペック（石油大手) CEO: 
傳成玉  

• 国有企業改革の目的は、
国有企業を市場から排除
することではなく、より大き
な国有企業を作り、国有支
配を維持することである。 

エアコン最大手 格力CEO: 
董明珠 

•  今必要なのは、政府から

の支援ではなく、自由に競
争できる環境である。 

2019/3/13 財務省中国研究会            
（学習院大学渡邉真理子） 13 



TPP克服か、それともWTO以前 

TPPをにらんだ動き 
• 2013年11月三中全会決定 

– 国有と民営は平等の条件で
競争できる。 

• 上海貿易自由区、米中二
国間投資協定 

• 5月5日「開放型経済体制の
構築に関する意見」9月17
日の国有企業改革意見後
慌てて公表。 
 

WTO前に戻ろうとする動き 
• 混合所有制 

– 国有企業に民営企業も出資で
きる。 

• 8月の株式市場の介入 
– 政府と近い企業の株を政府の

資金で買い支えた 
• 9月「国有企業改革を深化さ

せるための意見」 
– 国有企業のために公平な競争

環境を作る 
– 細目は、分類して改革すると

宣言。  
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The Economist, 
2nd April 2016 

• “Earlier in Mr Xi’s rule, observers 
had wondered whether, after 
establishing himself, he would turn 
to carrying out the reforms that he 
says he wants. But hopes are fading 
that a big reformist push will ever 
materialise. Mr Xi appears to have 
little time for the politically 
irksome business of making the 
party follow the law, closing down 
loss-making state-owned firms, or 
bringing about much-needed social 
changes, such as scrapping 
restrictions on access by rural 
migrants to urban public services. 
The task of preserving his power is 
a full-time job” 
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2018年末から政権内部から 
競争中立性への言及が増える 

• 易鋼（中国人民銀行総裁） 
– 2018年10月14日、G30国際銀行業会議で、「中国

経済の構造問題を解決するために、国内の改革、
対外開放、知的財産権の保護、さらに国有企業
に対しては競争中立の原則を適用すべき」 

• 劉世錦（政治協商会議経済委員会副主任。） 
–  2019年3月8日 財新週間の円卓会議 「公平な

競争を推進するためには、今後所有制をもって
企業を分類することをやめるのが最も望ましい。」 
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中国の市場競争の分類：3つの類型 
 

1．行政独占企業 
2，混合市場１ 
3．混合市場２および純民間市場 
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タイプ1  行政独占産業 

  例  石油， 鉄道， 銀行 

   政治と結びつき法律の制約を超越する 
1. 独占による経済厚生の消失 

• 石油価格の高止まり、供給の不安定性 
• 競争がないことによる品質の低下、価格の上昇 

2. 環境汚染問題 
• PM2.5    ディーゼルおよび潤滑剤基準を石油業界が

決定していた。財新の報道、柴静のビデオの放映後、
基準委員会のメンバー調整が行われた。 
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タイプ2  「不健全な」混合市場  

例 カラーテレビ、鉄鋼、 
非対称な競争条件が生む生産能力過剰 

• 国有企業は、政治目標の達成も求められる。 
• 同時に、市場からの退出条件が緩い。 
• 銀行融資の優先的配分、政府からの開発基金の
提供（CTV）， 政府基金（鉄鋼） 

• 非対称な条件が、過度な価格競争、財の品質の
低下を生む（Predatory Pricingの問題）。 
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タイプ３   
「健全な」混合市場および純民間市場 
携帯電話、電子商取引，ドローン 
市場競争と分業の仕組みの継続的な改善が、
良性の競争を生む。 
– 品質競争と同時に価格も低く抑えられる。 
– 良質の競争は、新しい産業を生む。 

• 山寨産業の例：BP機、VCD、MP3が、山寨携帯を生み、
小米、ドローンに発展。 

インターネット企業の台頭が、民営企業の存
在空間を格段に広げた。（後述） 
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タイプ1で起こる過剰生産能力問題 
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鉄鋼産業と補助金 
（通商白書2018） 
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補助金の定義 

WTO補助金協定 
1. 政府または公的機関から

の、 
2. 資金的貢献によって、 
3. 受け手企業に利益が生じ

るもの 
 
WTO 協定補助金協定1.1 条 

 

中国・企業会計基準の政府補助 

1. 現金を含む政府の資産を無
償で譲渡を受けること。ただ
し、所有者としての投入した
資本は含まない。 

2. 政府補助の定義は、 
（ア）無償で譲渡されること、 
（イ）現金・非現金資産を、政府
から直接取得したもの、を指す。 
• 企業会計準則16号 
• 例：土地の無償・低価格供与、 

 
 



競争非中立的？ 

• 中国企業会計準則の補助金＝利益である 
– 無償で資産を提供している。 
– 低価格などではなく、ゼロ価格。 
– 補助金の受け取り＝利益の供与 

• 問題は、この補助金が競争歪曲的かどうか。 
– 過剰生産能力時代は発展段階の問題の面もある 
– 補助金の存在が、ソフトな予算制約となり、過剰生産
能力を招いているのか。 

– 補助金ゆえに赤字でも存続する状況があるのか？ 



営業利益と補助金 
政府支援は多様：大型国有は合併、小型国有は補助金 

      営業利益（百万元）  補助金（百万元）  
    省 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
1 宝山鋼鉄 上海 国 7,680 7,640 1,850 780 637 1192 
2 河北鋼鉄 河北 国 151 899 539 150 96 52 
4 武漢鋼鉄 湖北 国 458 1,160 (7,930) 353 422 111 
6 鞍山鋼鉄 遼寧 国 664 1,570 (3,870) 266 287 268 
7 新興鋳管 河北 国 1,370 (439) 80 353 1611 1429 

19 凌源鋼鉄 遼寧 国 (413) (947) (744) 1257 37 809 
22 杭州鋼鉄 淅江 国 70 (40) (1,080) 74 53 62 
23 重慶鋼鉄 重慶 国 (2,500) (2,840) (9,280) 11 3098 982 
25 江蘇沙鋼 江蘇 民 50 133 (120) 26 21 23 



上場鉄鋼企業の営業収益の動向 
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救済が起きた比率：SOEと非SOE別 
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前年救済された国有企業の営業収益vs 同 非国有企業 
28 



観察された状況 

• 救済が起こる確率 
– 2010年以降増加している 
– 概ね国有企業のほうが民営企業よりも大きい 

• 救済された企業の受け取った非営業収入は
大きい 

• 2008年以降、前年に救済を受けた国有企業
は、営業赤字に陥っており、その額は大きい。 
– ただし、上場民営鉄鋼企業のサンプルは限られ
ている。 
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鉄鋼：事後的なソフトな予算制約 

• 中国会計基準の補助金∈補助金協定の補助金 
• 一部の企業への集中的な補助金が確認できる。 

– 環境、技術開発などはWTOの規定からはOK 
– その他、納税褒賞などの補助金もある。 

• 上場鉄鋼企業全体の傾向 
– ソフトな予算制約が存在していた可能性あり。 
– 国有であり、救済的な規模の営業収入があった翌年、
営業赤字は増える傾向がある。 

– Predatory Pricingを許すソフトな予算制約 
 



WTOの補助金協定の限界 
• 補助金による損害の認定 

– 鉄鋼の輸出価格、輸出先での価格の不当な引き下
げの証拠が必要。 

– 上の研究の発見：中国国内の鉄鋼の均衡価格が、ソ
フトな予算制約のために低く抑えられている。 

• 高い生産性による低いコスト vs ソフトな予算制約による
Predatory Pricing 

• Predatory Pricing の可能性を示唆 
– これが輸出されて、輸出先で損害を与えている証拠
とはなっていない。 

– このため、WTOの補助金協定の交渉では使えないよ
うである。 

 



協定外での対応 

• このため、補助金協定の外での対応が進め
られている。 
1. 杭州G20後に設置された鉄鋼グローバルフォー

ラム （2016－ 
2. 補助金を巡る三極（欧州、アメリカ、日本）の協

議 （2018－） 
– 国有企業の競争中立性の確保に、国際的な圧力
がかかり始めている。 

 

 
 



半導体産業と補助金 
（通商白書2018） 
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半導体：事前のソフトな予算制約 

• 半導体への投資については、市場の需要が
ありリスクも大きい。 

• 補助金には、正の外部性があるので、政府
の政策としては、認められるべきだろう。 
– 産業政策のすべてを否定できるのか、が焦点。 

• 補助金の対象の内外差別は、規制が必要。 
• 国家間の産業政策の競争が悪性競争になら
ないための枠組みも必要かもしれない。 
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2．タイプ3 民営企業が独占するイン
ターネットビジネス 

2019/3/13 
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インターネットビジネスの特徴と中国 

1. マスをとったほうが強いという特性。 
1. 直接的/間接的ネットワーク外部性 

1. マスが参入障壁になり、後発は多いに不利。 

2. プラットフォームの持つ補完性 
3. マスをとるのに、オープンソース化が役立つ。 

2. ビジネスモデルでのイノベーション 
3. 民間企業がマスをとり、国有企業は淘汰された。 
4. インターネットビジネスの国際ルールの主導権。 
ハードの生産能力、ソフトの取引ルールの実態が中国に集
中している。 

アリババはeWTPを提唱 ⇒WTOのデジタル取引規制 
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ネットワークの外部性 
利用者が増えること自体が価値を生む。 

⇔利用者の多さが参入障壁になる 
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直接的/間接的 
ネットワーク外部性 

• 直接的ネットワーク外部性：あるネットワークのメ
ンバーが増えるほど便利になる。 
LINE、Facebook、アリペイ、ペイパルなど。 

直接的ネットワーク外部性はユーザー数に比例。
⇒アリペイの重要性 

• 間接的ネットワーク外部性：異なるタイプを結びつ
けるとき、それぞれのタイプが多いほうが便利。 
プラットフォームは、間接的ネットワーク外部性を利用

するビジネスモデル。補完性が需要を増やす。 
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アリババとアントフィナンシャル 
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アリババのビジネスモデル＝ 
複数プラットフォームのかたまり 

• 複数の商取引サイト 
–  アリババ   B to B 
–  タオバオ   B/C to C 
–  Tmall     B to C 

• 電子決済システム アリペイ（支付宝） 
–  アリババ上のアカウントを作り、その範囲での決済。 
–  買い手が、商品を確認して同意してから、決済を行う。 
–  取引履歴を通じて、売り手と買い手の評価をつけ、誰
が安全かを分かるようにする。 
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アリババのビジネス 
プラットフォーム、クラウドコンピューティング、イノベーション 
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アリババが中国社会に 
してきたこと 

1. 国有企業の天下に、中小企業・個人事業者が参入する
風穴を開け、参入障壁を下げた。 
 取引相手を見つけられるようになった 
 大型卸は民営・中小企業を相手にしなかった 

 決済のリスクを回避できるようになった 
 三角債の問題を解決 

2. 決済システムを政府に替わって提供 
 クレジットカードもない庶民にリスクの低い決済手段を提供 
 決済資金の残高が、余額宝というミューチュアルファンドとし

て取引されるように。金利の自由化を誘発している。 
3. 2017年からは、電子商取引の消滅、を手がけ始めている。 
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今はイノベーションのゆりかご 

• VC業界を飲み込む巨人BAT（百度、アリババ、テンセント） 
– 投資対象の「早期発見」 
– 巨大ユーザー基盤・回収装置を背景に「大胆な価格提示」 
– 完全なビジネスとして仕上がらなくても、魅力的なパーツ（コ
ンテンツ、ユーザー等）があれば、有望な出口として機能。 

• 新しいタネが生まれるエコシステムを提供 
• 国有企業が流通と金融を握る体制の中で、スタートアッ
プ、中小企業の生存空間を提供するようになっている 
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プラットフォームの核としてのモバイル
ペイメント：アリペイとウィーチャットペイ 
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アリペイの役割と発展プロセス 

• アリババのすべての支払は、アリペイを通じて行う。 
• それに加え、アリペイの仕組みは、多くの事業者
に提供している。オープン化 
–  中国のネット取引の７5％（2016年3月末）がアリペイ
経由。 

– 中国のほとんどの消費者が、ただでアリペイアカウント
を持っている。 

• 広告や、販売をするタイプのグループには、とても魅力的な
タイプをアリババは維持している。 
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eBayとの戦い: 担保取引の導入 

• 買い手への課金をゼロして会員は増えた。 
• 検索量は増えたが、売買は成立しない。 
• アリペイの担保取引を導入 
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担保取引：アリペイの原型 2005 
• 信用のない世界 

– 売り手は代金が支払われないのを恐れ、買い手は偽物をつかまされ
るのをいやがり、結果として取引が成立しない。 

 
• この問題を解決するために、アリババは自身のサイトに模擬口座

を開設し、顧客の資金を預かることにした。 
– 買い手が発注支払いをしたのを確認すると、タオバオは売り手に荷

の発送を指示する。荷を受け取った買い手が、瑕疵がないことを確認
し同意すると、タオバオから売り手に支払いが行われる。 

• アリババの世界では、支払いを決める権限を買い手からタオバオ
に移した。 

• このしくみでは、買い手が支払いをしてから売り手が代金を受け取
るまでの間、タオバオが双方から与信を受けることになる。 
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スマートペイメント 2010 
• アリペイがタオバオから独立したあと、2007から2008

年にかけて、タオバオが急拡大していた。 
– しかし、購買プロセスに進んだ顧客が、支払いプロセスで
失敗し、退出する比率が高かった。 

– アリペイの使用感に問題があった。 
• この不便さを解決するため、アリペイは銀行とアリペイ
の２つの口座を紐付けることを考えた。 
– しかし、銀行は口座の個人情報をアリペイに渡すことを渋
り、交渉は難航する。 

– 最後は、氏名、カード番号、身分証明書番号をアリペイか
ら銀行側に送って検証する方法で合意にいたった。 

– これが「スマートペイメント」である。 
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利用者行動習慣システム 2012 
• 口座安全保障システム 

– ユーザーの便益を引き上げるため、口座の盗用被害をアリペイが全面保障
するしくみを設計する。 

– 全面保障をするには、口座の安全性を高める必要がある。 
– パスワードを複数作り、暗合作成器を配布し、などハードルを増やすのが一

案である。しかし、これではユーザーの使用感は著しく落ちる。 
• ユーザーの快適な使用感を維持しつつ、安全性を担保するために、「利

用者行動習慣システム」が導入された。 
– ユーザーそれぞれの行動に関する情報を蓄積し行動習慣を識別する。 
– この行動習慣に矛盾するような口座への指示があったばあいには、口座が

盗用された可能性があると察知し、取引が停止される。 
– データをもとに行動習慣予測を行うことで、安全性と使用感の向上を両立さ

せることに成功した。2012年のことである。 
• ビッグデータに裏打ちされた口座安全保障システムによって安心感が増

すことによって、アリペイの残高は急激に拡大していった。 
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口座保険 2014 

• 盗用された場合を識別する仕組みをもとに、
口座保護の保険を提供するしくみ。 
– ユーザーに自分たちがよい行動をすることで保
険料を下げられるメリットを感じさせる 

– これが、現在の芝麻信用に発展していく。 
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ウィーチャットペイの登場 

• 2013年テンセントのメッセージアプリ・ウィー
チャットにペイメント機能追加 
– 旧正月にお年玉をタダで配り、ユーザー数を増や
す 

– アリペイと同じ財付通という支払い機能は不人気
だったが、一発逆転。 
 メッセージアプリｘペイメント 
 直接的ネットワーク効果x直接的ネットワークは、
強い。 
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ウイーチャットｖｓアリペイ 
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インターネット・プラットフォームがも
たらすイノベーション ： O2O 
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Online to Offline (O2O） 

• O２O 
–オンラインでの情報検索とリアルのサービ
ス・販売を融合させるビジネスモデル 

–モバイルペイメントは、①発注②支払い③
受け取りのうち、①②と③を分離させること
ができる。ここに価値を生む可能性がある。 

– 2016年時点 Amazon VS Alibaba 
• Amazon Go ｖｓ アリババニューリテール戦略 

– 2017-18年に花開いている 
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O2Oの具体例 
1. 団購： 大衆点評 
2. 出前アプリ：美団 
3. 配車アプリ：滴々行車 
4. 無料自転車：Mobike 

OFO 
5. シェアバッテリ：街電 
6. IOTプラットフォーム：

Xiaomi 
7. 回家吃饭：家庭料理

が得意な人と食べた
い人をマッチング 

8. Luckin Coffee 
9. ニューリテール：アリ

ババ・フーマー/テンセ
ント毎日優鮮  
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団購： 大衆点評 
http://t.dianping.com/tokyo 
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シェアバイク 
基金の資金力を借りて大量に自転車を投入し、 

ビジネスモデルの競争 

Mobike オレンジ: GPS搭載 
OFO 黄色:  
GPS追跡は携帯に集中 
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シェアバッテリ 

街電 Anker Charge Spot(学習院実験区） 
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直近の動き：ニューリテール戦略、
TIK TOＫの登場 
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５つの新産業 by ジャック・マー 

• 将来、電子商取引というものはなくなる。リアル
の店舗とインターネットの情報流通は融合し、新
しい流通が生まれ、電子商取引は消滅する。 

– 馬雲 2016年の発言 
• ５つの新産業 

1. 「新流通（リテール）」 
2. 「新製造」 
3. 「新金融」 
4. 「新エネルギー」 
5. 「新テクノロジー」 
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2017 ニューリテール戦略 
＝電子商取引の消滅 

• オフラインとオンライン、さらに物流機能が結合。 
– 「より速く配送することではなく、在庫をなくすことだ」 

by 馬雲 

• 具体例 
1. VRショッピング BUY+  
2. 盒馬鮮生         
3. Tmall 自動車自動販売機      
4. パパ・ママショップ   
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盒馬鮮生 
ニューリテールを体現するスーパー 

 

1. スマホアプリで発注と決済 
2. 支払いは電子マネーのAlipay 

– 全顧客の購買データをオンライン／オフラインを問わず一元的管理すると
同時に、会社のキャッシュフローも統一して管理 

3. 商品価格は実店舗とｅコマースで同じ 
– 電子値札システム。データの一元管理と電子値札システムにより、オンオフ

両方の表示価格の調整可。 
– 値札には価格のほかに、在庫数や陳列情報なども表示 

4. 在庫データは、実はリアル店舗の在庫データのみ。 
– スマホアプリで参照できる在庫数は、近隣店舗の在庫数です。スマホアプ

リを立ち上げると、GPS（全地球測位システム）により配送サービスを提供で
きる範囲にある店舗だけが表示 

– 例えば天井からつり下げられている配送用のレールが、ここまでを10分以
内に完了。 

5. 発注・支払い・受け取りの分離が価値を生む。来店者数＋配送購買者 
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その他の企業の動き 

• テンセントが大きなライバル 
–  テンセントの消費者金融のパフォーマンスは、
アリババを上回る。 

–  ウィーチャットの情報をAIで読み込んでリスク管
理をしていると言われる 

• GoogleのAI部門が中国に復帰 
– AI企業の中国移転が進んでいる 
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Tik Tok（斗音）の登場 
• 中国発初のグローバルアプリ。 

– 動画の配信と共有 
– 広告などでの訴求力では、FB, インスタを上回る潜在力がある。 
Tik Tokのホームページ 
https://www.tiktok.com/ja/trending 
 NBA（全米バスケット連盟）は業務提携。 
https://www.tiktok.com/i18n/share/video/6656686242274594049 

• 実は、内弁慶になりがちなECであるアリババ、メッセージン
グアプリがメインのテンセントよりも、グローバルになって
いくだろう。 

• このTikTokの存在は、中国を包摂したデジタル取引制度の
試金石になるだろう。 
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データ利用に向けた制度整備 
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国内 １つの計画、２つの条例 
国外 サイバーセキュリティ法 

• 国内制度 
1. 社会信用体系建設規画概要（2014－2020） 
2. 征信業管理条例 2013年 
3. 政府信息管理条例 2007年 2017年改正パブ

コメ募集 
＊国家安全情報法 

• 国外 
1. インターネット安全法（サイバーセキュリティ法） 

2017年 
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征信業管理条例 

• 第13条  個人情報を収集する場合は、
本人の同意を得なければいけない。た
だし、法律および行政法規が公開する
情報を除く。企業の董事、監事、高級
管理人およびその職務履行に関する
情報は個人情報ではない。 
 

• 第14条 情報シェア機関は、宗教、信
仰、DNA、指紋、血液型、疾病および病
歴および法律、行政法規で収集が禁止
された情報を収集してはいけない。情
報シェア機構は、個人の収入、預金、
有価証券、商業保険、不動産などの情
報および納税額などを集めてはいけな
い。ただし、情報主体に明確な通知をし、
その情報が情報主体に不利な影響を
もたらさず、書面での同意を得た場合
を除く。 

 

 
• 中国版の個人情報保

護法 
• 情報シェアビジネスの

管理が目的 
• 源流は、金融情報の

シェアシステム 
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続き 
• 第15条  情報提供者は、不良情報を他機関に提供するためには、事前

に本人に通知しなければいけない。ただし、法規などにより公開された不
良情報に限る。 
 

• 第16条  情報機関が個人の不良情報を保存する機関は、その行為もし
くは事件の終了から５年以内とする。５年以上たったものは削除しなけれ
ばならない。保存期間内について、情報主体はこの不良情報についての
説明を加える権利を持つ。 
 

• 第17条  情報主体は情報シェア機関に対し、自分の情報を確認すること
ができる。個人は毎年２回まで無料で自身の信用情報の報告を受ける権
利を持つ。 
 

• 第18条  情報シェア機関に個人情報を照会する場合は、その用途につ
いて、情報主体の同意を得る必要がある。情報シェア機関は違法な情報
提供をしてはいけない 
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サイバーセキュリティ法
（インターネット安全法） 

• 個人情報の定義 第76条（五）個人情報と
は、電子又はその他の方式で記録した単
独又はその他の情報と組み合わせて自然
人（個人）の身分を識別することができる、
自然人の氏名、生年月日、身分証番号、個
人の生体認証情報、住所、電話番号等を
含むがこれらに限らない各種情報をいう。 
 

• 個人情報の保護：第41条  ネットワーク運
営者は、個人情報を收集、使用するにあた
り、合法、正当、必要の原則を遵守し、収集、
使用の規則を公開し、情報を收集、使用す
る目的、方式及び範囲を明示するとともに、
被收集者の同意を得なければならない。
ネットワーク運営者は、その提供するサー
ビスに関係のない個人情報を収集してはな
らず、法律、行政法規の規定及び双方間
の取決めに違反して、個人情報を收集、使
用してはならず、かつ法律、行政法規の規
定及びユーザーとの取決めに従い、その
保存する個人情報を処理しなければならな
い。 

インターネットの安全
とそれに関わる情報
管理と流通を規定 
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つづき 
• 国内保存 第37条 重要情報インフラの運営者
は、中華人民共和国国内での運営において収
集及び発生した個人情報及び重要データを、中
華人民共和国国内で保存しなければならない。
業務の必要により、確かに国外に提供する必要
がある場合は、国家インターネット情報部門が
国務院の関係部門と共に制定した規則に従って
安全評価を行わなければならない。法律、行政
法規に別途規定がある場合は、それに従う。 
重要データとは？ 
国境移動に安全評価を求められる。  
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デジタルデータ取引、貿易の枠組み 

2019/3/13 財務省中国研究会            
（学習院大学渡邉真理子） 71 



データ取引をどう考えるか 

• データによるイノベーション 
• データの適切な管理と利用が研究開発に関連する投
資を左右している。 
– 欧米のプラットフォームに対しては、データ占有への批判。 

• 取引を進めるため個人の財産権の確定がひとつの解 
– Step 1 個人データのプライバシーの保護 
– Step 2 個人データの財産権の設定 
– Step 3 取引のルールの確定 

• データバンク 
• データ配当金 by Glenn Wyle 
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個人データと企業データ 

• 個人データ 
–  プライバシーの保護は絶対必要 

• EUのGDPRは、データのプライバシーを基本的人権としてま
もるという宣言。 

• データポータビリティは、プラットフォーム企業に競争を促
す意味もある。 

• 日本の憲法も、国家は通信の秘密を守ることを求めている。
この前提をテクノロジーが支えてほしい。 

–  個人の活動のほとんどは国家の中に収まっている。
国境を超えることは稀。 

–  国内でのデータのシェアにより、経済効率は高まる 
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欧州が始めたやり方 
• GDPR（General Data Protection Regulation：一般
データ保護規則） 
– 現在のプライバシーモデルは、個人の被害に執着す
る。このレンズから見れば、個人の被害は集団の被
害と同一ではない。危機にあるのは、個人の被害だ
けでなく、ネットワーク上に起こりうる集団の被害でも
ある。プライバシーの個人中心主義を乗り越えて、
ネットワーク上の人々のプライバシーを統合的に保
護する戦略が、EUのGDPRが目指す方向でもある（武
邑、2018） 

– データポータビリティという概念。 
• 現在の技術と制度では、まだ十分担保できない。 
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企業データと個人データ 

• 企業データ 
– プライバシーはない。 
– 国際的な活動がある 
– 国際的なデータシェアにより、経済効率は高まる 

• 個人データを安全かつ効率的に取引する 
– 個人データを集配する代理人としての「データバン
ク」の可能性。 

• データへのアクセス権を広げる。 
– 個人データへ「データ配当金」を支払い。 

• データを企業が利用するときのコストを顕在化させる。 

2019/3/13 財務省中国研究会            
（学習院大学渡邉真理子） 75 



プラットフォーム企業vs 
非プラットフォーム企業 

• プラットフォーム企業 
–  Facebook，Google，Tencent＞Alibaba 
– 個人のデータ主体 vs データを資源として持つ企業の間
の権利関係の矛盾がある。 

• 非プラットフォーム企業 
–  Amazon, Apple, アリババ 
– データは自社内の資源に留める。 
–  データ主体と企業の間の関係は相対的にシンプル 

※中国企業 
– アリババ、テンセントは、主な市場が中国 
– Tik Tokがグローバルアプリなので、欧米日のプライバシー
規制に従う必要がある。 
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商用利用と国家利用 

• 商業利用 
–  個人情報の財産権の確立とそれによって経済
効率が上がっている。 

• 国家利用 
– 軍事利用  EU、アメリカ ｖｓ ロシア 
– 独裁もしくは「治安維持」のためのツール 

• 中国の公安の膨大な投資。 
• 顔認識による記録も公安が行っている。 
• 少数民族に対しては、DNAの収集などをしている。 
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貿易ルール作成上の論点 

• 個人情報 
– 各国内でのプライバシー規定に従うしかないが、

GDPRの想定のように国家間での統一により流通範
囲を広めることは必要。 

• 企業情報 
– 自社保有の企業情報の国境移動：自由であるべき 
– 自社保有の個人情報：プライバシーをめぐるゲスト
国ホスト国のルールに左右される 

– プラットフォームに使っている企業については、ルー
ル策定が必要。 
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データをめぐる動きのまとめ 
1. モバイルペイメントを軸としたインターネットイノベー

ションが起きている 
– O2OとOMO 
– ビッグデータの生む効率性 

2. 個人情報データの保護も必要 
– 個人がデータを取り下げる権利：データポータビリティ 

3. このジレンマがイノベーションを生むポイントに 
– 個人が所有権を主張したデータを預かり貸し出す「デー

タバンク」 
– 個人への「データ配当金」 
– いまはまだ存在していない企業/事業が解決するだろう。

アメリカ企業でなければ、たぶん中国企業になる。 
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おわりに  

• 通商ルールの作成にあたっては、中国とどう向き
合うかが大きなポイントになっている。 
– 「不健全な混合市場」 補助金協定による外圧は必要 
– 「データの取引」については、国家の体制の矛盾が大き
くかかわり、制度構築の重要性は高い。 

• プライバシー保護をする原則をもとに、経済効率性を損なわ
ない、テクノロジーと制度のイノベーションが待たれる。 

• 国家のデータ利用の濫用：対中国、ロシア 
• プラットフォームのデータ独占：データの基本的な所有権は個
人に帰するという原則の維持。 
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