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中国の貿易の2分の1超を占める加工貿易＊1は、

中国経済の発展に外貨獲得、雇用創出などの面

で大きく貢献してきた。しかし、近年、生産コ

ストが上昇し、条件に合わない加工貿易を抑制

する措置が次々と打ち出されるなど、取り巻く

環境は大きく変化している。改革開放初期から

加工貿易が発展した珠江デルタでは、環境変化

の影響はとりわけ深刻である。しかし、このこ

とが産業構造の転換を加速する契機になるとみ

ることもできる。

１．5割超を占める加工貿易

中国の貿易は図1のよう

に急速に拡大している。貿

易総額は2004年に日本を

抜いて世界第3位に、2007

年には米国を抜いて第2位

に躍進する勢いである。し

かし、形態別の貿易では、

2006年でも加工貿易が輸

出の52.7％を占めている。

改革開放後、海外から大

量の製造業の投資を呼び込

んで、中国は「世界の工場」

と称されるようになった。

中国製品が世界に占めるシ

ェアはアパレルで70％に迫り＊2、玩
がん

具
ぐ

では世界

の輸出の45％＊3を中国が担うといわれている。

また、近年ではIT機器、電子部品などの生産

拠点も次々と中国に移転し、加工貿易の仕組み

を使って大量に輸出される「メード・イン・チ

ャイナ」製品は、軽工業品から機械類まで多岐

に及んでいる。

２．広東省の輸出の7割を占める加工貿易

改革開放直後から加工貿易の仕組みを活用し

て製造業が発展した広東省では、2006年の輸出
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図1 中国輸出総額・輸入総額と加工貿易比率の推移

（出所）「中国統計年鑑」2006年版、「中国海関統計月報」2006年12月号 
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に占める加工貿易比率は69.0％に上っている。

広東省の製造業発展の推進力となったのは、価

格競争力を失った香港の労働集約的軽工業であ

った。また、90年代には、台湾からも製靴、プ

ラスチック加工などの製造業が移転してきた。

その結果、今日でも広東省の輸出のうち全国輸

出総額に占める割合が高い品目は表1のように

なっている。

広東省に製造現場を設け、香港に委託企業を

置く方式は、物流、資金決済や生産現場の管理

に便利であり、香港と広東省の関係は「前店後

廠」＊4と呼ばれた。最近では珠江デルタの製造

業の成熟により、香港の本部機能の一部は珠江

デルタに移り始めている。

３．第2の発展期を迎えた90年代後半

90年代になると、上海浦東開発が始まった長

江デルタが、にわかに脚光を浴びるようになっ

た。その時期、広東省への対内投資もコンスタ

ントに高水準で続き、珠江デルタは90年代後半

から第2の発展期に向かった。

98年に進出した本田技研工業に続いてトヨタ

自動車、日産自動車が進出し、今日では広州市

を中心とした自動車産業の集積が形成されてい

る。ほかにも中国資本の家電メーカーや通信機

器メーカーなどが成長し、今日、珠江デルタの

製造業は、輸出向け軽工業に加え、内外両市場

を視野に入れた電気機器、国内市場を狙う自動

車、化学などの分野が成長し、産業の厚みを増

している。

４．加工貿易を取り巻く環境の変化と打撃

加工貿易の仕組みを活用する労働集約的な製

造業は、就業機会を大量に生み出し、中国に外

貨をもたらすなど貢献は大きかった。労働力人

口が増加している中国では、就業機会の創出は

特に重要であり、加工貿易の典型である玩
がん

具
ぐ

製

造業一つを見ても、中国で8,000社が300万人超

の就業機会を提供している＊5。

しかし、最近では加工貿易への見方は変化し

ている。低価格品の大量輸出が貿易摩擦を引き

起こし、大量輸出を支える粗放型の製造業は環

境破壊を進め、貿易黒字は過剰流動性を高める

元凶であると、加工貿易の負の側面が重視され

るようになった。

また、珠江デルタでは、一部加工貿易型製造

業の存在が産業高度化を遅らせる一因ともなっ

ている。深 市、東莞市では高速道路沿いに

工場と従業員宿舎が途切れなく続いており、条

件の良い土地は早期に進出してきた企業で満杯

である。両市とも一層の発展のためには、付加

価値の高い製造業を育成し、第3次産業を発達

させる必要がある。それにはまず空間確保が急

務であり、計画が未定の用地を確保している工

場には返還が要求されることもあるという。

また、近年、製造コストが徐々に上昇し、付

加価値の低い製造業には厳しいものとなってい

る。2003年には珠江デルタを中心に労働力不足

の問題が顕在化し、「中国には無尽蔵に安価な

労働力がある」という見方を転換させることに
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表1 広東省の比率が高い主な輸出品目（2005年）

類 章 商品分類
輸出総額に占める
広東省の割合（％）

広東省輸出総額 31.3
7 39 プラスチックおよびその製品 36.0
10 － パルプおよび紙、板紙および同製品 46.2
12 64 靴およびそのパーツ 38.8
12 67 加工済み羽毛およびその製品 33.9
13 69 陶器製品 48.2
14 － 真珠、貴石、半貴石、貴金属、同製品 54.9
16 85 電気機械、録音機器、テレビおよび部品 42.9

18 －
光学機器、カメラ、検査機器、医療機器など

35.0
精密機器、時計、楽器などとその部品

19 94 家具 40.5
19 95 玩具 69.0

（出所）中国海関月報、広東統計年鑑
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なった。月額法定最低賃金は、2003年から2006

年に深 市で600元から810元へ、東莞市では

450元から700元へと上昇している。

人民元は上昇速度が遅いと批判が多いが、

2007年9月10日には1ドル＝7 .525元を付け、

2005年7月の切り上げ前と比較して上昇幅は

10％に達した。

また、粗放型経済成長による資源・エネルギ

ーの大量消費と環境破壊も問題視されている。

第11次5ヵ年計画（2006～2010年）では、5年間

の主要汚染物質排出総量の10％削減を必達目標

に定めており、企業は負担が重くなっている。

中国政府は2006年10月、「商務発展第11次5ヵ

年計画」で貿易方式の転換を発表した。そこで

は、2010年の輸出入合計は2.3兆ドル、年平均

伸び率は10％程度に抑制し、基本的に貿易収支

をバランスさせることを目標としている。2006

年から加工貿易抑制策が次々と打ち出され、

2007年8月には広範にわたる品目が加工貿易制

限の対象となった。

広東省で加工貿易の枠組みを活用する製造業

は規模が小さく、製品の付加価値が低いものも

多く、影響は非常に深刻である。香港広域珠江

デルタ商務委員会では、珠江デルタに投資した

香港企業57,500社のうち10,000社が、加工貿易

制限によって影響を被ると指摘している。過渡

的措置を求める企業の声は強く、9月5日には早

くも一部緩和措置が発表された＊6。しかし、貿

易の質的向上を図る中国では、今後も付加価値

が低い労働集約的な加工貿易に対して、厳しい

政策が打ち出されていくであろう。

５．環境変化を産業構造転換の原動力に

政策転換で打撃を受けている加工貿易型製造

業が存続する方法の一つは、国内販売を進める

ことである。加工貿易のために外資が中国に設

アングル

図2 広東省と汎珠江デルタ広域経済圏（9＋2）
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立した生産拠点では、一定の国内販売の権利を

持つことが可能である。また、珠江デルタで名

義借りによって加工貿易を行っていた外資は、

まず外資系企業への転換が必要である。

もう一つの選択は、製造拠点を移転すること

である。加工貿易禁止項目となっても、一般貿

易の関税を納めれば原材料輸入や製品輸出は可

能であり、存続はコスト増をまかなえるかどう

かにかかっている。広東省は珠江デルタで競争

力を失った製造業の受け皿となる「産業移転工

業園区」を省内各地に設けている。広東省政府

は、発展に合わなくなった生産拠点を移転させ

て、珠江デルタに次世代の産業を発展させると

ともに、省内後発地を活性化し、経済の底上げ

を図りたいところである。

同様に、珠江デルタの恩恵に期待する構想と

して「汎珠江デルタ広域経済圏構想（9+2）」

がある。これは、香港、マカオと中国の9つの

省・自治区（広東、福建、湖南、貴州、四川、

江西、雲南、海南各省と広西チワン族自治区）

からなる経済圏で、2004年には関係行政区政府

の間で枠組みが合意されている。この構想も、

広東省の発展を香港の金融、サービスの機能と

組み合わせて、中国南西部へと波及させること

をめざしたものである。

また、人件費で優位性の高いベトナムと広東

省の距離は1,000㎞であり、2015年には中国と

ASEANのFTAが完全実施されることから、隣

接するASEAN諸国へ生産拠点を移転するとい

う発想も生まれている。ASEAN域内は2010年

の関税完全撤廃に向けて進んでおり、ASEAN

諸国に移転した生産拠点は、珠江デルタと

ASEAN双方から最適な部品調達ができ、双方

を市場とする可能性が高まる。中国・ベトナム

間の交通インフラの整備は進展しているが、今

後、通関の効率化など、さらに利便性を向上さ

せることが必要である。

改革開放後、価格競争力を失った生産拠点が

広東省に北上したことで、香港はサービス業を

発展させることができ、今では第3次産業比率

は9割を超える構造となっている。同様に、台

湾は競争力を失った軽工業を広東省に移転し、

自身は電子産業への発展を加速させてきた。珠

江デルタも、この機をとらえて発展段階に合わ

なくなった生産拠点を移転させ、付加価値の高

い製造業の発展を加速させるとともに、移転先

と珠江デルタで新たな「前店後廠」を形成する

ことで第3次産業比率を高めたいところである。

（注）＊1. 加工貿易とは主に輸入原材料を利用し製品
は輸出を前提に、原材料輸入関税、増値税
などが免税とされ、無償提供設備の輸入が
可能になる仕組み。その主な方式は「来料
加工：委託企業（外国企業）が中国企業に
生産委託する形式で、原材料提供と製品引
き取りは無償で行われ、受託企業は委託企
業から加工賃を受け取る。珠江デルタでは
中国企業の名義を借りた外資企業による来
料加工もある。その場合、全量輸出で国内
販売は許可されない」と「進料加工：原材
料の輸入と製品輸出は中国側企業が行い、
外国側サプライヤー/バイヤーは必ずしも同
じ企業とは限らない。加工契約認可取得時
に認可を受ければ一定割合の国内販売が可
能」である

＊2. NET EYE 日本経済新聞後藤康浩編集委
員2005年6月10日「中国繊維産業の強すぎ
る悩み」より

＊3. 2007年9月5日、中国商務部中米貿易問題に
ついての記者会見での高虎城副部長の発言

＊4. 「前店後廠」は、香港に貿易や管理の機能
を置き、後ろに位置する広東省に生産拠点
を置くという方式を指す

＊5. 2007年9月5日、中国商務部中米貿易問題に
ついての記者会見での高虎城副部長の発言

＊6. 現金による保証金積み立て提供を中国銀行
の「税金納付保証状」で代替可能としている
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