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心の変化に気付ける仕組みを
重要性増す駐在員のメンタルケア
中国での駐在生活では、慣れない環境や文化、商習慣の違いなどがストレスとなり、精神疾患のリスクが
高まる。近年ではリスクマネジメントの一環として、海外赴任者のメンタルヘルスケアの重要性が叫ばれ
ているものの、メンタルヘルスへの認識は日系企業の間で依然低いのが現状だ。企業向け（ＢｔｏＢ）営
業マーケティング支援などを行うトランスエージェント（東京都目黒区）の上海法人、上海トランスエー
ジェント（上海市長寧区）は今月上旬、上海市でメンタルヘルスセミナーを開催。精神疾患から遠ざかる
ためには、駐在員自身もメンタルリスクの正しい知識を持つことを訴えた。【上海・工藤光暢】

セミナーの会場には管理職を中心に約 15 人の駐在員
が参加。トランスエージェントＥＡＰ（従業員支援プロ
グラム）コンサルタントの和田隆氏が講師として登壇し
た。
海外赴任者の精神疾患では１年以内の発症が最も多
いようだ――。和田講師はこう指摘する。

和田講師がこれまで相談を受けた日本人駐在員の中
で、中国で精神疾患を患った駐在員に特徴的な症例は
「眠れない」、「めまい」といった自律神経系の症状。高
ストレスからくる酒の過剰摂取も一因という。
駐在員は住み慣れた日本と違って、生活、ビジネス環
境が異なることから日常的にストレスをためやすい環
境にさらされている。ライフスタイルが乱れやすく、相
談相手も限られるため、日本にいる時よりもメンタルヘ
ルスのリスクが高い。
対策として日本への電話、メール相談ができる環境を
（次ページへ続く）
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駐在員に提供する日本本社も多い。しかし、実際の利用
率は低く、現場でのカウンセリングなどの支援も少ない
のが現状だ。
海外勤務健康管理センター（ＪＯＨＡＣ）の 2004 年
の調べでは、海外赴任者の 39％が「神経症圏（環境への
不適合などのストレスにより、頭痛などさまざまな身体
的・肉体的症状が出現する障害）」、20.9％が「抑うつ状
圏」との結果が出た。日本では約 10 人に１人が１年に
なんらかの精神疾患を経験しているとされるが、駐在員
は飛び抜けて高い数値だ。
神経症に結びつく主なストレス要因は上位から、◇業
務上の不満◇悲観的傾向◇生活上の不満◇対人関係◇
家庭や職場からの支援の欠乏◇赴任したくなかった「イ
ヤイヤ赴任」――だった。
外務省の 12 年の海外邦人援護統計によると、精神障
害者（周囲から問題視される状態）の割合はアジアが
39％、欧州が 31％、北米が 21％、自殺・自殺未遂者の
割合はアジアが 50％、北米が 21％、欧州が 16％。母数
は違うもののアジアが最も割合が多く、中国の駐在員が
精神疾患のハイリスクにさらされていることが見て取
れる。
帯同する家族のメンタルトラブルも問題化している。
家族を帯同して欧州に渡った家族で起こったメンタル
トラブル計 445 件のうち、約８割が妻、子供の問題との
調査結果もある。家族のメンタルヘルス不全が駐在員の
業務に影響することからみても、家庭の安全を担保する
上ではメンタルリスクの正しい知識が必要となる。
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生活習慣を改善

正式な統計はないが、中国の駐在員の間では精神疾患
が増え続けているとされる。では「うつ病」と「適応障
害」をどう克服すればよいのか。和田講師は、鍵となる
のは「生活習慣の改善」と「環境の変化」という。
適応障害の特徴はストレスを明確に取り除けば６カ
月以内に回復する点にある。このため、海外赴任者が海
外での生活や職場環境にストレスを感じ、適応障害とな
った場合、一時帰国など環境を変えることで回復する可
能性が高いという。
会社の人間関係がストレス要因だった場合は、人員の
適応障害とうつ病
配置換えも有効な手段の一つだ。適応障害の回復に向け
精神疾患のうち、駐在員のメンタルヘルスを悩ます２ ては、「駐在員が環境に適応するため周囲のサポートが
必要」（和田講師）となる。
大要因といわれるのは「適応障害」と「うつ病」だ。
うつ病を見極めるためには「常態とのズレ」に気を付
適応障害はストレスが原因となり、職場や家庭など特
ける必要があると和田講師。
定の社会環境になじめず、日常生活に支障をきたすスト
例えば勤怠で見ると、週初めの月曜日と週末の金曜日
レス性障害。はっきりと自分で確認できるストレスがあ
り、このストレスが継続的、反復的にかかり続けること の欠勤は一つの兆候。対人面や仕事中の様子の変化など
を気に掛けることで、同僚のうつに気付く場合も多いと
で発症する。
アメリカ精神医学会（ＡＰＡ）の診断基準では、スト いう。
もし、変化に気が付いたならば、自己流で解決しよう
レスを受けてから３カ月以内に情緒面、行動面で症状が
発生すると定義している。「うつ病などほかの精神疾患 とせず、なるべく早期に専門家に診察を依頼するのがベ
の診断基準を満たしていない」ことが条件となるため、 スト。このことで、駐在員に対する早期の帰国判断につ
比較的軽度の障害とされるが、うつ病へと悪化すること ながるからだ。
海外赴任者が自分でできるメンタルヘルスリスク対
もある。
うつ病についてはＡＰＡの診断基準「ＤＳＭ―4」に 策としては、セルフチェックが最も有効となる。駐在員
従えば、
（１）１日中、ひどく憂うつな気分が続く（２） は、日々の業務に追われ自覚症状のないままストレスを
１日中、何にも興味がわかず、喜びを感じない（３）食 ため込むことが多いが、自分の状態をモニタリングする
欲の減退、または増加（著しい体重の増減）（４）不眠 ことで、ストレスの緩和などセルフケアにつながる。
一つの方法としては、ストレスを感じる度合いを 10
または過眠（５）落ち着きがなくて仕方がない、また
は、動作が遅くなったり、口数が減ったりしている（６） 段階に分け、毎日、決まった時間にその日のストレス度
ひどく疲れやすい、または気力がわかない（７）自分が をチェック。同時にストレス状態が続いた時の「首や肩
「体がだるい」といった身体状況も合わせて記
無価値だと感じる、またはひどい罪悪感にさいなまれる がこる」、
（８）考えがまとまらず、集中力が落ちた状態が続く し、ストレスがたまった時に、自分の体のどの部分に症
（９）死について繰り返し考える、または自殺を繰り返 状が出やすいかを把握するのが効果的。健康はまず意識
することから始まるからだ。
し考える――の９項目が診断基準。
高ストレスを感じ疲れている人は、酒やギャンブルな
このうち１と２が最近２週間でほとんど毎日当ては
まり、１と２を含めて合計５つ以上該当する場合に、う ど刺激の高いものに依存する傾向があるが、自分の状態
を客観的に意識することで、お酒を控えることや早く就
つ病と診断される。
寝するなどの判断も可能となる。１分間での呼吸数を測
定し、自律神経のチェックを行うことも有力な方法とい
Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます
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う。

できないと支援の実効性はない。今は駐在員だけでな
く、同伴家族が不調を訴える事例も多いため、同伴家族
への支援を行うなど駐在員の健康をさまざまな側面か
ら支えたい」と意気込んだ。（了）

日系をメンタル面でも支援
上海トランスエージェントは今回初めて、メンタルヘ
ルスに関する無料セミナーを開催した。主催した目的に
ついて同社の筧裕介総経理は「駐在員のメンタルヘルス
という観点では現地法人で関連法令など管理者側の認
知が不十分な点も多い。これを期に正しい知識を身につ
け、問題意識を高めていただければ」と話す。
駐在員にとって海外赴任がキャリアの大きな転機で
あり、任期途中で帰国することが自身のキャリアに傷が
付くと考え、駐在員がメンタルヘルスの不調そのものを
告白できないケースも多い。上海トランスエージェント
は駐在員のこの意識を改めさせることで、生産性の低下
や、
重度精神疾患の発症や自殺といった企業のリスクマ
ネジメントに生かす考えだ。今後は和田講師と連携して
上海市の日系企業への個別カウンセリングや研修など
のサービスを提供していく。
和田講師は「カウンセリングや研修などは現場で展開

＜会社概要＞
上海トランスエージェント：
「仁の循環・合一の実現」
を理念に、アジアでの協業を支援するマーケティング
エージェントとして上海市で 2006 年に設立。ビジネ
スの現場で必要不可欠な 交渉力 を伝えるべく、日
系企業向けにアジアでの協働支援、ＢｔｏＢ営業・マ
ーケティング支援、協働力向上支援などの事業を展開
する。独自の中国式営業の研究を通じて、営業力強
化、人材育成研修などに組み込み、異文化で企業の能
力が最大値を発揮できるようサポート。中国式交渉術
なども教えている。

【全国−公益】

東部沿岸に原発６基新設へ、政府が許可
国家発展改革委員会（発改委）が
27 日までに、浙江省や山東省など東
部沿岸地区４カ所に計画する原子力
発電計６基の建設を新たに許可した
ことが分かった。習近平国家主席な
ど政府トップが相次いで原発を長期
的なエネルギー政策の中核と位置付
け、推進する意向を示しており、原
発建設が活発化するとみられている。
28 日付華夏時報などが伝えた。
発改委が許可したとみられるのは、
◇遼寧省大連市の「遼寧紅沿河核電
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世界トップクラスの安全基準を採用
し、東部沿岸地区で新たな原発事業
を開始する」と発言。李克強首相も
今月初めに訪英した際、原発を含め
たエネルギー分野で提携を深めるこ
とで合意した。
中国での原発による発電量シェア
は現在、火力発電所を含めた全体の
発電量の約２％にとどまり、米国の
17〜20％などと大きな隔たりがある。
深刻化する大気汚染問題対策として
も原発が注目されている。

﹁狗肉粉︵イヌ肉好き︶﹂か
つ﹁狗粉︵イヌ好き︶﹂でもあ
る黒竜江省の友人に誘われ︑
夏バテ防止のためイヌ肉を食
べに出掛けた︒北京のスタミ
ナ料理はロバ肉などが伝統的
だが ︑市内に３カ所︑イヌ肉
料理店の並ぶ界隈がある︒
広西チワン族自治区玉林市
で夏至に大量のイヌ肉を食べ
る習慣をめぐり︑
﹁野蛮！﹂と
憤った動物愛護団体が現地に
乗り込みトラブルになる様子
が報じられた︒だが﹁狗肉粉﹂
と﹁狗粉 ﹂は矛盾しないのが
友人の持論︒
﹁羊飼いだってヒ
ツジを食べる︒感情的に騒ぎ
すぎだ﹂と彼︒
多様な食文化を内包する中
国︒
﹁一方的に特定の習俗を野
蛮と決め付ける︑度の過ぎた
愛護精神だ﹂として批判する
人も少なくない︒ただ ︑外か
らの目を気にするのも中国︒
イ ヌ 肉 料 理 店 の 女 将 に よ る と︑
仕入先のイヌ肉市場は年内に
こっそり山奥へ移転させられ
るという︒︵淳︶

チチハル市に生息するタンチョ
ウの群れ。市内の自然保護区は中
国最大の繁殖地だ＝ 29 日、中国
（新華社）

站」２期事業◇遼寧省葫芦島市の「徐
大堡核電站」１期事業◇山東省海陽
市の「海陽核電項目」２期事業◇浙
江省三門市の「三門核電」２期事業
◇広東省陸豊市の「陸豊核電廠」１
期事業◇山東省栄成市のモデル事業
――の４カ所計６基。
今年に入って政府トップが原発建
設を推進する発言が相次いでいる。
習主席は今月 13 日に開いた中国の
経済政策の統括機関「中国共産党中
央財経領導小組」の会合で、
「中国は
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【全国−経済】

工業企業の１〜５月純利益、9.8％増に減速
国家統計局は 27 日、全国の工業企
業（一定規模以上の企業対象）の１〜
５月の純利益が前年同期比 9.8％増
の２兆 2,764 億 4,000 万元（約 37 兆
1,400 億円）だったと発表した。伸
び幅は１〜４月に比べ 0.2 ポイント
縮小した。
企業形態別の純利益は◇国有企
業：3.4％増の 6,012 億 8,000 万元◇
私 営 企 業 ： 12.9 ％ 増 の 7,335 億
1,000 万元◇集団所有企業：0.9％増
の 282 億 5,000 万元◇株式制企業：
9.2％増の１兆 3,380 億 6,000 万元

◇外資企業（香港・マカオ・台湾系
を含む）
：12.4％増の 5,529 億 7,000
万元――。
統計の対象となる 41 業種のうち、
増益は 32 業種、減益は８業種、横ば
いは１業種だった。増益は１〜４月
から２業種増えた。
増益となった主な業種の伸び幅は
◇石油加工・コークス・核燃料加工：
49.3％◇自動車製造業：29.6％◇電
力・熱力生産・供給：27.3％◇電気
機械・器材製造業：24.7％◇コンピ
ューター・通信・その他電子設備製

造：19.6％――など。一方、石炭採
掘業は 43.9％減、石油・天然ガス採
掘業は５％減、非鉄金属精錬・圧延
加工業は 4.2％減と落ち込んだ。
５月単月の純利益は前年同月比
8.9％増の 5,127 億 2,000 万元だっ
た。伸び幅は４月に比べ 0.7 ポイン
ト鈍化した。
１〜５月の売上高は前年同期比
8.1％増の 41 兆 6,298 億 6,000 万元
となった。伸び幅は１〜４月と比べ
て 0.3 ポイント縮小した。

【全国−経済】

「住宅高い」、都市住民の63％＝中央銀行調査
中国人民銀行（中央銀行）が第２
四半期（４〜６月）に全国 50 都市の
住民２万世帯を対象に行った物価な
どに対する意識調査によると、
「現在
の住宅価格が高すぎて受け入れられ
ない」と感じている都市住民は 63％
だった。第１四半期（１〜３月）に
比べて割合はわずかに 1.3 ポイント
低下したものの、多くの都市で依然
として住宅価格の前年同期比の上昇
は続いており、まだ住宅価格の下落
余地があるとみても良さそうだ。
一方、
「現在の住宅価格は受け入れ

られる」と答えたのは 34.2％、「満
足している」は 2.8％にとどまった。
貯蓄や投資、消費についての意向
を聞いたところ、「さらに貯蓄する」
が 47.6％と、１〜３月期に比べ 3.4
ポイント上昇した。「さらに消費す
る」は 18.4％で、0.8 ポイント上昇
した。反面、「さらに投資する」は
34％と１〜３月期に比べ 4.2 ポイン
トも下落し、不動産価格の伸び悩み
を受けて投資意欲が減退しているも
ようだ。投資する分野のうち、最も
多かったのが「ファンド、理財（財

テク）商品」の 30.9％、「債券」が
16.4％、「不動産」は 14％だった。
向こう３カ月で消費する意欲のあ
る商品を聞くと、
「自動車」が 15.9％
と、１〜３月期の調査時に比べて
0.4 ポイント下落。「大型家電や家
具、高級品」は 24.8％で、0.8 ポイ
ント下落した。一方、
「旅行する」は
30.4％に上り、前年同期に比べ４ポ
イント、今年１〜３月期より 1.2 ポ
イントそれぞれ上昇し、モノよりレ
ジャーに消費を振り向ける傾向も強
まっている。

【全国−金融】

金利スワップ決済、来月から上海清算所に一元化
上海清算所は 26 日、デリバティブ
（金融派生商品）の主力商品である人
民元建て金利スワップの集中決済を
７月１日から開始すると発表した。
取引所を通さずに銀行間で交わした
契約が履行されないリスクを減らす
狙いがあるとみられる。
中国人民銀行（中央銀行）は今年
１月、人民元建て金利スワップの決

算を上海清算所に一元化すると発表。
これを受けて上海清算所は、同所と
の決済が可能となる「清算会員」に
計 47 金融機関を選んだ。このうち邦
銀では三菱東京ＵＦＪ銀行とみずほ
銀行が含まれている。清算会員以外
は清算会員に委託すれば決済できる。
７月１日から人民元建て金利スワッ
プを金融機関同士で新たに取引きす
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る場合、期間は５年以内とし、上海
銀行間取引金利（ＳＨＩＢＯＲ）な
どを参考にする必要がある。
短期金利の変動が激しい中国では、
一部の銀行が積極的に金利スワップ
を活用して金利変動リスクを回避す
るようになっており、取引量が増え
ている。
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【全国−金融】

未上場企業の買収簡素化、Ｍ＆Ａ活性化へ
中国証券監督管理委員会（証監会）
は 27 日、未上場企業の合併・買収
（Ｍ＆Ａ）に関する管理規定を発表し
た。買収手段の多様化や手続きの簡
素化、買収コストの軽減などを通じ
てＭ＆Ａ市場の活性化を促す狙い。
規定によると、未上場企業の買収

には買収価格や支払い方法などの面
で買収側の自主決定力を高める。ま
た、優先株や転換社債などによる支
払い方法も認める。買収・再編に関
する手続きの簡素化や審査期間の短
縮化も進め、政府の関与を弱める。
証監会はまた、インサイダー取引

の防止に向け、証券・先物取引での
違法行為に関する通報制度を導入す
ることを明らかにした。通報者には
最高で 30 万元（約 489 万円）の報奨
金を提供する。

【全国−経済】

ＥＵ、中国製ステンレス鋼板に反ダンピング調査
欧州委員会は 26 日、中国と台湾製
のステンレス鋼板に対する反ダンピ
ング（不当廉売）調査を開始したこ
とを明らかにした。欧州の業界団体
からの訴えを受けた措置。これによ
り中国と欧州間の貿易関係が再び緊
張化に向かう可能性が出てきた。27
日付騰訊財経が伝えた。
欧州委員会によると、鉄鋼業界団
体の欧州鉄鋼連盟（ＥＵＲＯＦＥＲ）
が今年５月中旬、中国と台湾のステ
ンレス鋼メーカーが不当に安い価格

で欧州にステンレス鋼板を輸出し、
損失を被っていると欧州委員会に訴
えた。
欧州連合（ＥＵ）統計局によると、
中国・台湾製の冷間圧延ステンレス
鋼 板 の 2013 年 の 輸 入 額 は ７ 億
5,800 万ユーロ（約 1,046 億 7,000
万円）となり、02 年に比べて約 10
倍増に拡大した。ＥＵの 12 年のステ
ンレス製品の生産額は 236 億ユーロ
だった。
中国は今年３月にＥＵ産酒類と多

結晶シリコン製品に対する反ダンピ
ング調査を終了。欧州委員会もほぼ
同時期に、中国通信機器大手に対し
て長期にわたり行ってきた反ダンピ
ング調査を終了するなど、中国と欧
州との間の貿易関係は一旦緊張が緩
和されたかのようにみえた。しかし
ＥＵ側の新たな調査発動で、双方の
貿易関係の緊張化が再び顕在化する
可能性がある。

【全国−ＩＴ】

中国製ＩＣ設備などに337条調査、米ＩＴＣ
米国国際貿易委員会（ＩＴＣ）は
27 日、米関税法第 337 条に基づいて
中国や日本、マレーシアなどから米
国に輸入販売されている集積回路
（ＩＣ）やテレビ、無線通信設備、Ｄ
ＶＤプレーヤー、タブレット端末製
品などに対する調査を開始したと発
表した。
半導体メーカー大手の米フリース
ケール・セミコンダクタが５月 21

日、これらの製品が同社の特許を侵
害しているとして調査の開始と製品
の輸入禁止措置を求めた。ＩＴＣは
調査開始から 45 日以内に最終的な
調査結果と裁決を公表する期日を決
める。通常は１年以内に裁決が出る。
もし特許侵害に当たると判断された
場合、米国市場への販売の停止とそ
の資格も失うことになる。
ＩＴＣは今年３月、技術開発や特

許の取得、ライセンス提供を手がけ
る米ＴＰＬグループが、半導体設計
に関する特許権を侵害されたとして、
深セン上場の通信設備大手、中興通
訊（深セン市、ＺＴＥ）に対する 337
条違反の調査を求めた訴訟で、侵害
はなかったとする裁定を言い渡して
いる。【28 日新華社＝ＮＮＡ】

【全国−社会】

戦略的関係深化で一致、中国・ミャンマー首脳
【北京共同】中国の習近平国家主
席は 27 日、訪中しているミャンマー
のテイン・セイン大統領と北京で会
談し、戦略的協力関係を深化させる
ことで一致した。中央テレビが伝え
【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/

た。
習主席は石油パイプラインの建設
やダム開発などで協力していく方針
を表明。テイン・セイン大統領は中
国企業によるミャンマーへの投資拡

大を呼び掛けた。
テイン・セイン大統領は 28 日、中
国とインドなどが唱えた「平和共存
５原則」発表から 60 年の記念式典に
出席する予定。
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【全国−金融】

Ｑ１の電子決済、35％増の290兆元
中国人民銀行（中央銀行）がこの ターネット決済：287 兆 7,500 億元
ほど発表した決済業務に関する統計 （ 33.81 ％ 増 ）、 63 億 1,600 万 件
データによると、今年第１四半期 （20.31％増）◇電話決済：１兆 2,400
（１〜３月）に全国で生じた電子決済 億 元 （ 14.61 ％ 減 ）、 9,200 万 件
の 総 額 は 292 兆 8,900 億 元 （ 約 （44.01％減）◇モバイル端末決済：
4,759 兆 6,000 億円）で、昨年同期 ３兆 8,900 億元（255.37％増）、６億
に比べ 34.6％増加した。電子決済件 5,900 万件（232.20％増）――とな
数 は 25.92 ％ 増 の 70 億 6,700 万 件 り、モバイル端末決済の増加が目立
だった。
った。
同期の電子決済の内訳は、◇イン
電子決済業務の増加とともに、各

種銀行カードの発行枚数も増加。３
月末時点における全国の銀行カード
の累計発行枚数は 43 億 9,100 万枚
に上った。内訳は、デビットカード
が 39 億 7,700 万枚、クレジットカー
ドが４億 1,400 万枚。全国の１人当
たりの銀行カード保有枚数は 3.24
枚、うちクレジットカードの保有枚
数は 0.3 枚となっている。

【吉林−観光】

中国初のプリンスホテル、吉林に12月開業
西武ホールディングス傘下のプリ
ンスホテル（東京都豊島区）は今年
12 月にも、吉林省吉林市に高級リゾ
ートホテル「松花湖西武王子大飯店
（松花湖プリンスホテル）」を開業す
る予定だ。
「プリンスホテル」の名を
冠した施設が中国に誕生するのは初
めて。
松花湖プリンスホテルは、深セン
上場の中国不動産大手、万科企業股
フン（深セン市、万科）が開発を進
めている面積約 20 キロ平方メート
ルのスキーリゾート「松花湖度假区」
内に開業。市中心部から車で 20〜30

分の山間部に設けた通年型ラグジュ
アリーホテルで、延べ床面積は４万
6,451 平方メートル、客室数は 208
室。建物の施工は万科が行い、運営
や開発コンサルティング全般はプリ
ンスホテルの 100％出資子会社、吉
林西武度暇村咨諮管理（吉林市）が
担う。
プリンスホテルは松花湖度假区内
で、ゲレンデ総面積 173 万平方メー
トル、ゲレンデ全長 29 キロメートル
のスキー場も運営する。メーンゲレ
ンデは 1960 年代に中国初のスキー
場として開設された歴史があり、同

社はゴンドラや新たなゲレンデを含
む施設全体を整備・拡張した。雪質
は北海道旭川市の水準に相当するパ
ウダースノーが自慢という。
松花湖プリンスホテルの田辺正幸
副総経理は「旗艦ブランドの『ザ・
プリンス』に相当する高級ホテルに
位置付ける。リゾート全体では商業
施設や別荘、温泉、森林散策路など
を整備中。富裕層のファミリーをタ
ーゲットにした顧客を開拓していき
たい」と語った。

【黒竜江−食品】

米コカ・コーラ、ハルビンに１億米ドルで新工場
米飲料大手コカ・コーラは 26 日、
黒竜江省ハルビン市で新ボトリング
工場を着工した。2016 年の生産開始
を目指し、総額１億米ドル（約 101
億円）を投資する。中国新聞社電な
どが伝えた。
新工場はハルビン経済技術開発区
に立地し、敷地面積は 20 万平方メー
トル。生産ライン９本を設け、炭酸
飲料の「コカ・コーラ」「スプライ

ト」「ファンタ」、果汁飲料「ミニッ
ツメイド」、飲用水「冰露」などを生
産する。年産能力は 120 万トン超を
見込んでいる。
コカ・コーラは黒竜江省では 1994
年から生産を開始しており、今回の
新工場設立は、同社が掲げた 2012〜
14 年の３年間で中国に 40 億米ドル
を投資する計画の一環。同社ボトラ
ー統括部門の中国・東南アジア地域
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責任者は「中国はコカ・コーラにと
って世界第３位の市場に成長した。
新工場の設立は、この市場に対する
グループの自信を示すものだ」とコ
メントした。
コカ・コーラは 1979 年の再進出以
降、中国で 43 カ所の工場を建設し、
累計投資額は 90 億米ドルを超えて
いる。
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【黒竜江−資源】

東北最大の石炭業社救済に30億元、黒竜江省
黒竜江省政府はこのほど、東北地
方最大規模の国有石炭企業、黒竜江
竜煤鉱業控股集団（黒竜江省ハルビ
ン市、竜煤集団）に 30 億元（約 489
億 6,800 万円）の公的資金を注入し、
同社を救済すると明らかにした。第
一財経日報が伝えた。
総従業員数 20 万人を超える竜煤
集団は業績が低迷しており、昨年は
23 億 4,000 万元の赤字を計上。今年
１〜３月期の売上高も 77 億 1,000
万元にとどまり、16 億 2,200 万元の

赤字となった。こうした状況を受け、
黒竜江省政府は竜煤集団に対する救
済策を決定。30 億元を投じるほか、
同社に対し傘下子会社や支社に対す
る企業統治の整備、独立採算制度の
導入、自主経営、損益自己負担など
各種改革の徹底を求めた。
黒竜江省はこのほか、中国を代表
する石油生産基地の大慶油田に対し
ても、付加価値の向上に努め、成長
を促すよう要求。構造改革を進め、
原油の現地加工量、ロシア産原油と

天然ガスの現地加工量をそれぞれ増
やすなどして、同省産業のけん引役
としての役割をさらに発揮するよう
求めている。
黒竜江省の今年第１四半期（１〜
３月）の域内総生産（ＧＤＰ）成長
率は 4.1％にとどまり、全国で最も
低い水準となった。中でもエネルギ
ー産業はマイナス 2.2％まで落ち込
むなど失速が際立った。

【大連−製造】

経営破たんのＳＴＸ大連、更生手続き開始
遼寧省大連市中級人民法院（地裁
に相当）は 26 日、経営破たんした韓
国造船大手ＳＴＸグループの大連子
会社６社について、会社更生手続き
開始の決定を公告した。６社は今後、
裁判所の管理のもとで債務調整を進
め、事業の維持再生の道を探ること
になる。
破産法に基づく会社更生手続開始
を申し立てたのは◇ＳＴＸ（大連）
造船◇ＳＴＸ（大連）重工◇ＳＴＸ
（大連）海洋重工◇ＳＴＸ（大連）発
動機◇ＳＴＸ（大連）重型装備◇Ｓ
ＴＸ（大連）金属――の６社。グル
ープ 14 社から成るＳＴＸ（大連）集
団の中核企業で、それぞれ造船、重
工業、海洋エンジニアリング、エン

ジン、プラント、金属の各事業を担
当している。
裁判所は、更生管財人に大手弁護
士事務所の中倫律師事務所（北京市
朝陽区）を選任。10 月９〜11 日に第
１回の債権者集会を開催する。
ＳＴＸ（大連）は、大連市北部の
渤海湾に浮かぶ長興島開発政策の中
心的な投資事業として期待され、生
産基地建設が始まった 2007 年から
の累計投資額は払い込み済みベース
で 11 億 2,500 万米ドル（約 1,140 億
円）に上った。従業員は協力会社も
含め約２万 1,500 人。09 年から生産
が本格化したが、間もなく海運不況
の影響などを受けて資金繰りが急激
に悪化し、13 年半ばまでに操業停止

に陥った。
会社更生手続きの開始決定を受け、
６社は今後６カ月以内に裁判所と債
権者集会に更生計画案を提出しなけ
ればならない。正当な理由が認めら
れれば３カ月の延長も可能だが、期
限までに更生計画案を提出できない
場合は裁判所が更生手続きの終了を
裁定し、債務者の破産を宣告するこ
とになる。
政府関係者によると、遼寧省と大
連市はＭ＆Ａ（合併・買収）による
ＳＴＸ（大連）の再建を模索してき
たが、債務が巨額な上に債権関係が
複雑なため断念した。【27 日新華社
＝ＮＮＡ】

【吉林−運輸】

中朝国境に橋建設へ、豆満江＝政府間で協定
【北京共同】朝鮮中央通信による
と、中国と北朝鮮は両国国境を流れ
る豆満江（中国名、図們江）に新し
い橋を架けることで合意し、両国の
政府当局者が 27 日、平壌で共同建設
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や管理などに関する協定に署名し
た。
橋は北朝鮮北東部の経済特区、羅
先と中国吉林省琿春市を結ぶ。現在
架かっている橋は 1930 年代につく

られ老朽化が激しく、総重量 40 トン
以上の車両通行禁止など規制が設け
られ、中朝物流の障害となってい
た。
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個人旅行客の心を掴め、旅行博で日本各地ＰＲ
台湾・香港・マカオを含む約 80
カ国・地域と中国約 1,000 団体が参
加した中国最大の旅行見本市「2014
北京国際旅遊博覧会」が 27 日〜29
日に北京市朝陽区の中国国家会議
中心で開かれた。日本からは日本自
治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）、観
光庁、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
などの団体や企業が出展した。
中国人観光客に対するビザ発給
緩和の流れを受け、個人旅行客をタ
ーゲットにしたＰＲが目立った。中
部北陸９県の自治体による中部広
域観光推進協議会は、９県を平面図

で見たときに能登半島が竜の頭、渥
美半島が竜の尾になぞらえられる
ことから、地域を「昇竜道」と名付
け宣伝。「北海道や京都に比べ知名
度は低いが、リピーターからは世界
遺産の白川郷や飛騨高山の評価が
高い。この２地区と中部国際空港を
結ぶ、１人３日間乗り放題の 6,000
円高速バスプランも個人客に好評」
と同協議会の菅生和範部長は語る。
新潟市・佐渡市も、漁船による漁体
験や蔵元見学など、通常の団体旅行
では味わえないプランを拡充して
いる。新潟市観光・国際交流部の笠

原能子主査は「今後、中国人個人旅
行者をいかに呼びこむかが観光の
成否を握る」と語り、「参加型、体
験型好きな中国人に訴求力のある
企画を充実させてたい」と意気込ん
だ。
日本からはこのほか、九州観光推
進機構、東京観光財団、日中経済協
会北京事務所札幌経済交流室、西日
本旅客鉄道、名古屋鉄道、プリンス
ホテル、東急グループ、ドン・キホ
ーテ、サンルート、ＪＴＢがそれぞ
れ出展した。

【四川−車両】

新晨動力、ＢＭＷのエンジンを受託生産
エンジンメーカーの綿陽新晨動力
機械（四川省綿陽市、新晨動力）は
26 日、独ＢＭＷのガソリンエンジン
「Ｎ 20」シリーズの受託生産を開始
した。ＢＭＷがエンジン生産を系列
外のメーカーに委託するのは、新晨
動力が初めて。
綿陽国家高新技術産業開発区で生

産を開始した。年産能力は 10 万基。
製品は、自動車メーカーの華晨汽車
集団傘下の華晨中国汽車控股とＢＭ
Ｗの合弁会社、華晨宝馬汽車向けに
供給する。新晨動力は今後、Ｎ 20 を
ベースに、品質の高いエンジンを開
発していく計画もあるという。
新晨動力は、華晨汽車集団と酒造

メーカーの五粮液集団との合弁会社。
商用車やセダン、多目的車（ＭＰＶ）
など向けの小型ガソリンエンジンや
小型ディーゼルエンジンを得意とし、
2012 年 12 月にＢＭＷブランドのエ
ンジンを受託生産することで合意し
ていた。【27 日新華社＝ＮＮＡ】

【上海−ＩＴ】

上海と中国電信、スマートシティー化で戦略提携
上海市政府と中国電信集団（中国
電信、チャイナ・テレコム）は 26
日、同市のスマートシティー化を共
同で進めていくことで合意した。中
国電信は向こう３年で、同市のスマ
ー ト シ テ ィ ー 化 に 350 億 元 （ 約
5,704 億円）を投入する。27 日付上
海商報など上海各紙が伝えた。
具体的には 2016 年までに第４世
代移動通信規格（４Ｇ）向けの基地

局を市内に 7,000 カ所設け、カバー
率を市全体の 98％以上とする目標。
また 16 年までにスマート産業団地
を 10 カ所建設するほか、中国電信が
中国（上海）自由貿易試験区（上海
自貿区）に持つ分公司（支店）を通
じ、上海自貿区の管理委員会向けに
ビッグデータやクラウドコンピュー
ティングなどの技術支援などを行う
方針。スマート産業の整備促進に向
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け、向こう３年で関連企業 300 社を
市内に誘致し、産業規模を 10 億元相
当とする目標だ。
上海市政府と中国電信は 12 年８
月にも戦略提携を締結しており、こ
れまでに上海市の情報インフラ整備
などに 140 億元超を投じているとい
う。
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【江蘇−食品】

雨潤食品がＥＣ本格参入、20億元投入へ
香港上場で、江蘇省南京市を本拠
とする豚肉加工大手の中国雨潤食品
集団（雨潤食品）は 26 日、電子商取
引（ＥＣ）に本格参入すると発表し
た。20 億元（約 326 億円）を投じ、
ＥＣ向けプラットホームを構築する。
27 日付東方早報などが伝えた。
同社ＥＣ事業部の担当者によると、
オンラインでの食肉販売に加え、食
品会社に加工や保管、コールドチェ

ーン（生産・輸送・消費の過程で生
鮮食品などを常に低温で保つ物流方
式）を連動させたサービスを展開す
る見通し。販売面では食肉のほか、
生鮮食品や食用油なども取り扱う。
担当者によると、雨潤食品は今年の
ＥＣによる売上高を最大１億元に設
定し、2016 年には約 30 億元を目指
すという。
雨潤食品は、民間コングロマリッ

ト（複合企業）である雨潤集団傘下
の上場子会社の一つ。ハムやソーセ
ージなどの加工食品や精肉を主力と
する。「雨潤」「福潤」「旺潤」「大衆
肉聯」の４ブランドを展開。これま
でのＥＣ事業では、阿里巴巴集団（浙
江省杭州市、アリババ）傘下のＥＣ
サイト「淘宝（タオバオ）」や「天
猫」などで食肉販売を行っていた。

【上海−商業】

百聯集団が崇明島に複合商業施設、来年末開業
小売大手の百聯集団（上海市黄浦
区）が上海市の崇明島で建設を進め
ている大型複合商業施設が、2015 年
末にも開業する見通しとなった。こ
れまで崇明島になかった外資ブラン
ドなどが入居する。26 日付上海商報
が伝えた。
投資総額は 20 億 4,600 万元（約
334 億円）。延べ床面積は 23 万 6,100

平方メートルで、このうちショッピ
ングセンター部分は 18 万 5,600 平
方メートル。既に企業の誘致を始め
ており、現時点で百貨店の「東方商
厦」、スーパーマーケットの「世紀聯
華」、映画館の「大光明」などが入居
することを決めた。百貨店には中国
と海外ブランドが多数入居する計画
だ。

交通の便が悪いことや住民の購買
力の低さから、崇明島には現時点ま
でに外資の大手小売ブランドが進出
していない。
百聯集団は 2003 年設立で、資本金
は 10 億元。傘下にスーパーマーケッ
トの聯華超市や流通の上海物資貿易
などの上場子会社を持つ。

【上海−化学】

独ＢＡＳＦ、上海の３拠点が15年までに稼働へ
独化学大手のＢＡＳＦは 29 日ま
でに、上海市の浦東地区３カ所で拡
張を手掛けていた化学工場が 2015
年までに全て稼働する見通しを明ら
かにした。このうち、生産能力では
アジア・太平洋地区で最大となるエ
ンジニアリング・プラスチック（エ
ンプラ）のコンパウンド拠点では、
生産を６カ月早めて、需要に対応す
る。
コンパウンド拠点ではエンプラの
高性能ポリアミド「ウルトラミッド」
と、ポリブチレンテレフタレート樹
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脂の「ウルトラデュアー」を生産。
稼働後の年産能力は従来の４万
5,000 トンから 10 万トンに引き上
げられる。同じく 15 年の稼働を予定
する韓国の忠清南道礼山郡のコンパ
ウンド工場と合わせて、アジアでの
年産能力は計 22 万 5,000 トンとな
る予定。
自動車の騒音・振動・ハーシュネ
ス（ＮＶＨ）を軽減させる機能を持
つポリウレタンエラストマー、
「チェ
ラスト」の既存工場では、生産ライ
ンを３本増設する。稼働は 15 年とな

る予定で、年産能力は現時点から２
倍となる見通し。
ＢＡＳＦは、そのほか服飾や靴な
どに用いられる熱可塑性ポリウレタ
ンエラストマー「エラストラン」工
場の拡張工事が浦東地区で完成した
ことも明らかにした。
同社はアジア太平洋地区で今後、
交通、建築、電子機器などの分野で
エンプラの使用が増え、市場規模は、
毎年７％の増加で推移していくと予
測している。
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【江蘇−製造】

江蘇の産業用ロボット、17年に１千億元産業
江蘇省経済情報化委員会はこのほ
ど、2017 年までに同省の産業用ロボ
ッ ト の 産 業 規 模 を 年 間 1,000 億 元
（約１兆 6,300 億円）とする目標を明
らかにした。年平均成長率は 25％と
する。
同省の産業用ロボットの発展に関
する座談会で明らかにした。現在江
蘇省の産業用ロボットメーカーは
50 社超で、一部の基幹部品は自主技

術での研究開発（Ｒ＆Ｄ）と生産が
可能となっている。重機、ＮＣ工作
機械、物流など関連する産業分野は
拡大を続け、海外の大手産業用ロボ
ットメーカーも相次いで省内に生産
拠点を建設。同省産業用ロボットの
13 年の売上高は 450 億元で、直近３
年の売上高は年平均 20％以上のペ
ースで成長している。
中国の 13 年の産業用ロボットの

導入台数は３万 6,560 台で、同期の
日本（２万 6,025 台）と米国（２万
3,000 台）を抜くなど、生産ライン
の自動化を背景に、各分野で産業用
ロボットの需要が高まっている。工
業情報省は 20 年までに、国内の産業
用ロボットメーカー３〜５社を国際
競争力を持つトップ企業に育成する
目標を掲げている。【29 日新華社＝
ＮＮＡ】

生徒の鼻血相次ぎ工場停止、浙江省余姚市
【上海共同】中国浙江省余姚市の
中学校で鼻血を出す生徒が相次ぎ、
地元当局は関連が疑われる大気汚
染物質を排出していた近くの９工
場に罰金を科し、操業停止処分とし
た。中国国営通信の新華社が 27 日
までに報じた。

新華社電によると、この中学校で
は今年３月から５月までに計 18 人
の生徒が鼻血を出した。近くの工業
地区には、金属の表面処理や染色な
どを行う約 30 の工場があり、学校
周辺では酸っぱい臭いがしていた
という。

地元当局は、工場の排出物質が鼻
血の原因であることを示す直接的
証拠はないとしながらも、検査を行
った上で９工場の操業停止処分を
決めたとしている。

【広東−経済】

広東省の１〜５月経済統計、貿易が17.7％減
広東省統計局はこのほど、１〜５
月の同省経済統計を発表した。工業
生産額（一定規模以上の企業対象、
付加価値ベース）は前年同期比
8.1％増の１兆 605 億 8,900 万元（約
17 兆円）で、伸び幅は前年同期を１
ポイント下回った。重工業の伸びは
9.1％増、軽工業の伸びは 6.6％増だ
った。
固定資産投資は 17.3％増の 7,556
億 9,700 万元で、伸び幅は１〜４月
からは 0.1 ポイント拡大したものの、
前年同期と比べて 1.5 ポイント縮小
した。
小 売 売 上 高 は 11.6 ％ 増 の １ 兆

1,195 億 4,300 万 元 で 、 伸 び 幅 は
１〜４月から 0.1 ポイント拡大した。
都市部の伸びは 11.6％増、農村部の
伸びは 11.7％増だった。
貿 易 額 は 17.7 ％ 減 の 3,913 億
3,000 万米ドル（約 40 兆円）で、下
落幅は１〜４月から 3.8 ポイント縮
小 し た 。 う ち 輸 出 は 14.9 ％ 減 の
2,294 億 3,000 万 米 ド ル 、 輸 入 は
21.4％減の 1,619 億米ドル。
５月末時点での同省金融機関の人
民元建てと外貨建てを合わせた預金
残高は、前年同月末比 11％増の 12
兆 3,006 億 4,700 万元で、伸び幅は
前月末と比べて 0.7 ポイント拡大し
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たものの、前年同月末と比べて 6.2
ポイント縮小した。また、５月末時
点での同省金融機関の人民元建てと
外貨建てを合わせた貸出残高は、前
年同月末比 12.2％増の８兆 610 億
8,700 万元で、伸び幅は前月末と比
べて 0.1 ポイント拡大したが、前年
同月末と比べて 2.7 ポイント縮小し
た。
同局は「経済状況は全般的に安定
している」としながらも、
「貿易額は
前年を大きく割り込んでおり、落ち
込みが続いている」と指摘した。
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【広東−車両】

福田汽車が仏山工場を着工、来年末までに稼働へ
上海上場で北京汽車集団傘下の商
用車メーカー、北汽福田汽車（北京
市昌平区、福田汽車）は 26 日、広東
省仏山市三水区で完成車工場の着工
式を行った。三水工場の敷地面積は
62 万 3,000 平方メートル。工期は２
期に分けて行い、うち１期は 2015 年

末までに稼働する予定。27 日付新民
網が伝えた。
三水工場にはピックアップトラッ
ク（ＰＵＴ）とスポーツタイプ多目
的車（ＳＵＶ）の生産ラインが設け
られ、年産能力は計 24 万台を見込
む。１期のフル稼働後の売上高は

360 億元（約 5,900 億円）に達する
見通し。
福田汽車は 2020 年までに、全世界
で 販 売 台 数 300 万 台 超 、 売 上 高
3,300 億元超の達成を目標として掲
げている。

【深セン−運輸】

ＥＣ宅配荷物専用列車、深セン〜上海間で運行
宅配便の業界団体、中国快逓協会
（北京市）は 28 日、旧鉄道省から鉄
道インフラの建設、運営、経営など
を引き継いだ中国鉄路総公司（北京
市海淀区、中国鉄路）と電子商取引
（ＥＣ）向け宅配荷物専用列車を７月
１日から深セン〜上海両市間で運行
することで合意した。
同協会によると、中国鉄路は宅配
便企業を対象とした需要調査に基き、
北京、上海、広州、深センの４市間

で、ＥＣ向け宅配荷物を計３本６往
復走らせることを決めた。全国で新
ダイヤの運用が始まる７月１日から
深セン〜上海の両市間で先行して運
行を開始。残りの都市間を結ぶ専用
列車についても運行開始時期の検討
を進めている。
同協会によると、中国の宅配便事
業は急成長中で、2013 年の輸送実績
は計 92 億件。市場規模は前年に比べ
60％拡大し、世界第２の規模になっ

た。ただ宅配便企業は現在、輸送手
段として主に道路と航空を使い、鉄
道利用は１％を下回る。
鉄道は、安全性、時間の正確さ、
輸送量、二酸化炭素（ＣＯ２）の発
生量などで他の交通機関より優れ、
輸送手段の第一候補に挙げる宅配便
企業も増えている。同協会と中国鉄
路は、宅配便荷物の鉄道輸送モデル
確立に向け、共同で研究を進める方
針だ。【28 日新華社＝ＮＮＡ】

【深セン−ＩＴ】

信維通信、コネクターの亜力盛連接器に出資
移動端末用アンテナなどを生産す
る電子部品製造会社、深セン市信維
通信股フン（深セン市宝安区、信維
通信）は 27 日、深セン亜力盛連接器
（同、亜力盛連接器）の株式 20％を
8,400 万元（約 13 億 7,000 万円）で
獲得すると発表した。携帯端末や車
載用のコネクター市場を拡大する狙
いがある。
信維通信は、移動端末用のアンテ
ナ、コネクター、部品などの研究・

【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/

開発、製造が主要事業。亜力盛連接
器は 1997 年に発足。移動端末用のコ
ネクター、電源や映像・音響機器用
ケーブル、車載用回路基板内配線な
どを製造し、北米の大手携帯端末メ
ーカーと自動車メーカーに製品を供
給している。
信維通信は、亜力盛連接器の顧客
基盤を利用することで、世界のコネ
クター市場での売り上げを拡大する
とともに、アンテナなど従来の製品

についても優良顧客の開拓につなげ
る。亜力盛連接器と自動車製造会社
の取り引き関係を利用し、両社で車
載電子部品分野でも発展を図る。
アナリストは今回の出資について、
亜力盛連接器にとっても、信維通信
の大きな生産能力、ブランド力、研
究開発（Ｒ＆Ｄ）力を活用し、事業
規模や顧客の拡大が期待できると指
摘した。
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【広東−車両】

広州の車ナンバー競売価格、６月は1.7万元超

広州市で 25 日、６月の自動車ナンバーの競売が実施
された。個人向けナンバーの平均落札価格は前月比
10.6％増の１万 7,024 元（約 28 万円）で、７カ月連続
で前月を上回ったほか、上昇幅は今年に入って最も高い
水準となった。新快報などが伝えた。

競売で用意されたナンバー枠は 4,069 件で、うち 65
件は落札されずに次回に持ち越しとなった。個人向けナ
ンバーの落札価格は、平均価格が１万 7,024 元、最低価
格が１万 6,000 元で、前月に比べてそれぞれ 1,633 元、
1,500 元上昇した。団体向けの落札価格は、平均価格が
１万 3,134 元、最低価格が１万元となった。
また、26 日には６月の自動車ナンバー抽選も行われ
た。個人向け普通車ナンバーの抽選枠 5,789 件に対して
参加者は 23 万 2,434 人に上った。当選確率は 2.5％で
40 人に１人の割合だった。過熱気味の普通車ナンバーの
抽選に対して、エコカーナンバーの抽選は低調が続いて
いる。個人向けエコカーナンバーの抽選枠 880 件に対し
て参加者は 120 人だったため、参加者全員にナンバーが
割り当てられた。

【広東−社会】

広州市党委書記を調査、中国＝汚職の疑いか
【広州共同】中国共産党中央規律
検査委員会は 27 日、重大な規律違反
と違法行為があったとして、広東省
広州市の万慶良党委員会書記を取り

調べていることを明らかにした。詳
細は不明だが、何らかの汚職に関与
したとみられる。
万書記は広東省副省長などを歴任

し、2011 年から現職を務めていた。
香港メディアによると、将来的に同
省の省長に就任する可能性が高いと
みられていたという。

30日
５月鉱工業生産指数速報ほか
【海外】（現地日程）
【国内】
＜経済＞
・化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ）が設定したシリア
・東京電力が募集した希望退職者の退職日（東京都） 化学兵器の全廃期限（シリア）
・５月の鉱工業生産指数速報（８時 50 分、経産省）
・イオンがプノンペンに建設していた「イオンモー
・日本自動車工業会が５月の生産・輸出実績を発表
ルプノンペン」のオープンセレモニー
（カンボジア・プノンペン）
（13 時、東京都港区・日本自動車会館）
・５月の新設住宅着工戸数（14 時、国土交通省）
情報提供：共同通信
・損保協会の会長会見（14 時、日銀）
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加工貿易貨物の廃棄処分
第 586 回
2014 年４月 29 日に「加工貿易貨物の廃棄処分に関
する公告（税関総署公告 2014 年第 33 号）」が公布さ
れ、同年５月１日より施行されています。
これは、加工貿易貨物（保税貨物）を中国内で廃棄
処分を行う場合の、申請・審査手続きなどを明確に規
定した公告です。

処分申請に際しては、不良品の単耗（歩留率）関連資
料、および、当該単耗割合を反映した（不良品に関連
する）原輸入原材料リストを提出する必要があります。
廃棄処分に際しては、必要と認められる場合、税関
は税関職員を派遣して、加工貿易の廃棄処分を監督す
ることができます。

２．廃棄に関する税関報告

加工貿易企業は、廃棄処分時期、処分完成時期を明
確にし、手冊（もしくは電子帳冊）核銷周期内に税関
（１）廃棄処分が認められる加工貿易貨物
報告を行う必要があります。
加工貿易企業が、保税貨物を廃棄処分申請する場合、 税関報告の要領は、以下の通りとなります。
廃棄物処理の営業許可を有する企業に廃棄処分を委託
（１）加工貿易貨物の廃棄処分収入がない場合
することが義務付けられます。
通関は監管方式（保税形式）が適用されます。
廃棄処分とは、合理的な理由により、国内販売・再
対象貨物が不良品の場合、単耗に基づき原材料に換
輸出ができない端材、余剰原材料、不良品、副産物、 算した上で、原材料として申告することになります（原
被災貨物を、税関の許可を取得して、焼却、埋め立て、 材料・不良品・端材・副産物は、そのままの項目で申告）。
（２）加工貿易貨物の廃棄収入がある場合
その他の無公害化方式の採用、貨物の物理・化学特性
国内販売形式が適用されます。
を変更する方式に基づく処理を言うと規定されていま
この場合、廃棄処分後の貨物の状態に基づき税関に
す。
つまり、品質に問題のない完成品の廃棄は認められ 申告し（進料端材国内販売、もしくは来料端材国内販
売）、税関は、国内販売徴税管理規則に基づき、関税・
ていません。
増値税などの課税を行うことになります。
（２）税関に対する廃棄処分申請
処分完了後、税関は「税関加工貿易廃棄処分申請票」、
加工貿易企業が税関に廃棄処分を申請する場合、以
処分単位が発行する証明、「加工貿易貨物廃棄処分証
下の資料を提出する必要があります。
明」、および通関単などに基づき、核銷手続きを行いま
・税関加工貿易貨物処分申請書および処分案
・加工貿易貨物が国内販売・再輸出できないことに す。
なお、企業が申請した加工貿易貨物の廃棄処分を行
関する理由説明
・処分単位の資格証明、および、企業と処分単位の っていない場合、税関は「税関法」・「税関行政処罰実
施条例」の規定に基づき処分（行政処罰）を行うこと
委託契約書
になります。
・税関が要求するその他の書類
なお、来料加工貨物の廃棄申請に際しては、貨物の
中国ビジネスコンサルティングサービスのお問い合
実質的所有権が加工委託する外国企業に留保されてい
ることにより、貨物所有者（外国企業）の廃棄声明を わせは E‑mail アドレス【info@mizuno‑ch.com】までお
願いします。
合わせて提示する必要があります。
また、不良品の処分は、原材料に準じて扱うため、

１．廃棄処分申請
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６月20日〜６月26日
【和書ベスト 10】
1.『熱い心が人間力を生む』樋口武男（文藝春秋）
2.『「自分」の壁』養老孟司（新潮社）
3.『叱られる力―聞く力２』阿川佐和子（文藝春秋）
4.『食べものだけで余命３か月のガンが消えた』高遠智子（幻冬舎）
5.『虚ろな十字架』東野圭吾（光文社）
6.『TRF イージー・ドゥ・ダンササイズ DVD BOOK ESSENCE』（宝島社）
7.『資本主義の終焉と歴史の危機』水野和夫（集英社）
8.『韓国人による恥韓論』シンシアリー（扶桑社）
9.『しない生活 煩悩を静める 108 のお稽古』小池龍之介（幻冬舎）
10.『長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい』槙孝子（アスコム）
紀伊國屋書店ホームページ＜ http://www.kinokuniya.co.jp/＞より

＜新刊案内＞

『「気の使い方」がうまい人』
山崎武也

著／三笠書房

なぜか好かれる人、なぜか嫌われる人の違い。実は「ちょっとしたこと」で、驚くほど人間関係が変わる。必
ず打ちとける「目線の魔術」、相手に「さわやかな印象」を与えるしぐさ、食事中のうまい話術、
「一度会った人
は絶対に忘れない」工夫、相手のイライラを和らげる方法、誰かに非難された時の賢い対処の仕方など。誰から
も「気がきく」と言われる話し方、聞き方、接し方のコツを 101 紹介。

＜おすすめの一冊＞

『紙つなげ！
佐々涼子

彼らが本の紙を造っている』

著／早川書房

東日本大震災で被災した日本製紙・石巻工場。機能は全停止し、従業員の誰もが復旧は無理だと考えた。しか
し社長は半年での復旧を宣言。「何があっても絶対に紙を供給し続ける」という出版社との約束と、読者のため、
彼らの戦いは始まった。震災の絶望から、工場の復興までを徹底取材した傑作ノンフィクション。
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Bloombergより作成の参考値
海外主要市場の商品市況
取引所・時間

銘柄
直近値
銅先物
6952.25
銅現物
6986.50
アルミニウム先物
1893.75
アルミニウム現物
1862.75
すず先物
22362.00
ＬＭＥ
すず現物
22412.00
(27日11時40分)
鉛先物
2173.00
鉛現物
2145.75
ニッケル先物
18830.00
ニッケル現物
18625.00
亜鉛先物
2189.00
亜鉛現物
2185.25
亜鉛先物
15790.00
金先物
264.45
上海
鉛先物
14155.00
(27日18時40分)
銅先物
49530.00
鋼線先物
3235.00
アルミニウム先物
13485.00
ＬＭＥ＝ロンドン金属取引所
ＮＹＭＥＸ＝ニューヨーク・マーカンタイル取引所
ＣＯＭＥＸ＝ニューヨーク商品取引所

■為替クロスレート
通貨＼ｺｰﾄﾞ

JPY

前日比

取引所・時間

-2.75
0.00
-3.25
0.50
-63.00
-73.00
-1.00
8.50
30.00
0.00
-1.50
10.75
50.00
-0.55
5.00
120.00
0.00
-5.00

銘柄
単位
直近値
前日比
バレル
WTI原油先物
105.83
-0.01
MMBTU
ＮＹＭＥＸ
天然ガス先物
4.47
0.02
ガロン
(27日6時40分)
ガソリン先物
309.51
0.95
ガロン
灯油先物
301.61
0.23
トロイオンス
ＣＯＭＥＸ
金先物
1316.30
-0.70
トロイオンス
(27日6時40分)
銀先物
21.10
-0.07
キログラム
SICOM(27日18時40分) ゴムRSS３先物
212.00
0.70
ブッシェル
小麦先物
シカゴ
585.50
0.75
ブッシェル
大豆先物
(27日5時40分)
1240.25
-4.00
トウモロコシ先物 ブッシェル
443.00
-0.25
ポンド
ICE(27日6時40分)
砂糖先物
18.60
-0.13
トン
日本(27日19時40分) ナフサ先物
981.25
2.25
バレル
ﾄﾞﾊﾞｲ(27日14時40分) ドバイ原油
109.37
-0.80
バレル
ﾛﾝﾄﾞﾝ(27日11時40分) 北海ブレント
113.18
0.28
ＳＩＣＯＭ＝シンガポール商品取引所
ＩＣＥ＝インターコンチネンタル取引所
※括弧内のデータ取得時間はいずれも現地時間
※限月はＬＭＥ先物が３カ月、そのほかは中心限月
※ＬＭＥ、上海の単位：上海・金（グラム）を除き全てトン
※値：ＳＩＣＯＭ、シカゴは米セント。上海は中国元。それ以外は米ドル

2014/6/27 19:30 JST

USD

EUR

GBP

CNY

HKD

TWD

KRW

THB

VND

MMK

MYR

SGD

IDR

PHP

INR

AUD

NZD

0.0099 0.0072 0.0058 0.0613 0.0764 0.2947 10.0050 0.3203 210.363 9.62473 0.0317 0.0123 118.295 0.4315 0.5929 0.0105 0.0113

日本円

0.7346 0.5873 6.2179 7.7509 29.8820 1014.57 32.4765 21330.0 974.899 3.2125 1.2495 11995.0 43.7700 60.1163 1.0617 1.1416

米ﾄﾞﾙ

101.3980

ﾕｰﾛ

138.433

1.3612

英国ﾎﾟﾝﾄﾞ

173.143

1.7026 1.2508

中国人民元

16.3071

0.1608 0.1181 0.0945

香港ﾄﾞﾙ

13.0820

0.1290 0.0948 0.0758 0.8022

0.7995 8.4640 10.5507 40.6761 1381.05 44.2078 29034.9 1327.06 4.3729 1.7008 16327.9 59.5809 81.8319 1.4453 1.5540
10.5866 13.1967 50.8771 1727.40 55.2945 36316.5 1659.86

5.4696 2.1274 20422.7 74.5228 102.3540 1.8077 1.9437

1.2465 4.8058 163.168 5.2231 3430.42 156.789 0.5167 0.2009 1929.11 7.0394 9.6683 0.1708 0.1836
3.8553 130.896 4.1900 2751.94 125.779 0.4145 0.1612 1547.56 5.6471 7.7560 0.1370 0.1473

台湾ﾄﾞﾙ

3.3933 0.0335 0.0246 0.0197 0.2081 0.2594

韓国ｳｫﾝ

0.1000 0.0010 0.0007 0.0006 0.0061 0.0076 0.0295

ﾀｲﾊﾞｰﾂ

3.1221 0.0308 0.0226 0.0181 0.1915 0.2387 0.9201 31.2400

ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ

0.0048 0.00005 0.00003 0.00003 0.00029 0.00036 0.0014

ﾐｬﾝﾏｰﾁｬｯﾄ

0.1039 0.00103 0.00075 0.00060 0.00638 0.00795 0.03065 1.04069 0.03331 21.8792

33.9524

1.0868 713.808 32.6250 0.1075 0.0418 401.412 1.4648 2.0118 0.0355 0.0382
0.0320 21.0238 0.96090 0.0032 0.0012 11.8228 0.0431 0.0593 0.0010 0.0011
656.783 30.0186

0.0989 0.0385 369.344 1.3477 1.8511 0.0327 0.0352

0.04571

0.0002 0.0001 0.5624 0.0021 0.0028 0.00005 0.0001

0.048 0.0015

0.0033 0.0013 12.3038 0.04490 0.06166 0.00109 0.00117

ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ

31.5631

0.3113 0.2287 0.1828 1.9355 2.4127 9.3018 315.818 10.1094 6639.69 303.471

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ

81.1527

0.8003 0.5880 0.4701 4.9764 6.2033 23.9155 811.990 25.9920 17071.1

0.3889 3733.85 13.6249 18.7132 0.3305 0.3554

780.24 2.5711

9599.99 35.0306 48.1131

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ

0.0085 0.00008 0.00006 0.00005 0.00052 0.00065 0.0025 0.0846 0.0027 1.7782 0.08128 0.0003 0.0001

ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ

2.3176 0.0228 0.0168 0.0134 0.1421 0.1771 0.6827 23.1795 0.7420 487.320 22.2732 0.0734 0.0285 274.046

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ

1.6867 0.0166 0.0122 0.0098 0.1034 0.1289 0.4971 16.877 0.5402 354.812 16.2169 0.0534 0.0208

0.8497 0.9137

0.0036 0.0050 0.0001 0.0001
1.3735 0.0243 0.0261

199.53 0.7281

0.0177 0.0190

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ

95.4998

0.9419 0.6919 0.5532 5.8563 7.3002 28.1444 955.57 30.5880 20089.7 918.209 3.0257 1.1768 11297.49 41.2248 56.6205

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

88.8203

0.8760 0.6435 0.5145 5.4466 6.7894 26.1753 888.714 28.4480 18684.1 853.969 2.8140 1.0945 10507.09 38.3406 52.6592 0.9300

1.0752

NNA は、メディア事業を通じて、グローバルビジネスにかかわるすべての人と企業に貢献します。
■NNA グループ
【東京】株式会社エヌ・エヌ・エー

http://news.nna.jp/free/nna/group.html
本社

【北九州】株式会社エヌ・エヌ・エー

北九州事務所

【上海】上海時迅商務諮詢有限公司

【ベトナム】NNA VIETNAM CO., LTD.
【マレーシア】NNA (MALAYSIA) SDN. BHD.
【シンガポール】NNA SINGAPORE PTE. LTD.

【北京】上海時迅商務諮詢有限公司

北京分公司

【インド】NNA SINGAPORE PTE. LTD.(INDIA LIAISON OFFICE)

【広州】上海時迅商務諮詢有限公司

広州分公司

【インドネシア】PT. NNA INDONESIA

【大連】上海時迅商務諮詢有限公司

大連連絡処

【香港】NNA HONG KONG CO., LTD.

■提携会社

【台湾】香港商亜洲信息網絡有限公司台湾分公司

【韓国】NNA KOREA CORP., LTD.
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