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サービス貿易とは
　サービス貿易とは経済学用語の一つ。 これは従来
より行われている財の取引という形式の貿易とは異
なる形式の貿易である。 これは自国の運輸や通信や
保険や金融などといったサービスを他の国が利用す
るという形で提供しているということである。 
　財の貿易が行われる場合と関連して、サービス貿易
が行われている。
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サービス貿易創新発展モデルシティとは

　2016年４月、威海市は中国中央政府にサービス貿易 (付属資料参
照 )創新発展モデルシティとして認められ、さらに天津、上海、海南、
深圳、杭州、武漢、広州、成都、蘇州、ハルピン、江北、両江、貴安、西
センの10都市及び地域が同時に認定されました。

中国中央政府は、すでに上記モデルシティ及び地域に管理体制、税
金優遇、金融政策支援、資金支援、審査簡略化の５つの面で全面支援
する方針を決めています。
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具体的な支援策

中国国家中央財政は、貿易サービス及びアウトソーシング・プロジェク
トに対して資金支援します。また、国内で必要としている研究開発、省
エネルギーエコ関連の技術輸入に対して融資利息の支援をします。

認定された先端サービス事業、また、アウトソーシング事業を行う海外
企業に対して法人所得税は15％の優遇税率を実施します。また、社員
教育費用は給料総額８％まで非課税対象として認め、８％を超えた場合
は翌年度持ち越しが可能となります。

サービス貿易、またはEコマースにおいて人民元決済を推奨し、金融機
関がサービス貿易に対する新たな金融サービスを支援します。

サービス貿易創新発展基金を設立し、海外進出に対して高いポテンシャ
ルを有する中小企業に対して金融支援を提供します。

先進技術に関連するアウトソーシング事業を行う企業及び先進サービ
ス貿易企業に対して、保税監査モデルに適用します。
また、威海市は更に具体的な促進政策を立案しています。
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以上が、政策面で威海市のサービス貿易産業を発展させるためのス
ケールメリットです。

次項では、威海市について今後のビジネス戦略の有用性について記
載しています。

IT産業を切り口として「東方知恵バレー」を設立し、IT産業を推進す
るプロジェクトを展開する予定です。「東方知恵バレー」とは、アウト
ソーシング、ソフト開発、情報処理、通信情報サービス関連するITO業
務、BPO業務を基盤産業はじめ、映像処理、アニメ産業、ネットワーク
構築など関連産業を集約できるITパークです。

威海市が独自の
２つの基金を設立

その1｜威海市サービス貿易発展専用資金
専用資金の用途：アウトソーシング基地の建設、プロジェクトの誘
致、パテント及び先進技術の購入、サービス貿易コンテンツの作成、
人材育成、国際的な認証取得、海外マーケットの開拓、技術開発、新
たの金融サービスの促進など。

その2｜威海市サービス貿易発展専用ファンド設立
社会資本を取り入れ、サービス貿易発展専用ファンドを設立、関連プ
ロジェクトに小額融資会社、融資性担保会社、民間資本運営管理会
社を支援し、サービス貿易会社に金融サポートをします。
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ハルピン市

威海市

ハルピン市

威海からハルピンまで約 1,000km圏内

威海市

威海市は山東半島最東部に位置し、日本、韓国と隣接して東北アジア経済圏と環渤海経済
圏の中心で、山東半島ブルーテック経済区の中心都市の一つです。

威海市紹介
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｜概況
威海の面積は5,797 km²となり、千葉県よりやや面積は大きく（千葉県面積5,156 

km²）、人口は280万人と、大阪とほぼ同じです。2つの行政区、2つの市、2つの国家
レベル経済開発区と1つのハイテク産業開発区で構成されています。

1,000km以上の海岸線を有し、漁業の町、また観光の町として中国国内で知られ
ています。

近年威海市は、著しく経済成長し続け、総合経済力で中国50位に入り、中国の40
の投資環境優れた都市として評価されています。さらに、国際連合人間居住計画に
よって、居住しやすい都市として認定されました。中国国内でも「國家衛生都市」「全
國文明都市」などの称号を獲得した、強い総合力と大いなる発展の見通しをもつ近代
都市です。
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利便性に優れた威海市
新しく作られた靑栄高鉄と桃威鉄道は、威海鉄道輸送の基礎を構成してきました。

さらに、建設中の山東省「四縦四横」鉄道網は、全国の鉄道輸送網に発展する見込み
です。中国と韓国の間の海路と航空路線が最も密集する都市であり、海路5本毎週
30便と航空経由便が毎週28便あり、日本へのアクセスも非常に利便性が良い立地で
す。国内線は、北京、上海、天津、重慶、広州、深圳、杭州、ハルビン、西安、大連、長春、
合肥、南京、満洲里などのほかに、台灣省までも直航便が運行しています。

威海市の自然環境
威海は、中国でも空気と海水が非常に澄んだ地区の1つです。自然風光は麗しく、

気候環境も心地良いうえに年間のPM2.5の平均値は35μ m3以下という環境基準値
をクリアしています。市街区の空気品質優良率は山東省で七年連続一位を取ってき
ました。市街地の緑化被覆率も47.2%に達して、「海は都市の中に、都市は山の中に、
ビルは林の中に、人は緑の中に」という独特な景観を擁しています。

優れた環境のうえ、自然災害が極めて少ない都市として中国国内で知られていま
す。最近20年、震度４レベル以下の地震が２回発生したことを除けば、津波、台風、
洪水、竜巻など大型の自然災害が一度も起きていません。冬の大雪被害はありまし
たが、交通麻痺レベルの災害までには至りませんでした。

…威海市紹介
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威海市の治安
　治安レベルも高く安全な都市としても認識されています。市内の照明と防
犯カメラは数多く設置され、死角の少ない防犯対策が施されています。年間
での犯罪発生件数は4,000件と極めて少なく、在住人口の約５％で、日本の
佐渡市と同じ比率です。佐渡市は、日本の1924の自治体の中で469番目に
犯罪率が低い町で、それと比較して人口の多い町の威海市は安心・安全であ
ることが明確です。

生活しやすい都市
2016年現在、威海市の最低給料基準は1,600元 /月、全市の全体給料と消費

レベルは他の地方都市より低く、IT業界普通従業員の給料標準は3,000元 /月、
中間管理職員は6,000元 /月です。2015年の分譲住宅平均価格は6,200元 /
m2、上げ幅は5年間で約30%だけで、週辺の沿岸都市より大幅に低く、住宅価
格の動きも穏やかです。さらに、威海市では高級オフィスビルの賃料も低く、
経済区中心部に位置する楽天・智恵センターの賃料は2元 /m2/日、管理費（3
階以下）3.5元 /m2/月（3階以上）1.7元 /m2/月、電気料金0.79元 /kw、水道料
金3.7元 /m3となります。収入と生活コストのバランスがとれた町です。
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この表で掲載したデータの通り、威海は消費が活溌で土地、人件費が安く、環境面
でも優れた都市であり、最適な投資環境である都市であることが数字にも顕著に反
映されています。

…威海市紹介

指数比較表
下記の表はサービス貿易創新発展モデルシティと認定された10都市の消費生活

環境の比較表を参考にするためのものです。

サービス貿易創新発展モデルシティ 10都市指数比較表

都市 2015年都市平均消費
支出額（元）

2015年企業従業員
平均月収支額（元）

2015年不動産返金単価
（元／平方米）

2015年PM2.5平均値
（mg/m3）

1 天津 26230 5308 11845 70

2 上海 36946 7546 32109 51

3 海南 18448 4215 8881 20

4 深川 32359 6395 34472 33

5 杭州 33813 6851 15876 79

6 武漢 36436 5518 8812 82

7 広州 35752 5928 15064 38

8 成都 19742 6167 7125 57

9 蘇州 31136 6288 13169 58

10 威海 23525 4039 6278 38



10 11

候補地は、威海空港まで33キロ、威海新港まで3キロ、高速鉄道の駅まで2.8キロ、
バスターミナルまで2.5キロとなっています。威海市のなかで最も交通の便が良い
場所です。

威海経済技術開発地区

東方知恵バレー建設予定地
　今回、東方知恵バレー候補地とする威海経済技術開発区は威海市の中心部であり、
1992年10月、中国国務院により国家レベルの開発区になり、総面積が277万 m2、
市街地の面積が39.3万 m2です。20年以上の開発建設を経て、すでに威海の交通、
商業、貿易、金融、物流の中枢として発展してきました。
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周辺環境 2
徒歩15分圏内に斉魯ショッピングモール、パレスホテル、病院など、

施設を完備しています。
周辺500メートルの範囲に、華発九龍湾、当代伝奇、龍匯府邸、龍躍

国際など多くの高級団地があり、従業員が十分満足できる生活環境が
揃っています。

…威海市紹介

周辺環境 1
候補地の西に九竜城レジャー施設が隣接しています。ここに国際的なブランド

ショップ、ショッピングモール、高級スーパー、レジャーランド、託児施設、映画館、
レストラン、ゲームセンター、カラオケ、喫茶店など、さまざまな充実した施設があり
ます。
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威海市バス運行路
候補地周辺は、５つの路線バスが走っています。一番近いバス停までは50m、
交通の利便性は威海でもトップクラスです。
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また、日本企業に相応しい人材を育成するために、威海市政府は日本の職業教育
専門会社株式会社 IECと協議し、株式会社 IECが威海市現地法人を立ち上げること
に合意しました。

これにより、今後は、株式会社 IECの指導により威海市の各大学、短期大学、専門
学校は、日本企業で活躍できる人材を育成するプロジェクトを進めていきます。こ
のプロジェクトは、山東省のみならず、全国的にも初めての新しい試みとなります。

技術者の人材育成について
威海市には、山東大学威海キャンパス、ハルビン工業大学威海キャンパス、北京交

通大学の威海キャンパスなど7校の大学と威海職業技術学院、山東省外事翻訳学院、
威海外国語学院など24校の専門学校があります。各学校はIT、日本語科を開設して、
年間3,000人以上の専門技術を有する人材を育成しています。

威海市は、日本への研修生派遣人数で山東省の１位をキープしております。毎年、
平均６千人を日本に派遣しています。研修生は、日本語が堪能なうえに、日本企業
に２〜３年勤めた経験があり、さらに専門教育を受ければ即戦力のある社員になる
のは間違いありません。威海市は研修生の経験を持つ人数は２万人を超えています。
このような規模の人材予備軍は、日系企業誘致の大きなメリットになります。

技術者の人材育成について
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威海市企業誘致の特徴

イオンショッピングセンター

株式会社ブルポ

ソフトバンク株式会社

日本ハム株式会社

レック株式会社

三菱電機

テーブルマーク株式会社

日本たばこ産業株式会社

日本企業の威海市への進出
威海市政府は日本企業誘致に長年をかけて力を入れております。
威海市に進出している日本企業は、現在145社で、三菱電機、

JUSCO、JT、伊藤忠、HOYAなど世界500強の企業が進出しています。
投資分野は主に電化製品、機械製造、食品加工、アパレル関係、医療機
器などの業界に集中しています。そのうち、総投資額15,120万ドル

（独資）のHOYA光電科技（威海）有限会社と、総投資額7,573万ドル（日
本の出資比率は50％）の威高テルモ（威海）医療製品有限会社がありま
す。現在、日本は威海の第3番目の貿易相手国です。2014年、威海市
の1,123の企業が日本と取引を行い、全市の輸出入貿易額は17. ７%
に上っています。
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中国沿海部の他の都市に比べると企業数は少ないと見られますが、10年内に威海
に投資した日系企業が撤退した例は0という数字が出ております。

威海政府としては、誘致は本来の目的ではなく、威海に進出、または投資を考えて
いる外資企業の根をしっかり定着させて、共に発展・成長させていくのが目的です。
そのために、威海市は投資会社に対して、3段階のサポート体制作っております。

このような努力により、その大きな0を保っております。

企業が威海市に進出を検討した段階で、威海市商務局は専任チームを構成し、企業が威海に進出する検
討資料として、関連データなどを提供いたします。また、軽率な判断をしないよう助言しております。
特に中小企業に対して市場調査など行い、中国の産業サプライチェーンに加えるまでサポートしています。

商務局及び所在行政区が専任担当つけ、すべての業務手続きを代行しております。

専任担当が定期的に企業訪問し、企業とコミュニケーションをとり、各種相談や悩みを解決し、次のステッ
プへの進めるようにお手伝いをします。

…威海市企業誘致の特徴

1. 検討段階

2. 設立段階

3. 設 立  後

17
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百聞は一見にしかず。
是非一度、威海を訪れご自身の目で確かめてください。

威海市はみなさまを心よりお待ちしています。

17
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形　　態 内　　容 典型例 典型例のイメージ図

1．国境を超える取引
　　（第 1 モード）

いずれかの加盟国の領域から
他の加盟国の領域へのサービ
ス提供

○電話で外国のコンサルタ
ントを利用する場合

○外国のカタログ通信販売
を利用する場合など

2．海外における消費
　　（第 2 モード）

いずれかの加盟国の領域内に
おけるサービスの提供であっ
て、他の加盟国のサービス消費
者に対して行われるもの

○外国の会議施設を使って
会議を行う場合

○外国で船舶・航空機など
の修理をする場合など

3．業務上の拠点を通じ
　 てのサービス提供　　    

（第 3 モード）

いずれかの加盟国のサービス
提供者によるサービスの提供
であって他の加盟国の領域内
の業務上の拠点を通じて行わ
れるもの

○海外支店を通じた金融
サービス

○海外現地法人が提供する
流通・運輸サービスなど

4．自然人の移動による 
 サ ー ビ ス 提 供　　        

　　 （第4モード）

いずれかの加盟国のサービス
提供者によるサービスの提供
であって他の加盟国の領域内
の加盟国の自然人の存在を通
じて行われるもの

○招聘外国人アーチストに
よる娯楽サービス
○外国人技師の短期滞在に
よる保守・修理サービスな
ど

付属資料

サービス貿易の4形態
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Welcome To Weihai
Thank you very much for reading all.
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