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メイントピックス
第 2 回「一帯一路」国際協力サミットが開催～インフラ、貿易、金融、産業協力に進展が顕著
2019 年 4 月 25 日~27 日、第 2 回「一帯一路」国際協力サミットが北京で開催された。第 2 回サミットの参加国
の規模は 2017 年の第 1 回サミットより拡大し、会議の内容も多元化・具現化している。中国の「一帯一路」構
想の行方は再び世界から注目を浴びた。
【図表 1】「一帯一路」構想の概況
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（出所）「シルクロード経済帯と 21 世紀海上シルクロードの共同構築を推進する青写真と行動プラン」より
当行中国調査室作成

【図表 2】「一帯一路」参入国の概況
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（出所）一帯一路ホームページの公開情報より当行中国調査室作成

中国と中央アジアを結ぶ「シルクロード経済ベルト」（一帯）と中国からインド洋へ抜ける「21 世紀の海のシルク
ロード」（一路）という「一帯一路」構想が 2014 年 11 月に開催されたアジア太平洋経済協力会議（APEC）の首
脳会議で初めて提起されてから、5 年間近く経過した。当初、「一帯一路」構想は APEC 諸国協力の基盤とし
て APEC 参加国の 21 か国を中心に構築されていたが、現在では、全世界に注目される国際構想となってい
る。2019 年 4 月末時点で、「一帯一路」の建設で中国と協議書を締結した国は 137 か国に達し、参加国家の
地域分布は従来のアジア・欧州からアフリカ、ラテンアメリカ、南太平洋へと拡大している。
【図表 3】「一帯一路」構想の歩み

【図表 4】「一帯一路」構想の「五通」枠組み
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習近平主席がインドネシアで開催中のAPEC会議にて「21世紀海上シルクロード」を
提言

2014年11月
2014年12月

中国政府が北京で開催中のAPEC会議にて「一帯一路」構想を正式公開
中央経済会議に、「一帯一路」を発展の三大戦略の１つとして位置づけられる

2015年3月

「「シルクロード経済帯と21世紀海上シルクロードの共同構築を推進する青写真と行
動プラン」（以下、「一帯一路」計画という）を公開
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A member of MUFG, a global financial group

貿易・投資

両国間通貨スワップ

自由貿易協定

越境決済システムの完備

通関利便化

AIIB、BRICS国家開発銀行

自由貿易区

シルクロードファンド

産業・貿易物流パーク

人民元債券・外貨債券の発行

（出所）「シルクロード経済帯と 21 世紀海上シルクロードの共同構築を
推進する青写真と行動プラン」より当行中国調査室作成

（出所）公開情報より当行中国調査室作成

MUFG Bank (China)

金融

2

MUFG バンク（中国）経済週報
2019 年 5 月 16 日 第 425 期

2015 年 3 月に打ち出された「シルクロード経済帯と 21 世紀海上シルクロードの共同構築を推進する青写真と
行動プラン」（国家発展改革委員会、外交部、商務部が共同発表）では、「政策、施設、貿易、資金、民心」と
いった 5 分野での協力を「一帯一路」構想の核心として掲げている（「五通」と略称）。5 年間の中で、「一帯一
路」の専門協力分野も多元化しており、情報通信関連の「デジタルシルクルート」の構築、製品標準化におけ
る協力の推進、税収協力ネットワークの構築、知的財産権、エネルギー、農業分野における国際協力、国際
商事仲裁・裁判体制の完備化などが着実に進んでいる。インフラ建設だけでなく、第三国市場協力を中心と
したグローバル企業による積極的なビジネス展開も多く見られており、「一帯一路」は「構想」から「現実」へと
着実に進んでいる。
第 2 回「一帯一路」サミットで発表された「『一帯一路』構想の建設、進展、貢献と展望 2019」では、「五通」と産
業協力を中心に、「一帯一路」の進展について詳しく紹介した。本稿では、このレポートを参考に、ビジネス実
例も組み入れ、インフラ、貿易、金融、産業協力といった 4 つの重点分野における実態・成果といった 2 つの
角度から「一帯一路」構想を具体的に分析する。

Ⅰ． 6 つの経済回廊とインフラ建設の進展
六大経済回廊のインフラ建設の成果
「一帯一路」計画の中で、東アジア経済圏と欧州経済圏を結ぶために、シルクロード経済帯と 21 世紀海上シ
ルクロードをさらに具体化させ、中国の東北地域、西北地域、西南地域、東南地域をベースに、ユーラシア大
陸を貫通して中国－モンゴル－ロシア、新ユーラシアランドブリッジ経済回廊、中国－中央アジア－西アジア、
中国－パキスタン、バングラデシュ－中国－インド－ミャンマー、中国－インドシナ半島といった 6 つの経済回
廊を考案した。これらの経済帯は国際鉄道・国際道路・港湾などの国家間交通インフラを基礎とし、中心都市
を中枢とし、重点経済産業パークを協力プラットフォームとしている。現在では、経済回廊の建設はまだ初期
段階にあり、過去 5 年間の成果はインフラ建設に集中している（図表 5）。
【図表 5】六大経済回廊の概況とインフラ建設の進展
中国関連地域

東北地域

経済回廊

内容

インフラ建設の進捗状況（2019年4月までに）

中国－モンゴル－ロシア経済回廊

華北ルート（北京・天津・河北－フフホト－
モンゴル－ロシア）、東北ルート（大連－瀋
陽－長春－ハルピン－満州里－チタ）とい
う2つの経路に分けられている。

2018年、中国、モンゴル、ロシアは中国－モンゴル－ロシア経済回廊建設に関するMOUに
調印。中国―ロシア鉄道橋の中国側工事は2018年10月に完成。黒河―ブラゴヴェシチェン
スク鉄道橋の建設が順調に進行中。中ロ企業連合体はモスクワ―カザン高速鉄道の初期
設計を基本的完成。中国、モンゴル、ロシア3国提携の「アジア道路ネットワークにおける道
路運輸による政府間協定」が正式に発効。中国・モンゴル・ロシア越境陸上ファイバシステ
ムが完成。

江蘇連雲港－山東日照－オランダロッテ
新ユーラシアランドブリッジ経済回廊 ルダム国際鉄道幹線、蘭州－連雲港、蘭
州－新疆国内鉄道

中国－中央アジア－西アジア経済回廊
西北地域

中国－パキスタン経済回廊

西南地域

東南地域

中央相互連通プラットフォームと欧州投資計画枠組みのもとで、関連各国の協力活動が順
調。ハンガリ―セルビア鉄道のセルビア境内ベオグラード―スタラ・パドヴァ区間が着工。
中国西部―西欧国際道路（中国西部―カザフスタン―ロシア―西欧）が基本的完成。

中国はカザフスタン、ウズベキスタン、トルコなどの国と二国間国際道路運輸協定、及び中
新疆からペルシア湾、地中海沿岸、アラビ
国・パキスタン・カザフスタン・キルギス、中国・カザフスタン・ロシア、中国・キルギス・ウクラ
ア半島までの経路となっている。関連国家
イナなどの多国間国際道路運輸協議（或いは協定）が相次いで調印。サウジアラビアの「
は中アジア五カ国、イラン、トルコなどがあ
2030年ビジョン」と産業協力を図り、総額280億米ドル以上の協議を達成。道路、インフラ施
る。
設、エネルギーなどの分野でイランとの協力を強化。
新疆カシュガルからパキスタンのグワーダ
ル港まで全長3,000kmで、北に「シルクロー
ド経済帯」、南に「21世紀海上シルクロード」
にそれぞれ繋がっており、「一帯」と「一路」
を接続させる肝心な経路となっている。道
路、鉄道、石油・天然ガス、光ケーブルが
備わっている貿易回廊である。

エネルギー、交通インフラ、産業パーク、グワーダル港を重点とする協力枠組みを確定。中
国・パキスタン経済回廊連合協力委員会は定期的な会合体制を構築。グワーダル港の臨
港道路、ペシャーワル―カラチ高速道路、カラコルム・ハイウェイ改造工事、ラホール軌道
交通、カシム港発電所などの重点プロジェクトが着工、一部はすでに使用されている。中国
―パキスタン経済回廊は第三国協力活動を開始、多国が参入意向を示した。

関連国家・地域：中国国内は雲南、珠江デ 中国とミャンマーは中国・ミャンマー経済回廊の建設に関するMOU、ムセ―マンダレー鉄道
バングラディシュ－中国－インド－ミャ
ルタ経済圏、海外はバングラディシュ、イン プロジェクトのフィジビリティスタディ文書、チャウピュ経済特区深海港の建設に関する枠組
ンマー経済回廊
ド、ミャンマー
み協議に調印。

中国－インドシナ半島経済回廊

昆明―バンコク道路が完成され、中国―ラオス鉄道と中国―タイ鉄道などのプロジェクトは
関連国家・地域：珠江デルタ経済圏、インド
着実に推進。中国・ラオス経済回廊建設が開始。タイの「東部経済回廊」と「一帯一路」構想
シナ半島国家
との協働が加速。

（出所）「『一帯一路』構想の建設 進展、貢献と展望 2019」より当行中国調査室作成

一般インフラ建設の成果
 鉄道
中国―ラオス鉄道、中国―タイ鉄道、ハンガリー―セルビア鉄道、ジャカルタ―バンドン高速鉄道などの
プロジェクトを重点とする鉄道網建設に大きな進展を遂げた。アジア横断鉄道の東部線路、パキスタン 1
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号鉄道幹線改造、中国・キルギス・ウクライナ鉄道といったプロジェクトは前期研究を推進する最中である。
中国―ネパールクロスボーダー鉄道はフィージビリティスタディが完了した。中欧班列は多国協力型の
運営体制を形成し、中国、ベラルーシ、ドイツ、カザフスタン、モンゴル、ポーランドとロシアの鉄道公司は
「中欧班列協力の深化に関する協議」に署名した。2018 年末まで、中欧班列はユーラシア大陸の 16 か
国における 108 都市をカバーし、発車数は累計で 13,000 便に達した。
 道路
中国・モンゴル・ロシア、中国・キルギス・ウクライナ、中国・ロシア（大連―新シベリア）、中国・ベトナムの
間の国際道路直行運輸の試行運行活動に成功した。2018 年 2 月、中国・キルギス・ウクライナ国際道路
は常態化運行を開始した。中国・ベトナム北倫橋道路第二橋は竣工して車両運行を開始した。中国は
「国際道路運営公約」（TIR 公約）に正式参入した。
 港湾
パキスタングワーダル港は定期的港運サービスを開始し、30 社以上の企業が参入した。スリランカハンバ
ントタ港経済特区の産業パーク位置づけ、計画制定といった前期準備活動を完成した。ギリシアピレアス
港は重要な積み替え港の建設を完成した。2018 年 12 月、中国遠洋海運集団（COSCO）傘下の中遠海
運港口有限公司がアラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ港務局と合弁で経営するハリファ港の第 2 期コ
ンテナ埠頭が開港した。中国は沿線 47 か国と 38 件の両国間或いは地域の海運協定に署名した。
 航空
中国は 5 年間で、「一帯一路」沿線国家の間で航空路線 1,239 路線を新規開設し、新規国際航空路線の
69.1%を占めた。
 エネルギーインフラ
中国は「一帯一路」沿線国家と協力枠組み協定と MOU に調印し、電力ガス、原発、新エネルギー、石炭
などの分野において幅広く協力活動を促進している。中国・ロシア原油パイプ、中国―中アジア天然ガス
パイプの運営が安定的であり、中国・ロシア天然ガスパイプの東部線路は 2019 年 12 月に局部運営を開始
し、2024 年に全線稼働を実現する予定である。中国・ミャンマー石油天然ガスパイプが全線稼働を実現し
た。
 情報インフラ
中国・ミャンマー、中国・パキスタン、中国・キルギス、中国・ロシアのクロスボーダー光ファイバー情報通
信網の建設に大きな前進を遂げた。中国は国際電気通信連合（ITU）と「『一帯一路』枠組みにおける電
信・情報ネットワーク分野の協力の強化に関する意向書」に署名した。キルギス、アフガニスタン、タジキ
スタンと光ファイバー協力合意を達成し、シルクロード光ファイバープロジェクトを実質的に稼働させた。

Ⅱ．「一帯一路」沿線各国における貿易・投資
中国と「一帯一路」沿線国家の貿易
「一帯一路」沿線国家貿易の実態について、中国国家情報センターの「『一帯一路』貿易協力ビッグデータ報
告（2018）」（2018 年 5 月発表）に基づいてその概況を紹介する。この調査では、2018 年 3 月時点で、「一帯
一路」のホームサイトで公開された 71 か国を統計対象としており、2017 年を統計期間としている。2017 年、
「一帯一路」71 か国の GDP は合計で 14 兆 5,000 億米ドルに達し、世界 GDP 全体の 18.4%を占めた。71 か
国の総人口は 34 億 4,000 万人で、世界総人口の 47.6%を占めた。対外貿易総額は 9 兆 3,000 万億米ドルで、
世界全体の 27.8%を占めた。
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【図表 6】「一帯一路」沿線国家の概況と位置づけ

【図表 7】「一帯一路」沿線国家と中国の貿易規模
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（出所）「『一帯一路』貿易協力ビッグデータ報告（2018）」より当行中国調査室作成

（出所）「『一帯一路』貿易協力ビッグデータ報告（2018）」より当行中国調査室作成

対外貿易額の規模を見ると、韓国、シンガポール、インドの貿易額は 71 か国の中でのトップ 3 となっている。
対外貿易額トップ 10 の国では、中国は韓国、シンガポール、ロシア、タイの最大輸出先国であり、マレーシア
の第 2 輸出先国で、インドの第 3 輸出先国となっている。同時に、中国は韓国、シンガポール、ロシア、タイ、
トルコの最大輸入元国である。中国との貿易規模の増加幅が高かった国はカタール、モンテネグロ、モンゴル、
カザフスタンがある。広域分類からすると、アジア・パシフィック国家向けの貿易額が「一帯一路」沿線国家全
体向けの貿易額の 56.8%を占めている（図表 8）。
具体商品種類を見ると、輸出と輸入の上位商品は電気機器製品、鉱物品、化学製品に集中している。特に、
輸入商品の集中度が比較的に高く、輸入品のトップ 5 種類の商品が全体の 40.6%を占めている。
【図表 9】「一帯一路」沿線国家と中国の貿易構造（商品別）

【図表 8】「一帯一路」沿線国家と中国の貿易構造（地域別）
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電話機
コンピューター
集積回路
石油及び鉱物油
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貿易額（億米ドル）
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115.00
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商品類別輸入額トップ5
集積回路
石油及び鉱物油
天然ガス及びその他の燃料
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電話機
環状炭化水素
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割合
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17.11%
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（出所）「『一帯一路』貿易協力ビッグデータ報告（2018）」より当行中国調査室作成

（出所）「『一帯一路』貿易協力ビッグデータ報告（2018）」より当行中国調査室作成

中国国内では、東北地域の対「一帯一路」国家貿易総額の伸び率が最も速く、2016 年より 22%増加した。西
部地域の対「一帯一路」国家貿易総額が西部地域の貿易総額全体に占める割合が最も高く、48.1%に達した
ことから、「一帯一路」国家は西部地域の主要な貿易先であることが分かる。東部地域の対「一帯一路」国家
貿易総額が中国の対「一帯一路」国家貿易総額に占める割合が最も高く、79.8%に達した。省別では、2017
年の対「一帯一路」国家貿易総額の増加率のトップ 5 が新疆（+91.9%）、河北（+63．3%）、四川（+60.9%）、山
東（+35.4%）、内モンゴル（+34.7%）となった。
中国の「一帯一路」構想の貿易・投資分野における成果
中国は貿易と投資の自由化・便利化の促進に注力している。2017 年 5 月の第 1 回「一帯一路」国際協力サミ
ットが開催されてから、中国が「一帯一路」沿線国家と 100 件以上の協議書に調印し、50 種類以上の農産物
の食品検疫輸入を実現した。中国とカザフスタン、キルギス、タジキスタンとの農産物快速通関経路の建設が
推進され、農産物の通関機関が 90%短縮された。また、中国が外資参入基準の緩和、国際的なビジネス環
境の構築、12 か所の自由貿易試験区の設立などの措置を通じて外資誘致を図る。中国の平均関税水準は
2000 年の 15.3%から目下の 7.5%まで低下した。中国は東南アジア諸国連合、シンガポール、パキスタン、ジ
ョージアなどの国家・地域と自由貿易協定に署名（或いは既存協定をさらに強化）し、ユーラシア経済連合と
経済貿易協力協定に署名した。
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中国と「一帯一路」沿線国家との貿易規模は持続的に拡大している。2013 年から 2018 年まで、中国と沿線国
家の輸出入総額は 6 兆米ドルを超過し、年平均伸び率は中国の対外貿易の平均水準を上回っており、中国
貨物貿易総額に占める割合が 27.4%に達している。2017 年に、中国と「一帯一路」沿線国家の輸出入総額は
前年比 18.4%増加の 978 億米ドルであったが、2018 年の輸出入総額は 13,000 億米ドルまで拡大した。世界
銀行の研究によると、「一帯一路」構想により、参加国の貿易額が 4.1%増加するとのシミュレーション結果を得
ている。
越境 EC 経由の貿易取引規模が拡大しつつある。2018 年、中国税関の越境 EC プラットフォーム経由の輸出
入商品総額は 203 億米ドルに達し、中でも、輸出は 85 億米ドル、輸入は 119 億米ドルとなっている。「シルク
ロード EC」というキャンペンの基で、中国と 17 か国と両国間電子商協力体制を構築し、BRICs といった多角
体制においても電子商関連の協力関係を結んだ。
2013 年~2018 年の間、中国企業が「一帯一路」沿線国家に対する直接投資金額が 900 億米ドルを超過し、
請負業務収入は 4,000 億米ドル以上となった。2018 年、中国の「一帯一路」沿線国家に対する非金融直接投
資は前年同期比 8.9%増加の 156 億米ドルとなっており、同期間の対外直接投資に占める割合が 13.0%であ
った。同年の「一帯一路」沿線国家に対する請負業務収入は 893 億米ドルで、対外請負業務収入の 53.0%を
占めた。

Ⅲ． AIIB 規模の拡大と「一帯一路」の金融
AIIB 規模の拡大
アジアインフラ投資銀行（AIIB）は「一帯一路」を支援する重要な金融機関である。AIIB の資本金は 1,000 億
米ドルであり、その半分（500 億米ドル）は中国が出資した。2015 年 4 月、AIIB 創設メンバーの 57 か国が確
定され、同年の 6 月にメンバー国が AIIB 協定に調印した。業務内容は貸出、プロジェクトファイナンス、PE 投
資、担保、特別基金、技術援助などと幅広いものとなっている。2018 年末まで、AIIB のメンバー国は最初の
57 か国・地域から 70 か国・地域まで拡大した。AIIB による貸出総額は 75 億米ドルに達し、ほかの投資機関
からの投資額は 400 億米ドルに上った。2019 年 5 月時点で、AIIB の融資プロジェクトは 38 件に達した。中
でも、インドでのプロジェクト件数は最も多い。分野別では、エネルギー関連のプロジェクト数は 13 件と全体の
3 分の 1 近く占めた。
【図表 10】AIIB 加盟国（議決権比率順）
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【図表 11】AIIB の投資プロジェクトの概況（許可済み）
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（出所）AIIB ホームページの公開情報をもとに当行中国調査室作成
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金融分野における「一帯一路」建設の成果
「一帯一路」沿線国のインフラ建設と産業協力において資金需要が拡大し続けている。各国のソブリン・ウェ
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ルス・ファンドなどが主要参加者となっている。例えば、2018 年 7 月、シルクロード基金と欧州投資基金の共同
出資による中欧共同投資基金は正式運営を開始し、投資規模は 5 億ユーロに達した。中国財政部はアルゼ
ンチン、ロシア、インドネシア、英国、シンガポールといった 27 か国の財政部は「『一帯一路』融資指導原則」
で合意を得ており、この原則に基づき、合意各国は関連国家・地域の実体経済の発展に有利なインフラ建設
プロジェクト、貿易投資などの分野に対する融資活動を奨励することになる。
中国人民銀行は世界銀行グループ傘下の国際金融公社（IFC）、米州開発銀行（IDB）、アフリカ開発銀行、
欧州復興開発銀行などの他国開発機関と共同融資を実施し、2018 年末までに、70 か国において 100 件以上
のプロジェクトに融資した。中国－中東欧銀行連合体（2017 年 11 月設立）、中国－アラブ国家銀行連合体
（2018 年 7 月設立）、中国－アフリカ金融協力銀行連合体（2018 年 9 月設立）により、中国は欧州、アラブ国
家、アフリカ地区との多国金融協力体制を建設した。
2018 年末には、中国輸出信用保険公司は「一帯一路」沿線国家に対する輸出・投資は 6,000 億米ドルを超
過した。ドイツ商業銀行は中国工商銀行と MOU に署名し、「一帯一路」枠組みでの銀行共同体制に正式参
入した初めてのドイツ系銀行となった。
中国金融市場の開放も「一帯一路」の資金調達経路の拡大に寄与している。2018 年末まで、パンダ債の発
行規模は 2,000 億人民元前後に達した。中国輸出入銀行は国際市場で 20 億人民元の「債券通」グリーン金
融債を発行し、新開発銀行（NDB）も 30 億人民元のグリーン金融債を発行した。2015 年、上海証券取引所、
ドイツ取引所グループ、中国金融先物取引所は共同出資で中欧国際取引所を設立した。上海証券取引所と
カザフスタンアスタナ国際金融センター管理局はアスタナ国際取引所の共同建設に関する協議書に署名し
た。
目下では、11 社の中資銀行が「一帯一路」沿線の 28 か国で 76 か所のハブ支店を設立している。一方、「一
帯一路」沿線 22 か国での 50 社の銀行は中国で 7 社の法人銀行、19 社の外資銀行支店及び 34 か所の駐
在員事務所を設立している。2 社の中資証券会社はシンガポール、ラオスで合弁会社を設立している。中国
は 20 か国以上の国家と両国貨幣スワップ協定を締結し、「一帯一路」沿線の 7 か国と人民元清算システムを
構築し、「一帯一路」沿線の 35 か国の金融監督管理当局と協力文書に署名した。人民元クロスボーダー決済
システム（CIPS）の業務範囲はすでに 40 か国の沿線国家をカバーしている。

Ⅳ．産業協力と第三国市場協力の展開
「五通」のほかに、産業国際協力は「一帯一路」構想が強調してきた重点分野である。2015 年 6 月、中国はフ
ランス政府と「中国・フランスの第三国市場協力に関する共同声明」を発表したことを機に、「第三国市場協
力」という国際協力モデルが急速に発展してきた。中国の生産能力、先進国の高度な技術力、「一帯一路」沿
線国家を中心とした発展途上国のニーズを効果的にマッチングさせ、国際協力効率の最大化を目指すことが
「第三国市場協力」の目標とされている。「一帯一路」沿線地域のインフラ施設が整うに伴い、交通インフラ・エ
ネルギーインフラ・通信インフラが第三国市場協力の推進、企業の越境業務展開に対して利便性の高い環
境を提供するようになっている。
第 1 回「一帯一路」国際協力サミットでは 5 つの分野で 279 項目の具体的な成果を達成し、第 2 回会議が開
催されるまで、第 1 回会議の成果はすべて実施に移されたと「一帯一路」建設行動弁公室の責任者が表明し
た。第 2 回「一帯一路」国際協力サミットでは、6 つの分野で 283 項目の具体的な成果を実現し、第 1 回会議
と比べて、国家間協力は深化されつつある。中でも、「第三国市場協力」に関連する条項が多数含まれている。
たとえば、中国国家発展改革委員会とオーストリアデジタル化・経済事務部、スイス財政部、経済教育と科学
研究部と第三国市場協力の MOU に調印し、シンガポール貿易・工業部と第三国市場協力実施枠組み
の強化に関する MOU に調印した。中国人民銀行は欧州復興開発銀行と第三国市場投融資協力 MOU
に調印した。中国国家発展改革委員会とフランス財政部は中仏第三国市場協力模範リスト（第三回）
に署名した。
現在、中国はフランス、韓国、ドイツ、英国、カナダ、シンガポール、ベルギー、ポルトガルなど 10 か国以上の
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先進国と第三国市場協力で合意を得ている。2018 年 5 月、中国と日本は「中日の第三国市場協力に関する
覚書」に調印した。同年 10 月、第 1 回日中第三国市場協力フォーラムが北京で開催され、日中両国の企業
がインフラ、金融、物流、情報技術などの 52 件の協力合意を達成した。これから、第三国市場協力というモデ
ルによって、インフラ、エネルギー、環境保護、金融など様々な産業分野における国家間・企業間の国際協
力が期待される。

中国経済が 2012 年から新常態に入り、経済発展モデルの転換という重要な課題に直面している。その中で、
一連の景気対策において、「一帯一路」構想は国際的影響が深く、世界全体を視野に入れて考案された打
開策と見られる。近年では、国際情勢が複雑化している中、「一帯一路」建設の喫緊性がさらに高まり、推進
の難易度も上昇している。2018 年から始まった中米貿易摩擦が長期化の様相を見せており、国際貿易の枠
組みとサプライチェーンが再構築されると見られている。この状況下で、中国は 2018 年 12 月の中央経済工作
会議は、対外開放に関する項目で、「輸出市場の多元化」「『一帯一路』における国際協力を推進」という目標
を掲げている。2018 年の貿易統計では、米国向け輸出は中国輸出全体の 19.2%を占めており、米国は依然
として中国の最大の輸出市場であった。米国以外の輸出先（たとえば「一帯一路」沿線国家）を開拓するとい
う意味で、輸出市場の多元化、「一帯一路」の推進は中米貿易摩擦の対応策の一つとしても考えられる。

MUFG バンク（中国） 中国投資銀行部
中国調査室 于瑛琪
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プロフェッショナル解説（税務会計）MAZARS/望月会計士
日本公認会計士協会租税調査会研究報告第 34 号
「事業所得課税のための PE 帰属所得の算定の場面における移転価格課税ルールの適用につい
て」にかかわる日中国際課税の観点からの考察
2019 年 4 月 18 日に日本公認会計士協会より、租税調査会研究報告第 34 号「事業所得課税のための PE 帰
属所得の算定の場面における移転価格課税ルールの適用について」が公表されました。これは、専門的職
業化団体として、公式に国際的課税の流れである BEPS や OECD の流れについて一定の見解を示すものと
しては意義を有するといえる一方で、2016 年の諮問からかなりの期間を経て公表されたものであることは、近
年の国際課税の変化のスピードに対応することの難しさを反映するものということができるでしょう。
ここでは、「BEPS 包摂的枠組み」という言葉で表されていたりと、今後、日進月歩で進化するであろう国際税
務面での用語（日本語訳）についても、一定のコンセンサスを形成していくことが期待されるものといえるでしょ
う。

Ⅰ．研究報告第 34 号の主な構成
ここでは、PE にかかわる所得の観点から、PE の位置づけ（OECD モデル租税条約第 5 条）、事業所得の捉
え方（OECD モデル租税条約第 7 条）、特殊関連企業（OECD モデル租税条約第 9 条（移転価格））の適用と
の関係性について以下のように言及がなされています。
1．OECD モデル租税条約第 7 条及び第 5 条の改正に見る事業所得課税検討の経緯
2．2010 年 OECD モデル租税条約に至るまでの AOA の検討の概要
3．2017 年 OECD モデル租税条約第 5 条とコメンタリーにおける PE の定義の改正
4．PE ガイダンスの内容について―事例の確認
5．OECD モデル租税条約第 9 条のリスクコントロールと同第 7 条の重要な人的機能（Significant People
Function）の関係について
6．2017 年 OECD 移転価格ガイドラインの改訂とそれに後続する移転価格関連のガイダンスについて
7．平成 26 年度税制改正以降について―国内税法への AOA の導入
8．PE 帰属所得に係る文書化ルールについて―国内法

Ⅱ．基礎的な概念
PE とは
恒久的施設(PE: Permanent Establishment、中国語で”常设机构”)とは、一般に「外国企業（非居住者）が
当該国国内に設立した、事業のすべてまたは一部を行う場所」を意味します。複数国に跨る取引を行うに際
して、企業の収益に対しどの国が課税権を持つのかという問題を解決するための概念が恒久的施設であり、
「PE なければ課税なし」という国際的事業所得課税におけるもっとも重要なルールの一つとなっています。

OECD モデル租税条約
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OECD モデル租税条約とは、国際的二重課税を排除することを目的として 2 国間で結ばれる租税条約につ
いて、世界的な調和を図る目的から OECD によりその統一化・標準化のために公表されているモデル租税条
約であり、定期的に更新がなされています。

AOA とは
OECD 承認アプローチ（AOA：Authorised OECD Approach）とは、2010 年 7 月改正の OECD モデル租税
条約第 7 条（事業所得）において全面的に導入された、恒久的施設（PE）に帰属すべき利得（PE 帰属所得）
の算定方法をいいます。

AOA による PE 帰属所得の算定
OECD モデル租税条約第 7 条では、AOA が採用する「機能的分離企業アプローチ」により PE 帰属所得が
算定されることが明確化され、PE を企業本体から分離独立した別個の企業とみなし、以下の 2 ステップにより
PE 帰属所得を算定するアプローチが採用されています。
• PE の果たす機能及び事実関係に基づいて外部取引、資産、リスク及び資本を PE に帰属させるとともに、
PE と本店等との内部取引についても課税所得の計算において認識する。
• 内部取引に OECD の移転価格ガイドラインに規定される独立企業間価格算定方法を適用して、PE 帰属所
得を算定する。

OECD モデル租税条約における AOA 導入の背景及び PE 帰属計算の算定に関する考え方
PE 帰属所得に課された租税の国際的二重課税は、居住地国において国外所得免除制度や外国税額控除
制度を適用することにより排除されることが予定されていますが、PE 帰属所得の算定方法に係る各国税法や
租税条約の解釈等が異なる場合、排除しきれない二重課税や二重非課税が生じるという懸念があったことか
ら、OECD は、PE 帰属所得の算定に関する解釈の統一を目的として、AOA に関する「PE 帰属所得報告書」
を 2008 年及び 2010 年に公表し、2010 年 7 月の OECD モデル租税条約の改正の際、AOA を第 7 条（事業
所得）に全面的に導入されるものとなりました。

①Separate entity approach と Single entity approach
外国法人の事業所得課税の考え方として、総合主義（非居住者・外国法人が国内に PE を有する場合には、
当該 PE への帰属の有無を問わず、全ての国内源泉所得について課税する原則）と帰属主義（国内源泉所
得のうち、PE に帰属する所得のみに課税する）がありました。
従前より、日本が締結している租税条約においては、各租税条約を締結した当時の OECD モデル租税条約
及びコメンタリーの改正の状況に応じて、第 7 条の PE 帰属所得の算定アプローチとして 2010 年版 AOA、
2008 年版 AOA、AOA 以前の各アプローチが混在してはいるものの、全て帰属主義により事業所得を課税
するものになっている点は共通していたものの、日本国内税法上は、平成 26 年度税制改正以前は総合主義
が採用されていました。

これは世界的には Single entity approach と Separate entity approach の議論として捉えられるものといえ、
すなわち、企業本部と PE とを一つの entity と捉えるのか、または、独立した entity と捉えるのかの相違であり、
前者においては内部取引の認識は行われず、後者においては行われることになります。
例えば、外国法人 PE による商品の輸入販売の場合、Single entity approach においては基本的に売買益
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の総額が我が国の国内源泉所得として課税されることとなり、Separate entity approach においては販売額
から PE の外国法人からの購入額を控除したものが売買益とされることになります。

②関連事業活動アプローチ（relevant business activity approach）と機能的分離企業アプローチ
（functionally separate entity approach）
関連事業活動アプローチでは、企業の利得を、PE が参加している事業活動（関連事業活動）からの利得の
みを指すものと定義されます。このアプローチの下では、PE が関与している事業活動について企業全体とし
て稼得した利益のうち、当該 PE に帰属する部分が課税対象ということになる。すなわち、PE 帰属所得は、企
業全体の関連事業の利益を超過することはないことになります。
他方、機能的分離企業アプローチでは、PE 帰属所得は、当該 PE が、同一又は類似の条件で同一又は類似
の活動を行う、分離し、かつ、独立した企業であるとしたならば稼得していたであろう利益であり、企業全体が
その事業から得た利益の大きさには制限されず、PE と本店等との間の内部取引についても独立企業原則を
適用しようというアプローチといえます。
各国間で両アプローチの採否が分かれていたことにより OECD モデル租税条約第 7 条第 1 項の解釈の相違
を招き、結果として二重課税・二重非課税を招く懸念があったことから、OECD では 2008 年に機能的分離企
業アプローチを AOA として採用するに至りました。

③Single taxpayer approach と Dual taxpayer approach
従属代理人企業（DAE: Dependent Agent Enterprise）が本人の従属代理人 PE（DAPE: Dependent
Agent Permanent Establishment）として認定される場面で、OECD モデル租税条約第 9 条（移転価格）によ
る調整があれば DAPE に対する DAPE 所在国の課税権は完全に消滅するというのが Single taxpayer
approach、逆に、源泉地国の課税権は DAE に対する独立企業間報酬が保証されたとしてもなお消滅しない
というのが Dual taxpayer approach です。
Dual taxpayer approach の採用により、従属代理人が PE に認定される場合に、OECD モデル租税条約第
7 条と第 9 条の適用関係や、第 9 条のリスクコントロールと第 7 条の Significant People Function（重要な人
的機能）の関係について議論が生じ、前者については、PE ガイダンスで第 9 条を優先適用することについて
合意が得られたとされますが、後者については、議論の余地が残っているとされています。

Ⅲ．日本国内税法における AOA 採用による対応
AOA 採用に伴い日本国内税法においては PE にかかわる課税について以下のような改正がなされていま
す。

1.
2.
3.
4.
5.
6.

内部取引損益の認識
PE 帰属資本を超える支払利子に関する損金算入制限
外国銀行等の TierⅡ資本に対する利子の損金算入
共通費用の配賦（本店配賦経費）
資本等取引の擬制
外国税額控除

7. PE 帰属所得の計算に係る文書化
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また同様に、外国税額控除についても、帰属主義が取り入れられたことにより、外国税額控除の適用におけ
る国外所得金額の計算が見直されています。ここでは、内国法人の外国税額控除の対象となる国外源泉所
得の範囲を明確にするため、平成 26 年度税制改正において、「国内源泉所得以外の所得」と規定されている
国外所得の定義を、国外 PE 帰属所得、国外資産の運用保有所得、国外資産の譲渡所得、外国法人の発行
する債券の利子、外国法人から受ける配当等のように、積極的に国外所得を定義する方式に改められ、内部
取引に関しても、AOA に基づき、国外 PE 帰属所得の算定上、内国法人の国外 PE を本店から分離・独立し
た法人とみなして、国外 PE と本店等との間の内部取引を認識することになるので、従前は、国外 PE における
本店向けに役務提供された場合の内部取引については国外所得を構成しませんでしたが、改正後は、国外
PE 帰属所得として国外所得に認識されることになりました。また、外国税額控除の適用を受ける内国法人の
本店等と国外 PE との内部取引の対価の額とした額が、独立企業間価格と異なることより、外国税額控除の控
除限度額計算における国外所得金額が過大となる場合には、当該国外所得金額の計算については、その
内部取引は独立企業間価格によるものとされ、移転価格税制との整合性が取られています。

Ⅳ．日中間の取引における影響
各国の制度的相違により、PE の内容について、日本においては支店、中国においては代表機構として捉え
ることができるものといえます。
ここで、中国において課税を受ける代表機構を、日本内国法人の国外 PE として捉えた場合には、中国にお
いて課税を受ける所得とは国外 PE における本店向けに役務提供された内部取引として、日本において国外
所得として認識されることになるといえます。
このことは、従前、中国国内において課税された税額について外国税額控除の基礎となる国外所得が存在し
ないという理論的な問題が発生していたことの解消につながるものといえる一方で、当該内部取引金額の算
定について独立企業間価格を参考としなければならないといった実務的な負担が発生するものとも考えられ
ます。

最後に、これから迫りくる BEPS という荒波に備えるに際して、このコーナーが多少なりとも皆さんのお役に立
てることができればと幸甚と考えております。

当資料は情報提供のみを目的として、当行はその正確性を保証するものではありません。また当該機関との取引等、何
らかの行動を当行が勧誘するものではありません。

望月一央(公認会計士) MAZARS JAPAN/CHINA パートナー
東京公認会計士協会租税委員会委員
IBFD Japan Chapter Author(Transfer Pricing, Investment Funds）
MAZARS は、世界数十カ国、数万人のスタッフを有する、監査、会計、税務およびアドバイザリーサービスに
特化したワンファーム型の国際会計事務所です。このたび、中国拠点・スタッフを増大した新体制により、日本
企業にとってもますます重要となる中国企業関連分野での、最先端の業務を提供させていただきます。また、
中国以外にもインド、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、ミャンマーなどのア
ジア地域におけるワンファームならではの緊密な連携により、複合的なサービスを提供させていただきます。
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断くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当店はその正確性を保証する
ものではありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。また当資料は著作物であり、著作権法により保護されており
ます。全文または一部を転載する場合は出所を明記してください。
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