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メイントピックス
コロナ渦で加熱する中国のライブコマース市場～新たな販促手法で売上急伸
中国ではこの 2 年間、ライブ配信を通じて商品を販売する「ライブコマース」は猛烈な勢いで伸びており、若者
の間に広く浸透し、新しい E コマースの形として注目されている。ライブコマースとは、「live（生の、実況の）
commerce（取引）」という名のとおり、ライブ配信と電子商取引（EC）を掛け合わせたサービスで、配信者がラ
イブ動画を通じて商品を紹介し、視聴者が直接購入できるという仕組みである。タレントやインフルエンサーだ
けでなく、誰でも配信ができ、視聴者は質問やコメントなどリアルタイムで配信者とコミュニケーションを取れる
ことが特徴である。
新型コロナウイルスの流行期に「宅経済（巣ごもり消費）」が盛んになり、消費のオンラインシフトを加速させた。
ライブコマースはその典型例の一つとして、EC 業界競争の主戦場になりつつある。コロナで打撃を受けた実
店舗の収益を補う手段として活用され、ライブコマースの利用者数と取引額は急速に成長し、業界は全盛期
を迎えている。

Ⅰ．中国のライブコマース市場の現状
発展背景と促進要因
ネットユーザー数の伸び鈍化および市場競争の激化により、EC プラットフォームの顧客獲得コストが上昇しつ
つあり、各企業は購買転化率（コンバージョン率）の向上、「下沈市場」（3 級以下の地方中小都市と農村地
区）の進出を通じて、既存市場の争奪や新規市場の開拓に取り組んでいる。ライブ配信は最初に、団体購入
やショート動画と似たように、購買転化率向上の手段の一つとされていたが、効果が上がったため、EC 企業
のほか、ショート動画アプリの「抖音（TikTok）」、「快手（Kuaishou）」などコンテンツプラットフォームも参入し
てきた。TikTok、快手のターゲットユーザーは EC 企業の主力消費者層と概ね重なるうえ、EC プラットフォー
ムにリンクすることで、サプライチェーンにおけるコンテンツプラットフォームの不足を補った。加えて、「拼多多
（Pinduoduo）」に代表されるソーシャル EC の急成長は顧客獲得コストを大きく引き下げたことから、コンテン
ツ型とソーシャル型 EC の特徴を兼ねたライブコマースは新規ユーザーの増加と売上促進に貢献した(図表
１)。
2016 年はライブコマース元年と言われており、同年 3 月、淘宝（タオバオ）が運営するライブ配信プラットフォ
ーム「淘宝直播（タオバオライブ）」がスタートした。それから 2017～2018 年、各プラットフォームでのライブ配
信が次々と現れ始め、数々の EC 企業はライブコマースに参入していた。2019 年、ライブコマース業界は急速
な成長を遂げ、数多くの若者が利用し始めた（図表 1）。さらに今年は新型コロナウイルスが契機となり、外出
自粛で実店舗の客流と売上が激減し、オンラインのエンターテイメントが盛んになり、さらなる成長を遂げてい
る。
【図表1】ネット各社のライブコマース事業展開
ECプラットフォーム

ソーシャル・コンテンツプラットフォーム

2016

3月、淘宝直播は試行運営、5月、プラットフォームが稼働 1月、快手がライブ配信機能を導入
9月、京東はライブ配信サービスを展開
3月、蘑菇街がライブ配信サービスを開始

2017

7月、蘇寧アプリがライブ配信機能を導入

11月、抖音がライブ配信機能を導入

2018

3月、アマゾンがライブ配信サービスを試行
8月、京東はファッション達人の支援計画でライブコマー
スを展開

3月、抖音が淘宝と提携してライブコマースに参入
6月、快手が淘宝と提携してライブコマースに参入

2月、淘宝直播アプリがリリース
8月に網易考拉、11月に拼多多、小紅書はライブコマー
スに参入
（出所）公開資料を基に当行中国調査室作成
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MUFG Bank (China)
A member of MUFG, a global financial group

2

4月、微信がミニプログラムでライブコマースを展開
4月、抖音が京東、網易考拉、唯品会にリンク
6-8月、快手が拼多多、京東、蘇寧にリンク
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従来型 EC では、消費者は推薦する商品を見てから検索し、詳細や口コミを見たうえで購入する。一方、SNS
が高度に発達した今、インフルエンサーや友人から「種まき」され、購買意欲の「花を咲かせ」、ターゲット商品
を購入する傾向が強まっている。ネット時代の大量の情報量、利用時間の断片化により、インフルエンサーの
推薦を受けたライブコマースの視聴者は、計画外の買い物をしてしまっていることや、短期間で意思決定をす
る傾向がある。ショート動画プラットフォームにとって、単なるエンターテイメントのニーズが伸び悩んでいること
から、視聴者を購入客に転化することでトラフィック（データ量）のビジネス化につながっている。
市場規模の急拡大
新型肺炎の防疫対応により、オンライン教育、ライブコマース、バーチャル旅行など、ライブ配信は発展の好
機を迎えた。中国インターネット情報センター（CNNIC）が発表した統計によると、2020 年 3 月時点のライブ配
信の利用者は 5 億 5,982 万人と、ネット利用者の 62.0％を占めており、ゲーム、リアリティ番組、スポーツ、通販、
コンサートなど多岐にわたる（図表 2）。そのうち、ライブコマースの利用者は 2 億 6,500 万人と、ネット利用者全
体の 29.3％、ネット通販利用者の 37.2％、ライブ配信利用者の 47.3％を占めている。
iResearch の調査によれば、2019 年のライブコマースの取引額は前年比 200.4％増の 4,512.9 億元と、ネット
通販全体の 4.5％を占めている。コンテンツプラットフォームと EC 取引の融合の深化に伴い、今後 2 年間も高
成長を維持し、2022 年までライブコマースのネット通販に占める割合は 20.3％に拡大する見込みである（図表
3）。また、2020 年 1～5 月、ライブコマース関連投資案件は 13 億件、投資金額は 11.5 億元に増加した。投資
案件を事業別にみると、サービス業者（マーケティング、ソフトウェア、ワンストップなどを含む）は 34.3％、動画
配信者のコンテンツ制作などをサポートする MCN（Multi-Channel Network）機構は 30.8％、EC プラットフ
ォームは 25.6％を占めている。
【図表2】ライブ配信の利用者数と利用率
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MCN 機構は、芸能人事務所のような存在で、インフルエンサーのマネージメントからマーケティングや商品
販売を行う。クライアント企業は MCN 機構を通じて、適した KOL（Key Opinion Leader）に商品を宣伝して
もらい、またインフルエンサーも商品を消費者に紹介することができる。2019 年の MCN 機構数は 1,000 社以
上となり、そのうち、トップ KOL の「薇婭（viya）」が所属する「謙尋文化」、「李佳琦（Austin）」が所属する「美
腕」は代表的である。
今年の「618」にライブコマースが追い風
EC 業界の上半期最大級のセールイベントで、6 月 1 日から 18 日まで開催される毎年恒例の「618」ネット商戦
は今年も好調裏に終了し、全体の売上高は前年比 43.8％増と高い伸びを示している。今年の特徴として、ラ
イブコマースが新たな成長チャネルとなり、各プラットフォームを盛り上げ、売上増加に大きく寄与した。第三
者モニタリング会社 O’Ratings によると、6 月 1 日～18 日に行われたライブコマースの総売上高は 242.2 億元、
延べ視聴者数は 104.7 億人（回）に上り、最終日の 18 日はそれぞれ 35.3 億元、4.1 億人（回）となった。
淘宝のデータサービス・プラットフォーム「淘榜単」が発表したレポートによると、セール開始初日の 6 月 1 日、
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淘宝ライブの売上は 51 億元を超え、6 月 18 日時点、15 の「直播間（スタジオ）」の売上は 1 億元を突破し、
「618」期間中、ライブ配信を行った店舗数は前年比 160％増えた。カテゴリー別にみると、売上伸び率のトッ
プ 3 は大型家電、スポーツ・アウトドア、3C・デジタル製品で、浸透率（通販全体売上に占める割合）のトップ 3
は化粧品、医美（美容整形）、大型家電となっている。ブランド別にみると、T モールの売上トップ 10 のうち、華
為（ファーウェイ）、小米（シャオミ）、海尓（ハイアール）といった中国製ブランドが大半を占めている（図表 4）。

【図表4】淘宝ライブの店舗別、カテゴリー別売上高トップ 10（6.1-6.18）
順位
Tモール店舗
アパレル
1
蘇寧易購
百麗
2
華為
愛朴
3
栄耀
Veromoda
4
小米
伊芙麗
5
海尓
ONLY
6
格力
雲妃秀
7
美的
ユニクロ
8
エスティローダー
贅姿
9
ランコム
太平鳥
10
ロレアル
Ubras
（出所）淘榜単

化粧品
デジタル家電
食品
エスティローダー
蘇寧易購
小仙炖
ランコム
華為
燕之屋
ロレアル
栄耀
五芳斎
SK-II
小米
大希地
Whoo
海尓
良品舗子
Olay
格力
三只松鼠
資生堂
美的
姿美堂
LAMER
iQOO
認養一頭牛
HR
小天鵝
壹玖壹玖
ゲラン
美的エアコン
百草味

Ⅱ．代表プレーヤー
企業実績
現在、中国のライブコマースのプラットフォームは、EC 首位のアリババや京東に代表されるネット通販系と、抖
音（TikTok）や快手（Kuaishou）に代表されるショート動画系の 2 種類がある。ライブコマースプラットフォーム
は 20～30 あり、中でも勢力を伸ばしているのが、淘宝直播（タオバオライブ）、快手、TikTok の 3 つである（図
表 5）。ネット通販系は品揃えや物流管理に強い半面、魅力的なコンテンツ作りはあまり得意ではない。一方、
ショート動画系は創造的なコンテンツで膨大なトラフィックを生み出す力を持つが、商品の在庫管理や品質保
証、物流効率化などが問題点として挙げられる。したがって、淘宝と TikTok、京東と快手はそれぞれ戦略提
携に合意し、コンテンツやサプライチェーンで協力関係を築いている。
【図表5】ライブコマースプラットフォーム各社の比較
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（出所）公開資料を基に当行中国調査室作成
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ライブコマースの草分けの淘宝ライブはスタートから 4 年を経て、今やユーザーのトラフィックを集める有力ル
ートの一つに成長している。2018 年、淘宝ライブの売上高は 1,000 億元に達し、伸び率は前年比 400％増と
なり、購買転化率（商品購入を達成したユーザーの割合）は 65％を超えた。2019 年の売上高は 2,500 億元、
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伸び率は 3 年連続で 150％を維持し、最も好調な EC モデルとなっている。11 月 11 日に開催される大型販
促イベント「双 11」だけで、淘宝ライブの売上高は 200 億元を記録し、全体（2,684 億元）の 7.5％を占め、高い
影響力を示した。2019 年、淘宝ライブの 1 日の視聴者数は前年比 150％増、ライブ動画配信の登録をした店
舗数も同 100％増となった。また、毎日視聴できるライブコンテンツは 35 万時間となり、7 万回の年越し番組
「春節聯歓晩会（春晩）」の放送時間に相当する。ライブ中継を行う売り場もスタジオから工場、農場、店頭、
街頭、市場などの実店舗や原産地へ拡大している。
商品品目と利用者像
2019 年、淘宝ライブで 1 日に放送される商品点数は前年比 190％増え、ほぼ全ての業種をカバーし、中でも
女性服、化粧品、ベビーマタニティ、食品は最も人気がある。カテゴリー別にみると、過去 2 年間、女性服、宝
飾品、化粧品の伸び率と浸透率が最も高かった。なお、自動車、住宅といった客単価が高く、オンライン浸透
率が低い業界はライブ配信を試みているほか、ゲーム、大型家電、スポーツ・アウトドア、家具・内装といった
業界もライブ配信を主要販売ルートの一つとしており、販売商品が多様化している（図表 6）。

【図表6】ライブコマースの品目別比較
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（注）ライブコマース浸透率は放送回数と視聴者の全体に占める割合の平均値
（出所）iResearchデータを基に当行中国調査室作成

新型コロナ感染の影響を受け、2020 年 2 月、淘宝ライブで新規登録をした店舗数は前月比 719％増、受注件
数は昨年同期の 2 倍となった。また、ライブ配信人材に対するニーズは前年同月比 132％の増加となり、ライ
ブ配信業界の平均月収は 9,845 元に上った。
淘宝ライブの配信者をみると、2019 年 12 月時点、ライバー（ライブ配信者）の 1 割は杭州に集中し、以下は広
州、連雲港、宿遷、上海、北京、深セン、成都、蘇州、金華、温州、武漢が続いた。8 割のライバーは 20～40
歳で、女性は 6 割を占めた。視聴者をみると、6 割が女性で、1 級・2 級・3 級都市のほか、5 級・6 級の地方中
小都市の割合も高い。都市別では、上海、北京、広州、深セン、重慶はトップ 5 となっている。年齢層では 20
～30 歳、30～40 歳、40～50 歳がトップ 3 を占める。
配信者の顔ぶれ
ライブコマースの形態は、「インフルエンサー型」、「EC 店舗中心型」の 2 種類に分けられる。インフルエンサ
ー型は、KOL と呼ばれるインフルエンサーがブランドや店舗を限定せず、何でも紹介する。EC 店舗中心型
は、メーカーがそれぞれ店舗を持って、インフルエンサーや芸能人に商品を紹介してもらうスタイルである。イ
ンフルエンサー型と違って、後発であるが参入ハードルが低いため、主流になっている。淘宝ライブの配信者
には、店舗実演者（オーナーや店員）が 9 割、インフルエンサーや芸能人が 1 割を占めているが、一方で、取
引額は人気 KOL に大きく依存する。2019 年「双 11」期間中、トップ KOL の薇婭と李佳琦は 40 億元を売り上
げ、淘宝ライブの売上高の 2 割を占めたが、その他 KOL と店舗実演者は 8 割を占めている。
トップクラスの KOL には薇婭、李佳琦のほか、快手プラットフォームで生まれた素人出身の「辛巴（辛有志）」
も高い売上を達成した。それに比べると、TikTok にはトップクラスに入る KOL が 1 人もいない状況だ。また、
従来はインフルエンサーが商品を紹介するケースが多かったが、新型コロナでライブコマースの時代に突入
して以降、電気大手・格力電器の董明珠董事長、スマホメーカー「錘子科技」創業者の羅永浩といった企業
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経営者、地方政府幹部、CCTV のアナウンサー、芸能人も次々と生中継に登場し、大きな話題を呼んだ。
淘宝ライブの看板インフルエンサー、ライブコマースの女王である薇婭（viya）は 2003 年、北京動物園近くに
ある卸市場で 1 号店を開き、その後、西安に移り、十数店舗を開いた。数年後、EC が成長し始めたことを受け、
全ての実店舗を閉店してネットで出店する決意をし、実店舗オーナーから天猫でのオーナーへと変わった。
さらに 2016 年 5 月、ライバーとしてデビューし、最初販売していたのは自分の店の服や服飾品で、5,000 人前
後のアクセスに過ぎなかった。4 カ月後、売上は 1 億元を突破。2017 年、杭州でサプライチェーンを手掛ける
会社の「謙与」、MCN 機構の「謙尋」を設立した。2019 年 6 月に行われた「618」商戦では取引額は 5 億元に
達し、小規模な EC プラットフォームの年間 GMV（流通総額）に相当する販売記録を樹立した。現在、彼女の
ライブ配信ページでは服飾のほかに、化粧品、食品・飲料、家電、日用品、出版物など何でも揃い、性別や
年齢を問わず幅広い層にも支持されている。今年 4 月 1 日、薇婭は商業宇宙開発企業と連携し、ライブ配信
で史上初の小型ロケットの発射券を販売したことで再度話題を集めた。車も住宅もライブ配信で売れるし、あ
らゆる物がライブコマースで取り扱いが可能と言える。
淘宝ライブで活躍するもう 1 人のカリスマインフルエンサー、通称「口紅一哥（口紅アニキ）」の李佳琦
（Austin）は、2015 年大学を卒業後、ロレアル化粧品の美容顧問（BA）をしていた経歴があった。2016 年末、
ロレアルが淘宝ライブを行うに当たり、詳しい商品説明ができる進行役として抜擢され、それを機に専業ライバ
ーになった。メイクやスキンケアの知識と経験、トークの面白さと分かりやすさ、男性ながら自身をモデルにし
て口紅を塗って見せる様子が評判になった。美容系 KOL として彼のライブコンテンツは TikTok などショート
動画アプリで再投稿され、さらに拡散されて絶大な人気を博した。「OMG（Oh My God）!」、「Amazing!」、
「これを買おう」の発言が魔法の言葉のように購買欲を煽り、ライブコマースを活性化させた。2018 年「双 11」、
アリババ社長の馬雲（ジャックマー）と口紅の販売対決を行い、李佳琦は配信中に 32 万本を販売し、6,700 万
元の売上を達成し、美容系 KOL の存在を確実に確立させた。なお、「完美日記」、「花西子」といった「国貨
（中国製）」コスメブランドと提携してプロモーションを行い、知名度向上と販売増加に大きく貢献した。彼は
1992 年生まれで現在も 20 代という若さで、販売員からトップ KOL となり、成功を夢見る若い世代の憧れであ
る。

【図表 7】トップインフルエンサー、薇婭（viya）と李佳琦（Austin）
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2019 年通年で、薇婭と李佳琦はそれぞれ 308 回、238 回のライブ配信を行い、1 回 4～5 時間に及ぶ放送で
平均 40 点、23 点のアイテムを販売した。同年の売上はそれぞれ 70 億元、50 億元を記録し、淘宝ライブ全体
の約 5％を占めており、1 級都市中心部のショッピングモールの年間売上に匹敵する。2019 年「双 11」当日の
視聴者数はそれぞれ延べ 4,310 万人、3,682 万人。現時点、淘宝ライブでの薇婭のフォロワーが 2,888 万人、
李佳琦のフォロワーが 2,856 万人となっている。トップクラスのライバーのフォロワー数、視聴者数、売上は圧
倒的に多く、商品価格、コミッションに対する交渉力が強い。一方、中小ライバーはフォロワー数もそれほど多
くなく、価格交渉力が弱いため、ライブコマースで必ずしも収益を上げられるとは限らない。ライブコマース業
界も「80：20 の法則」に適用し、20％未満のライバーが業界利益の 80％を稼ぎ出していることから、薇婭と李
佳琦などのトップライバーは業界利益をほぼ独占しているのが現状である。

Ⅲ．課題と展望
中国でライブコマースは急速に発展した背景には、消費者の間でコストパフォーマンスに優れた商品や個性
的なブランドを求める傾向が強まっていることや、ライブ配信の技術やノウハウが成熟し、ライブコマースを通
じて販売される商品の幅が広がっていることに加えて、新型コロナ発生後、企業の在庫処分による資金回収
需要に応え、抑えられていた消費意欲を刺激したことなどが考えられる。
ライブコマースという販売チャネルでは、大量のフォロワーによる集客効果でマーケティングコストが引き下げ
られ、ライバーはファンが一番安い価格で買えるようにメーカーと交渉し、中間業者を経由せず、製品を直接
消費者に売り込んだ。また、配信者と視聴者のコミュニケーションを通じて消費者のフィードバックを得てから、
それを商品の研究開発やデザインの見直しに活用し、産業チェーンの統合と効率化にも取り組んでいる。
トップライバーは売上量を伸ばすため価格を引き下げ、専用の「全網最安値」を宣言する。企業はライバーに
非常に高い手数料を支払うことから、多くの企業にとってライブコマースはお金を稼ぐことが目的というより、ブ
ランド認知度とリピード率の向上に最高の宣伝手段を獲得したといえる。ただし、ライブコマースの本質は価
格競争で、これによる価格破壊や既存販売網への影響も懸念されており、その持続性について論争され、過
度に用いてはならないと警告する声もある。割引が常態化してしまうと、元の価格では販売できなくなり、品質
で勝負する企業には、ライブコマースのような販売量重視の手法は適さないと思われる。
中国消費者協会が 6 月 29 日に発表した消費者モニタリングの分析リポートによると、ライブコマースに関する
批判について、①販売者が営業免許などの情報開示義務を果たしていない、②商品を紹介する配信者の広
告法に反する大げさな表現、③劣悪な商品や偽物を販売する、④配信のフォロワー数や商品販売数の水増
し、⑤アフターサービスが保証されないなどの点を挙げた。ライブコマースの問題点について同協会は、新業
態という立場への甘えもあるほか、プラットフォームの責任意識と品質意識が欠けていると指摘した。共通の業
界ルールを制定し、役割分担を明確化することにより、業界を規制し、全体の効率と品質を高めることが求め
られる。
新型コロナの流行はライブコマースの国民的ブームの到来を加速させ、多くの企業が参入を試みるようになっ
ている。操業再開の推進やオフライン経済の回復に伴い、ライブコマースの熱狂も徐々に冷静を取り戻し、企
業はビジネスの本質に立ち返り、販売ルートの調整を行うことになる。一方、ライブコマースは一般的な販促
手法として定着し、企業の新たな切口として購買力一段とを引き出すことが予想される。5G の応用推進に伴う
技術革新やマーケティング手法の変革により、中国のライブコマース市場は今後も拡大し、新業態と従来型
企業の連携が加速していくと見込まれる。

MUFG バンク（中国） リサーチ＆アドバイザリー部
中国調査室 孫元捷
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人事労務コンサルティング情報/中智上海
従業員に対する損害賠償請求に関する Q&A～
労働関係において、使用者が従業員に損害を与えた場合に賠償責任を負うのと同様に、従業員も使用者に
対して損害を与えた場合、使用者に対して損害賠償責任を負うことになります。今回は、従業員が会社に対
して損害を与えた場合に、会社から従業員に対する損害賠償請求に関する会員企業からの質問をご紹介し
ます。

Ⅰ．従業員の離職後、職務上の地位を利用して会社に損害を与えたことを発見した場合でも、
当該元従業員に対し損害賠償を請求できますか？
従業員が在職期間中に、職務上の地位を利用して会社の規則制度に違反する行為を行い、会社に損害をも
たらした場合、会社が当該従業員の行為が会社に損害を及ぼした事実を証明できるかぎりにおいて、相応の
損害賠償責任を負うことを請求できます。

Ⅱ．従業員が無断退職したため、会社は臨時に替わりの人材を採用せざるを得なくなりまし
た。この場合、替わりの人材に支払った賃金を会社の損失に算入し、当該従業員に対し
て賠償請求できますか？
『中華人民共和国労働法』第九十条には、「労働者が本規定に違反し、又は労働契約に約定する秘密保持
或いは競業制限に違反して労働契約を解除し、使用者に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければなら
ない。」と規定しています。
本条によると、労働者が損害賠償責任を負うには三つの要件が含まれます。第一に、法律の規定に違反して
労働契約を解除したこと。第二に、労働者の違法又は違約行為が使用者に損害を与えた事実。第三に、損
害の事実と違法行為の間に因果関係があること、つまり労働者が本法の規定に違反して労働契約を解除した
行為と使用者の損害の間に因果関係があること。これら三つの要件すべてを満たしている必要があります。
また『労働契約法』第三十七条には、「労働者は 30 日前までに書面形式で使用者に通知して、労働契約を解
除することができる。」と規定しています。労働者が法に基づき強制的に契約を解除できる場合を除き、通常
の状況で労働者が労働契約を解除するには、30 日前までに書面形式で使用者に通知（試用期間中は 3 日
前）しなければ、違法解除となります。
したがって、会社は労働者の無断退職により、臨時に替わりの人材を採用せざるを得なくなったことを証明し
さえすれば、実際に支払った代替人員の賃金を実際の損失に計上して、労働者に対し賠償を請求すること
ができます。

Ⅲ．従業員が損害を賠償している途中で離職した場合、一括賠償を請求できますか？
会社が従業員の給与から一定割合を控除している期間中に、当該従業員が離職した場合、会社は引き続き
控除できなくなります。この様な場合、会社は当該従業員に対して一括賠償を請求する事ができます。したが
って、従業員が退職した場合、会社は客観的に給与から相応の金額を控除して損失補てんできなくなってい
るといえ、会社は一括賠償を請求する事ができます。

Ⅳ．全国の政策速達
北京《新型肺炎流行の影響に対する大卒生の就職促進業務に関する若干措置》
2020 年 7 月 2 日、 北京市人力資源社会保障局、北京市教育委員会、北京市財政局は『新型肺炎流行の影
MUFG Bank (China)
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響に対する大卒生の就業促進業務に関する若干措置』を公布した。
『通知』では企業が卒業年度内に当市の大学卒業生を採用する場合、最長で 3 年を超えない期間の社会保
険料を補助することを明確にした。2020 年が卒業年度となる本市の大学卒業生を採用した中小マイクロ企業
に対し、最長 6 か月を超えない期間の職業訓練助成金を支給する。

上海《「本市の労働者が労働契約履行中に病を患い又は労災によらない負傷の医療期間基準の
規定」の有効期間延長に関する通知》
2020 年 6 月 22 日、上海市人民政府は、2015 年 8 月に市政府が改訂した「本市の労働者が労働契約履行中
に病を患い又は労災によらない負傷の医療期間基準の規定」の有効期間延長に関する通知（沪府 発
[2015]40 号）を 2025 年 6 月 30 日まで継続実施することを明確にした。

天津《天津市公益性職位開発管理暫定規則》
2020 年 6 月 4 日、天津市人社局、天津市財政局は『天津市公益性職位開発管理暫定規則』を公布した。『規
則』中の公益職位とは、雇用単位が開発し、人的資源社会保障部門の認定を受けた、就業困難者を配置す
る非営利性の社会管理及び公共サービス職を指す。『規則』では、公益性の職位について、契約期間が原則
として少なくとも 3 年以上あり、全日制雇用形態を実施するものであると明確にした。『規則』は 2020 年 6 月 5
日から施行し、期限は 2023 年 6 月 4 日までとする。

中智上海経済技術合作有限公司

中智日本企業倶楽部・智櫻会

グローバルにリードする人的資源総合サービスサプライヤーである中智は 1987 年、中央政府管理下の
国有重点骨幹企業として設立されました。中智では現在、世界 500 強企業 239 社傘下の 1057 社や中
国 500 強企業 148 社傘下の 611 社を含む全世界の企業 9.22 万社の企業やそこで勤めている 226 万
人以上の中堅、上級技術者や管理者及び従業員へ人的資源の専門的サービスを提供しています。日
系企業向けのサービスには中智日企倶楽部・智櫻会・中智日本サービスセンター・ＨＲ法務センターが
あり、人事労務法務最新情報発信及びコンサル、人事アウトソーシング、日系企業の交流会等を提供し
ています。
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三菱 UFJ 銀行の中国調査レポート（2020 年 7 月）


MUFG BK CHINA WEEKLY

2020/7/15

1-6 月の貨物列車『中欧班列』の運行本数

https://www.bk.mufg.jp/report/inschiweek/420071501.pdf
国際業務部


MUFG BK 中国月報 第 173 号（2020 年 7 月）
国家安全法と香港～現状把握と今後
https://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/120070101.pdf
国際業務部



ニュースフォーカス No.9
米国「香港自治法」成立
https://rmb.bk.mufg.jp/files/topics/1215_ext_02_0.pdf
アジア法人営業統括部 アドバイザリー室
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本報告書は、アナリスト自身の見解に基づいているため、当行の公式な見解を示すものではありません。本報告書に含まれる全ての見解(あらゆる声
明及び予測を含む)は、通知なしに変更される可能性があり、その正確性は保証いたしかねます。本報告書は、不完全又は要約の場合もあり、本報
告書に言及される組織に関する重要な情報を全て網羅していない可能性もあります。当行（含む本店、支店）及び関連会社のいずれも、本報告書を
更新する義務を負いません。
過去の実績は将来の業績を保証するものではありません。本報告書において言及されるいかなる商品の業績予測も、必ずしも将来実現する又は実
現しうる業績を示すものではありません。
当行及び/又はその取締役、役員並びに従業員は、当該取引への関与に当たり、随時、本報告書に言及された関連証券又は関連金融商品におい
て、利益を有すること及び/又は引受を承諾すること、及び/又は当該証券若しくは関連金融商品を保留若しくは保有することがあります。さらに、当
行は、本報告書に言及されたいずれかの会社と関係を有する（例えば関連会社、戦略パートナー等）こと、若しくは有していたこと、又はコーポレート・
ファイナンス若しくはその他のサービスを提供すること、若しくは提供していたことの可能性があります。
本報告書に含まれる情報は当行が信頼しうると判断した情報源から入手したものでありますが、当行は、その適切性、適時性、適合性、完全性又は
正確性について、いかなる表明又は保証をするものではなく、一切の責任又は義務も負いません。したがって、本報告書に記載されている評価、意
見、見積り、予測、格付け若しくはリスク評価は、当行による表明及び/又は保証に依拠するものではありません。当行（含む本店、支店）及び関連会
社並びに情報提供者は、本報告書の全部又は一部の使用に起因するいかなる直接的、間接的及び/又は結果的な損失若しくは損害について、い
かなる責任も負いません。
当行は、本報告書の著作権を保有しており、当行の書面による同意なしに本報告書の一部又は全部を複製又は再配布することは禁止されていま
す。当行（含む本店、支店）又は関連会社は、当該複製又は再配布によって生じる、いかなる第三者に対する責任も一切負いません。

MUFG バンク（中国）有限公司 リサーチ＆アドバイザリー部 中国調査室
北京市朝陽区東三環北路 5 号北京発展大厦 4 階 照会先：石洪 TEL 010-6590-8888ext. 214

MUFG Bank (China)
A member of MUFG, a global financial group
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