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序章 

 

これまで、中国に対する関心と言えば、主として、ローコスト・オペレーションを可能

にする「生産拠点」としての魅力に起因するものであったが、近年では、他には類を見な

い市場規模の大きさで、「消費市場」としての魅力が急速に高まっている。特に中国のＷ

ＴＯ加盟後、海外からの直接投資の流入を背景に飛躍的な経済成長を続けており、「モノ

の移動や管理」を中心に物流需要が急速増加している。現在、中国の物流市場が国の経済

成長を超えるいきおいで毎年２０％～３０％のペースで成長している。物流事業の成否が

中国におけるビジネス展開の成功の鍵と考え、日米欧の大手企業は、物流網構築にむけて

ダイナミックな展開を見せている。だが、中国の物流業は先進国に比べて、非常に立ち遅

れている。産業としての中国の物流業は、まだスタート段階にあるし、行政面では、物流

に関する法体系も構築中である。その一方では、物流サービスに対する需要は急速に高ま

っている。今後、外資系物流企業の参入によって、中国の物流業はどうなるだろうについ

て考えみたい。 

 
 

第一章：物流の概念 
 
物流とは、「生産から消費までの商品・貨物などを物理的に移動させる活動の集合体で

ある」と、定義している。当初は、物流での活動は他の経済的・経営的活動のなかに含ま

れていて、経営や経済において大きな役割を果たす活動だとは考えられていない。しかし、

経済成長や消費の成熟のなかでクローズアップされ、企業経営においても、物流は最重要

視されるべき機能となってきた。当初、企業において物流システムは、生産や販売に対応

した能力の拡大と物流コスト削減の手段と考えられていたが、物流の重要性は、マネジメ

ントやマーケティングを構成する戦略手段としてもクローズアップされてきた。 
 
１－１：物流の担い手 

 
現在では、物流活動は多くの人たちによって行われているが、物流活動の担い手として、

大別すると、荷主グループと物流専業グループ二つのグループにわかられる。荷主グルー

プとは、商品の所有権を持っているメーカー、卸売業者、小売業者などである。一方の物

流専業グループとは、荷主から運輸活動を委託されるトラック運輸会社、鉄道会社、船舶

会社、航空会社等の運輸業者、さらに荷主から商品を委託される倉庫業者などである。 
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１－２：物流の社会的な役割 
 
また、物流の社会的な役割としては、三つに整理することができる。１：生産と消費と

の場所的・空間的調整機能。２：生産と消費との時間的調整機能。３：生産と消費との量

的調整機能。 
 
１－３：物流の構成要素 

 
物流活動の構成としては、六つある。１：輸送・配送活動。２：荷役活動。３：在庫管

理活動。４：保管活動。５：包装活動。６：流通加工活動である。 
輸送（transportation）・配送(delivery)活動とは、生産と消費の間の場所的（空間的）距
離を埋めるための物理的移動のことである。本来、場所的距離を埋める活動を輸送と呼ぶ

が、その輸送のうち短距離・短時間で行う小口の域内の輸送を配送と呼ぶ。保管・荷役活

動は、流通機能のうちの生産と消費の間の時間的距離の調整を行うことによって埋める役

割を持っている。包装活動（packaging）は、流通における商流と物流の両方の機能に関係
している。包装活動は、商業包装と工業包装に分かれている。商業包装は商品そのものの

一部となり、いわゆるパッケージとして個々の商品を形作るものである。工業包装は、生

産地点から消費地点まで商品が変質や損壊をしないようにする包装である。また、工業包

装は輸送や保管、荷役の効率を向上させる役割を持っている。在庫管理は、流通過程にお

ける商品の数量的な管理のことである。流通加工は、流通の途上でユーザーの便利のため

などに行われる加工作業で供給効率化に役立つ。 
 

 
第二章：物流の歩み 

  
日本においては、物流に関して、物流の概念導入時代、個別物流改善活動の時代、物流

活動統括化物流管理時代と戦略的物流の時代四つの時代に分けられる。 
 
２－１：物流の概念導入時代 

 
日本における物流概念は、今から約 40年ほど前の 1960年前半に登場しており、それよ
り以前は「輸送」「保管」「荷役」「梱包」などといった商品・貨物を扱う活動に関する概念

や言葉は存在していたが、これらを統合した物の移動全体を示す概念や言葉は存在してい

なかった。その後「フィジカル・ディストリビューション」という言葉と概念が入ってき

て、「物的流通」から「物流」の言葉が導入された。 
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２－２：個別物流改善活動の時代 
  

1960年代の時代的ニーズは、物流における「処理能力の拡大」と「費用の削減」であり、
そのようなニーズが出てきた背景には、以下の 2 点が起こり始めていた事が原因と思われ
る。 
(1) 国内物流量の急増（企業において生産・販売量の急増） 
(2) インフレによる物価の上昇（企業においては特に人件費の上昇） 
 そのため、物流量の増加に対しては「物流の機械化」、人件費の上昇に対しては「物流の

省力化」の改善活動が行われた。改善内容は、新たに開発登場した物流関連機器を導入す

る事による機械化と、機械化する事による省力化が実施された。改善活動は、物流での活

動の集合体での取組みを意識しながらも、物流全体を網羅する機器は存在しないため、個

別の活動単位での機械化・省力化（具体的事例として保管の改善で「立体自動倉庫の導入」

とか、荷役の改善で「フォークリフト・自動仕分機の導入」等）が実施された。また、そ

れらの改善は「工場」・「保管倉庫」・「支店」等の個別の物流拠点単位で行われていた。 
 コンピュータによる物流情報処理システムも 1970年代に至るまでは、個別拠点や個別の
活動において限定的に採用されているのみで、一拠点の受発注・在庫管理処理に使用され

るというものであり、物流に関係する拠点間を結びつけた情報ネットワークを形成するシ

ステムではなかったし、物流以外の機能と結合するシステムでもなかったである。つまり、

この段階での物流システムというものは、個別活動や個別拠点ごとの改善を実施した内容

であった。 
 
２－３：物流活動統括化物流管理時代 
  

1970年代前半の第一次石油危機以降、高度経済成長が終わり物流量の急増がなくなり、
物流量として安定してきた。この段階で物流における処理能力拡大のニーズは無くなり、

物流の効率化あるいは物流生産性の向上が求められるようになった。 
 1970年代中頃からは、それまでの個別の活動単位での対応から、はじめて物流という統
合概念としての物流管理へと変わっていくことになり、この時点から統合概念としての物

流システムの追求が始まった。それは、ハードによる物流改善からソフトによる物流改善

への転換の時代であった。1970年代後半から物流情報ネットワークが飛躍的に発展し、拠
点で発生した情報を他の拠点や他の経営機能にフィードバックさせる事によって、今まで

にない高度な機能の発揮が可能となった。ここでのポイントは、「オンラインによるリアル

タイム処理」であり、オンラインで拠点同士を結び、販売・生産などの物流以外の経営機

能との情報結合を計り、リアルタイムに情報伝達をすることにより、新たな物流の手段の

行使が可能となった。このネットワーク・システムが誕生したことにより、物流機能を飛

躍的に拡大させていった。 
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２－４：戦略的物流の時代 
  

1980年代からは経済の成熟期を迎え企業のマーケティングもこの経済の成熟化による消
費の変化に対応して、より高度なマーケティング戦略が求められるようになった。物流に

おいても企業のマーケティングの変化に応じて高度化が要求され、従来のように単純に能

率だけを追求する物流ではなく、物流システムが経営における一つの機能としてまた、経

営戦略における支援要素として認識されるようになってきた。その後バブル経済から不況

を迎えるが、企業にとっては環境問題等での社会性を強く求められた時期であり、物流に

求められる役割は多様化し複合化された目標を持つものとなってきた。物流システムはＩ

Ｔ革命による通信情報技術の進歩に支えられ、ロジスティクス・マネジメント、ＳＣＭ（サ

プライチェーン・マネジメント）などの取り入れ、そして、３ＰＬ（サードパーティロジ

スティクス）という新しい物流業者の出現によってさらに進歩していく。 
 

 
第三章：中国の物流業の現状 

 
この章では、中国における物流業の歴史経緯と特徴、中国の物流の概況、物流インフラ

の整備と現状と中国の物流業の問題と制約三つに分けて説明する。 
 
３－１：中国における物流業の歴史経緯と特徴 

 
日本語で言う「物流」は中国語においても「物流（wu liu）」と書く。１９７９年６月、
日本で開催された第３回国際物流会議に、中国物資経済学会が代表団を派遣し、帰国した

メンバーが「物流」と言う単語と、輸送、保管、荷役といった諸活動を意味する近代的な

「物流」の概念をはじめて中国国内で紹介した。これが中国で「物流」という単語が使わ

れた最初である。中国政府が公式に「物流」という単語をはじめて使用したのは、１９９

２年の商業部（後の国内貿易部、現商務部）による通達「商品物流（配送）センター発展

建設に関する意見」においてである。日本が米国から近代的な物流の概念を導入し、公式

に使用するようになった時期と比較すると、日中間には２５年前後のラグがある。中国の

物流を考察するにあたっては、「物流」概念が公式に使用されてまだ十余年しか経てないと

いう時間軸を念頭に置く必要がある。 
 当然ながら、物流という概念が出現する以前の中国においても、財の流通システムは存

在していた。１９４９年の建国から現在に至るまでの流通システムの歴史を見ると、大き

く二つの時期に分けることができる。時期を二分するエポックは１９９３年における国内

貿易部（後の国家経済貿易委員会、現商務部）の設立である。物資部と商業部を統合して
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設立された国内貿易部は、計画経済体制下における流通システムの基礎となっていた「生

産財」と「消費財」の二つの流通ルートを統一し、市場流通体制を確立することを組織目

的としていた。国内貿易部設立後、中国政府は流通システムの改革とともに、物流に関す

る政策を意識するようになる。そして２００１年、ＷＴＯへの正式加盟にあたって、流通

分野の対外開放・規制緩和スケジュールが明記された。物流分野については、２００４年

１２月から道路運送業などにおける１００％外資の参入が可能とされており、中国の物流

制度は今後新たなステージに入っていくことになる。 
             

   表３－１ 中国ＷＴＯ加盟時の市場開放合意内容（物流関連） 
 
  道路輸送業    ２００４年１２月から外資１００％企業設立を許可 
  倉庫・保管業   ２００４年１２月から外資１００％企業設立を許可 
  貨物輸送代理業  ２００５年１２月から外資１００％企業設立を許可 
  鉄道輸送業    ２００７年１２月から外資１００％企業設立を許可 
  中国商務部ホームページより 
 
      
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
図３－１ 計画経済時代の流通システムモデル 
 
 

物資部 

商業部 

一級流通公司 二級流通公司 三流流通公司 

中央生産企業 地方生産企業 省属生産企業 

三級流通公司 二級流通公司 一級流通公司 

中央レベル 省レベル 市・県レベル 

小

売

・

消

費

者

消費財の流れ 

生産財の流れ 

計画経済時代の流通システムモデル 
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表３－２ 歴史的背景と中国物流の特殊性 

 
１、省、税関ごとに手続きが異なる地方政府主義：地方保護主義 
２、複雑で多段階に構成される流通経路：三級管理、行政関係者の参入 
３、物流サービス概念の欠如：自家物流原則 

 
 
３－２：中国の物流業の概況 
  
国内貨物、海上、航空の順で輸送形態別で市場規模の推移を追ってみよう。 
 
（１）国内貨物輸送 
  
中国の物流規模はＷＴＯ加盟前から拡大していたが、今日まで予想を上回るペースで推

移している。国内の貨物輸送量の推移を見ると、９８年こそアジア通貨危機などの影響で

前年比落ち込みをみせたもの、その後は増加し続いてきた。（図１） 
          

 
          図３－２ 中国国内の貨物輸送量の推移 

 
主な原因として、国内消費市場の拡大に伴ったものの移動、地域間の分業化、経済連携

の進展などが挙げられる。特に、これまで広東省、など沿海部では、大規模な幹線道路綱

や高速鉄道の拡充、新空港の建設、港湾施設の整備が進められてきた。 
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（２）海上輸送 
  
海上輸送をみると、他の輸送形態と異なり、長江、珠江流域など特定地域に集中してい

る。大きく、内航水運と外航水運に分けられる。さらに、内航水運は沿岸輸送と河川輸送

に分けられ、近年の沿岸地域経済発展の影響により、沿岸輸送の役割が高まっている。外

航水運について、貿易取引の伸びに伴い、急速な発展を示している。 
 まず、外航水運をみると、主要貿易港のコンテナ取扱量が大幅に増加している。2002年
の総海上輸送量は 5572 万ＴＥＵ（２０フィート標準コンテナ換算箱数）に達し、米国の
2968万ＴＥＵを引き離して世界第一位である。特に中国の港の中でも上海港の伸びが目覚
しい。2002年の取扱量は 861万ＴＥＵと、96年の 4倍を超える規模に達した。2003年に
ついては 1000万ＴＥＵを超え、港湾別で香港、シンガポールに次ぎ、世界第 3位になると
見られる。中国の沿岸地域の各主要港湾施設では上海港と同様に、取扱量の拡大に対応し

た物流機能の効率化が急がれている。 

 内航水運については、特に沿岸部でのコンテナ輸送は整備が進んでおり、上海、大連な

ど主要港に定期的にコンテナ船が運航されている。しかし、長江流域では、まだ整備が遅

れている。大型船の航行も難しく、長江の自然条件や気象条件等によりスケジュールも不

安定である。そのほか、小規模業者の乱立、悪い航路条件に伴う高コスト輸送なども指摘

される。 

 

（３）航空輸送 

  

航空輸送の貨物量は 95 年の 93 万トンから、2001 年には 171 万トンと約 1.8 倍に増加し

た。特に国内線の伸びが大きく、95 年から 2001 年にかけて 1.9 倍となった。 

 中国には、北京空港、上海浦东空港、広州白雲空港の三大国際空港があり、これらの三

大空港および香港空港においては、国際貨物が最も多く取り扱われている。また、ぞれぞ

れ、華北・東北地方、華東・華南地方のハブ空港の機能を果たしており、欧米やアジアへ

の定期路線も多い。そのほか、地方には中型の基幹空港として、瀋陽、武漢、大連、南京

などがある。 

 空港の整備をみると、三大国際空港は規模、管制機能とも日本の成田空港レベルともい

われ、現在も最新設備の貨物ターミナルシステムが増設されている。地方においては、輸

送量の増加に対応するため、空港の新設より既存空港施設の拡充やインフラ整備に重点が

置かれている。 
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３－３：物流インフラの整備と現状 
 
 中国は、９６０万平方キロメートルという拡大な国土を有し、アメリカと日本の国土を

合わせた広さにほぼ匹敵する。また、地形的な特性として、東部に長い海岸線を有し、産

業や物流インフラが東部沿海地域の都市部で先行的に整備され発展してきた。 
交通運輸、倉庫と貯蔵施設、情報通信や荷役などの物流インフラと物流設備の発展は、

物流業の発展を支えている。 
 
（１）交通運輸 

 
交通運輸の面では、鉄道、道路、内航水路、航空とパイプラインの五つのモードから成

り立つ総合交通運輸ネットワーク、駅、港、空港、トラック・ステーションの建設および

各種車両と物流設備が大きく発展した。 
 
Ａ：鉄道 

 
鉄道については、鉄道のインフラ整備は 90 年以降加速している。2002 年には鉄道路線

の総延長が 7.2万キロに達し、このうち国有鉄道が 5.9万キロと全体の８３％を占めている。
全土の主要都市間はほぼ開通し、複線化は遅れているものの、近年、主要都市間では高速

輸送のための電化工事が進められている。問題点は、一般に貨物列車は、国家の重要物資、

食料を優先して輸送するため到着日時が不安定で、かつ取扱が雑なため貨物損壊リスクが

高いである。そのため、運行スケジュールの定まったコンテナ専用列車による「五定」（定

時、定ルート、定料金、定発着駅、定便名）サービス、船会社とタイアップしたコンテナ

の複合一貫輸送の普及が期待されている。しかし、陸上輸送のうち鉄道輸送の占める割合

は今のところ１５％（2001年輸送量ペース）にとどまっている。 
一方、鉄道の輸送能力を向上させたい中国政府は、在来線の高速化を計画している。中

国鉄道省の国内在来線の高速化計画に関与する入札で、北京―瀋陽など 5 路線計２千キロ
について最高速度を現在の約 2 倍の 200 キロに引き上げ計画で、日本は川崎重工業、日立
製作所、三菱商事、丸紅商社など 6 社連合がＪＲの東北新幹線の車両技術の提供を受け中
国の車両メーカーを通じて応札した。 
 
Ｂ：道路 

 
道路インフレについては、国内経済動脈であることは言うまでもなく、経済成長を支え

る重点開発インフレである。その開発や管理は、政府としても優先課題に組み込んでおり、



文教大学 情報学部  

経営情報学科 卒業論文 

                                    平成１９年１月１３日 

 11

今後も積極的な投資を進めるスポットの一つとなっている。中国が初めて専門の工事技術

基準に基づいて高速道路を設計・施工したのは、1988年は始まりで、当初は 522キロメー
トルだった総延長も、99年には 1万キロメートルを達成した。その後も高速道路建設は加
速し、2002 年には 2 万 5100 キロメートルとなった。これは、アメリカに次いで世界第 2
位の規模である。今後の高速道路需要は高水準が続くと考えられる。また高速道路はこれ

まで主要都市・地域に偏在しがちだったが、今後は西部大開発に沿って、新設道路の約 4
割が西部地域に集中されることで、内陸部輸送の非効率性が解消するとみる向きもある。 
 
  

         

           図３－３ 中国高速道路の総延長の推移 
 
Ｃ：港湾 

 
港湾については、中国の港湾は、対外開放港と内国港があり、さらに、対外開放港は、

国内輸送と外国貿易を行う沿岸港湾と河川や運河による内陸水運を行う内河港湾に分けら

れる。80年代以降、対外貿易の拡大とともに、対外開放港を中心に港湾施設の整備が進み、
現在、対外開放港は１２８港（沿岸港湾７４港、内河港湾５４港）である。最近の港湾施

設の整備事例を見ると、２００４年７月に運営を始めた上海の外高橋保税物流園区である。

運営開始から１ヶ月あまりで、輸出入総額が８００万ドルを超えた。すでに商船三井、日

本通運、アルプス物流など日系企業も事業を展開している。この区域では、船積み後にし

か認められなかった増値税（付加価値税）の還付申請がただちにできる。こうした制度は

その他の地域でもみられ、青島、大連など地方政府主導で施設の整備が進められている。 
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Ｄ：空港 
 
空港については、空港施設の整備では、２００４年８月広州白雲国際空港が開港した。

敷地面積は１４５０ヘクタールで、北京国際空港と上海国際空港を上回り、アジアでも有

数の規模になる。広州新空港は、華南地域における国際ハブ空港を目指す。新空港は物流

機能も充実しており、貨物エリアの総面積は１０万１３０３平方メートル、うち貨物処理

エリアの面積は７万６０００平方メートルと、中国最大規模となっている。 
 
（２）倉庫と貯蔵施設 

 
倉庫については、国有運輸部門の倉庫や物流センター、港、空港や駅に付設されている

倉庫貯蔵施設のほかに、商業企業、物資企業、貿易企業、食料流通部門や軍隊（民生に転

用している部分）など倉庫と貯蔵施設が比較的、集中している。倉庫と貯蔵施設も近年ハ

イペースで整備され、投資規模が急速に拡大している。１９９０年に倉庫貯蔵設備への基

本建設の投資はわずか 4.2億元であったが、2000年には８４億元となり、1990年の 20倍
規模に増えた。 
 
（３）情報通信 

 
情報通信の面では、中国にすでに情報通信ネットワークの幹線として設置された光ファ

イバーの総延長が３０万 kmを超えている。光ファイバーを中心として、デジタルマイクロ
波と衛星通信を補助手段とした大容量のデジタル情報通信ネットワークが形成されている。

全国的な情報通信ネットワークとして、電子データ交換ネットワーク（ChinaPAC）、デジ
タル交換ネットワーク（ChinaDDN）、全国的なコンピュータ・インターネット綱
（ChinaNet）と全国的な通信中継ネットワークがある。この四つの基幹ネットワークの総
容量は６２万端子があり、全国の都市、９０％以上の県と大半の郷と鎮をカバーしている。

さらに世界の主要な情報通信ネットワークと接続している。また、EDI、ERP、MRP、GPS
など物流情報のシステム技術が応用され、中国物流情報管理レベルを高め、物流の効率性

を高めている。 
 
（４）荷役施設 

 
荷役施設の面では、機械化技術と自動化技術が海外から導入され、荷役における従来の

人海戦術的な方式はある程度改善されている。現在、中国国内で研究開発された様々な梱

包設備と運搬機械は何百種類かあり、荷役機械設備製造業の年間売り上げ上規模は約 500
億元と推定されている。 
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第四章：中国の物流企業 

 
４－１：中国家電メーカーのナンバーワンー海爾（ハイアール） 物流 

 
（１）：海爾（ハイアール）の概況 

 
海爾（ハイアール）は、1984 年、中国・青島（チンタオ）の 2 つの赤字企業が合併し、
ドイツの先進的な技術を導入、冷蔵庫工場としてスタートした企業である。以来、年率 80％
という驚異的なスピードで成長を続け、いまや PCからロボットまで製造する中国最大の総
合家電メーカーになった。冷蔵庫の生産台数をみても、日本の全メーカーの合計台数を大

きく上回る生産規模を持ち、そして、日本の家電メーカーと提携、米国など海外にも工場

を建設するなど、グローバル企業を目指し躍進しています。現在、同社は中国国内を含む

全世界に、貿易センター56ヶ所、デザインセンター15ヶ所、工業パーク 19ヶ所、生産拠
点 50 ヶ所、販売網 5 万 8,000 ヶ所を持っており、総合競争力評価で米「Appliance 
Manufacturer」誌に世界家電メーカー第 9位にランクされています。ちなみに、日本の家
電メーカーは松下 4位、シャープ 7位、東芝 8位、日立 10位とされています。ハイアール
の CEO張瑞敏はアメリカ以外の世界知名企業 CEOの１９位に評価された。 

 
（２）：海爾（ハイアール）の物流システム 

 
この海爾（ハイアール）の爆発的成長の秘訣は何か。製造業の技術レベルがわかるとい

われる、最新鋭の金型工場をはじめ、成形・組立て工場など生産現場の徹底視察から、企

業理念、人材マネジメントまで、いろいろな面があるが、ここでは、物流の面を紹介する。 
 海爾（ハイアール）採用したのは、整体物流システムである。このシステムとは、市場予

測、物流の需要、原料供給、貨物運輸、在庫管理、顧客サービス、包装などを含む活動を

総合的に管理し、適当なコスト（Right Cost）で、適当的な時間(Right Timeと適用的な地
点(Right Place)で、適当的な顧客(Right Customer)に、適当的な数量(Right Quantity)と適
当的な品質（Right Quality）の適当的な商品(Right Product)を提供することを通して、顧
客サービス水準のアップとコストダウンを実現し、企業の利益の増加に繋がる。 
 海爾（ハイアール）の物流システムには、物流作動システムと物流協調システム二つの

システムが含まれている。 
また、物流作動システムには、原料供応物流と成品移動物流と販売物流三つに分けてい
る。 

 
物流作動システムは、製品市場の予測、物資需給計画、オーダー処理、運営企画が含ま
れている。 
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           図４－１ 海爾の物流システム 

 
図４－１を見れば、各事業部の物流機能を各事業部から切り出し、独立な物流部門を設

置し、会社の物流を統一管理することによって、生産部門の物流と販売物流を効率的調整
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することができた。各事業部は各自の部門だけの利益を考えすることの原因で、販売物流

へダメージを与えることも防ぐことができる。ちなみに、独立な物流部門の設立によって、

物流と商流を適当に分離させることができて、より物流が効率的になることができる。 
 そして、製品移動と販売物流の下から上へ（Bottom-up）のやり方を変えて、二級配送方
式を採用した。二級配送とは、各地方にいくつの製品物流センターを設置し、工場からの

製品を一回この製品センターに集約し、それから製品物流センターから成品や部品の形で

各販売用物流センターに配送し、各販売店のオーダーによって販売物流センターから各販

売店に配送することである。この方式によって、販売用物流センターの在庫量を減らし、

各地域のニーズや消費規模に対する必要の量だけ保有することができて、販売物流センタ

ーでの製品の損壊や消耗なども防ぐことができて、全体のコストダウンができる。 
  
４－２：中郵物流 
  
中国郵政物流は、中国国家郵政局による全額出資物流子会社である。中郵物流は中国に

おける郵便局のような存在である。中国の 8ヵ所に大規模配送センター、194ヵ所に配送セ
ンターがあり、主要都市に 48 時間以内、内陸部も含めて全土には 72 時間以内で配送でき
る能力を持っている。これまでは主要都市を点でカバーしていたほかの物流会社に対して、

中国全土を面でカバーできる唯一の物流会社でもある。ここでは、ほかの会社より、国有

企業の中郵物流の優位と不足な面を紹介する。 
 
（１）：中郵物流の優位 

 
国有企業としての中郵物流は圧倒的な強みを持っている。その強みを統合すると、主に

通信ネットワークの優位、ブランドの優位、専門性の優位と行政政策優位、という四つの

強みを持っている。 
 
A：通信ネットワークの優位 
  
郵政物流は、情報ネットワーク、金融ネットワークと配送ネットワークを China Post
のネットワークに統一した。 
中国郵政は、金融ネットワーク、情報ネットワークと配達ネットワーク三つのネットワ

ークを持っている。 
情報ネットワークにおいては、もともと中国では、郵便局は郵電局とも呼ばれる。その

名前の通りのように、郵便と電信の合体したものである。そのため、もともと国際郵政業

務、情報通信の業務などに関する整体的な情報システムを持っている。 
金融ネットワークにおいても、全国のすべての省、市、県三級の郵政金融機関を持って
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いる。その情報通信ネットワークを利用し、スピーディな金融決算などができる。 
配達ネットワークにおいては、ほかの物流会社より圧倒的な数多くの拠点や運送車両な

どを持っている。現在では、配送車両４６０３３両、飛行機９機、営業拠点７７３１５個、 
郵船１３隻、など保有している。 

 
B：ブランドの優位 

  
郵便物流は唯一全国をカバーできる会社として、昔から、国民の信頼を得ている。「緑の

天使」も呼ばれている。そして、国有企業でもあるため、その信用力、安全性、便利的な

どのイメージは国民が長年間持っている。そのため、そのブランド的な優位も圧倒的であ

る。 
 
C：政策優位 
  
郵政物流は国有企業年として、国の政策から優遇されている。中国郵政物流を中国の 

e―ビジネス模範工程にしたり、郵政処理研究所を設立したり、１８３情報ネットワークの
構築したりなど様々の政策を郵政物流のため作られた。 

 
D：専門性の優位 

  
郵政物流は、3PL業者としては、とても優位の立場に立っている。優れている荷物の分別
センターを持ち、専門の従業員もたくさん持ち、物流に向けのネットワークを持ち、鉄道

輸送などの専門経験も持っている。 
 
（２）：郵政物流の不足面 

 
たくさんの強みを持ちながら、郵政物流もたくさんの不足の面を持っている。たとえば、 
情報ネットワークを持っているが、情報の共有化や金融のオンライン決算は今でもまだで

きていないこと、保有している設備の有効的な利用がまだできていないこと、自社を市場

においての位置がまだはっきり確定していないこと、現代的な経営システムや物流システ

ムがまだできていないこと、物流に関する専門知識を持つ人材はまだ足りないこと、ＩＴ

発展に伴う e-ビジネスなど新たな市場に対応する能力もまだできてないことなど様々な足
りない面も存在している。 
 さらに、ＵＰＳやＥＸＥＬなど国際物流企業をはじめ、国内の新興物流企業などからの

市場競争も激しくなってきた。 
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         表４－１ ハイアールと中郵物流の比較 
 
 優位点 不足点 
 

 

 
ハイアール 

１、独立の物流部門を設立し、 

各事業部の物流機能 

を統一管理する。 

２、整体物流システムを採用し、 

市場予想、原料供給、在庫管理、 

顧客サービスなど一貫管理する。 

３、二級物流を採用し、在庫量を減ら

し、製品の損壊や消耗などを防ぐ。 

 

１、 情報システムは未熟で、情報の

共有化や情報伝達スピードな

ど不足点が多数存在する 

２、 まだ企業内の物流部門に過ぎ

ない存在である。３ＰＬなどに

参入する物流企業としての能

力はまだ持っていない。 

３、 Ｅ－ビジネスに対応できる力

はまだ持っていない。 

 

 

中郵物流 

１、全国的なネットワークを持つ。 

２、国民に信頼されているブランド力

を持つ。 

３、国の政策から優遇されている。 

４、物流に向ける専門経験を持つ。 

 

１、情報の共有化や金融ネットワーク

はまだできていない。 

２、保有している設備の有効利用は欠

けている。 

３、現代的な物流システムはまだでき

ていない。 

４、ＩＴの発展による e-ビジネスなど

新生市場の対応能力はまだ持ってい

ない 

 
第五章：日系物流企業の中国展開の動き 

 
こうした物流環境の変化や市場の将来性に着目し、これまで中国市場に参入した日系物

流企業数は、２００３年で約１００社近くになった 
大手企業の進出をみると、山九が９拠点、日本通運が１３拠点、日新が５拠点を上海、

天津、青島など沿岸部の主要都市に展開している。一方、三菱倉庫、三井倉庫や住友倉庫

などの現地法人は上海地域に集中し、大手宅配業者も上海地域を中心に中国業務を強化し

ている。 
 
５－１：三井物産 
 
三井物産は 90年以降、中国における物流拠点、物流網の整備を進め、進出した日系企業
をサポートしてきた。三井物産は中国の各地で実績を持つ日系／中方パートナー企業との

合弁で、2002 年までに 8 社の物流関連会社を設立している。そして、2002 年を境に中国
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での活動は次にステージに移行した。 
 2003年 3月に調印され、中郵物流（中国国家郵政局による全額出資物流子会社）との

戦略的業務提携することが実現した。 
 この提携により、これまでは主要都市を点でカバーしていったが、今後は中国全土を面

でカバーする可能性ができた。 
そして、もうひとつのポイントは、「Tri-Net China」と呼ばれるサービス体制の構築で

ある。 
 従来、複数の合弁会社がそれぞれ物流サービスを提供してきたが、こうした形では均一

のサービス提供が難しくなる。そこで、お客様の窓口を Tri-Net China に一元化し、その
もとで各パートナー企業を活用していただくという体制の整備を進める。これにより、サ

ービスの質は格段に向上することができるようになった。 
 Tri-Net という名称は三井物産の物流分野のグローバルブランドと位置づけられており、
すでに日本や欧米などでも実際に使われているという。 
 そして、スピードが重要な意味を持つ中で、物流のような分野で試行錯誤を行っている

時間はないため、このような分野では専門の企業にアウトソーシングするのが必要となる。

このため、三井物産は、3社協業のワンストップ・ソリューションを打ち出した。 
 このソリューションにおける三井物産の役割は、いうまでもなく実際の物流サービスの

提供である。そのサービスの質を高めるための取り組みについてはすでに触れたが、それ

をシステム面で支えるのが「MLX Fulfillment」である。三井物産が独自開発した受発注・
在庫管理を包含する物流情報基盤のことである。この基盤により三井物産の持つ複数の物

流拠点を Single Window で EBS と連携させることが可能となった。ワンストップ・ソリ
ューションにおいては、EBSとのインターフェイスがバンドルされた形で提供されている。 
広大な国土を持つ中国において、いかに効率的な物流を実現するかは、現地でビジネスを

行うあらゆる企業にとって切実な課題のため、3社によるワンストップ・ソリューションに
よって、この不安を払拭できることができるようになった。 
 
５－２：その他の日系企業の動き 
 
Ａ：近鉄エクスプレス 
 近鉄エクスプレスは、中国国内百拠点を目標に掲げ、沿岸部だけでなく内陸部にも拠点

を広げており、既に９７拠点に達した。同社は中国にある２００都市をカバーできるナッ

トワーク作りを進めている。 
 近鉄エクスプレスには、「３ＣＤＣ」「９ＲＤＣ」という名を持つネットワークがある。

ＣＤＣとはセントラル・ディストリビューション・センターの略で、北京、上海、広州を

中心した経済圏をカバーする輸送網である。ＲＤＣは、リージョナル・ディストリビュー

ション・センターの略で、瀋陽や天津、福州、重慶、成都などの地方都市を拠点にした周 
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辺都市への輸送網である。そして、近鉄エクスプレスは、ＧＰＳ（全地球測位システム） 
を装備した自社ドラックを多く持ち、自社オペレーション下で、貨物を運べる数少ない物

流企業。空港でも自社で貨物を取りまとめて航空機に積む形にする作業も徹底しており、

サービスのきめ細かさには定評がある。現地コールセンターを置き配達先まで貨物の状況

が把握できるようにするなど強みを生かそうとしている。 
  
Ｂ：日本通運 
日本通運は、2005年 9月に三菱商事と中国国内物流事業を統合し、今年から、中国国内

８０都市を結んだトラック輸送サービスを開始した。上海を中心に広州、北京を結ぶ新幹

線輸送網や、広州から北京、アモイへ輸送を定期化する。生活用品やデジタルカメラ、電

子部品などの取扱を中心に沿岸部から内陸部への消費財や部品の輸送需要を取り込む。サ

ービスは両社の共同出資会社、日通エム・シー中国投資の陸運会社、上海浦菱儲運が手が

ける。 
 

C:：佐川急便 
２００６年１２月１８日、佐川急便グループの持株会社 SGホールディングスは、中国郵

政局と提携し、日中間の国際宅配便サービスを提供すると発表した。                  

SGホールディングスの国際宅配便子会社である佐川グローバルエクスプレスと、中国郵
政局が全額出資する宅配便会社、「中国速逓服務公司」が 12月 7日付けで業務提携協議書
を締結した。両社は今後、日本における佐川急便グループの集配ネットワークと、中国に

おける中国郵政局の集配ネットワークを共有する。中国郵政局が現地に持つ 6万 6000カ所
の拠点網と 5万台の集配車両、佐川急便グループが日本に持つ約 500カ所の拠点網と 2万
台の集配車両を含む経営資源を相互に利用することで、競争力の高いサービスを提供する

という。 
また、両社では貨物データを共有し、それぞれのWebサイトから輸出入通関の状況や配
達完了までの情報を確認できる貨物追跡システムを構築する。                     

ブランド名については、日本発中国向け国際宅配便を「SGX」、中国発日本向け国際宅
配便を「CHINA EXPRESS」として販売、集荷を行う。業務提携における取り扱い貨物は、
法人向け国際宅配便と一般貨物。12 月下旬にも上海で日本向け国際宅配便の試験運用を始
め、順次、北京、広州へと輸出拠点を拡大する。日本発中国向けの国際宅配便についても、

同様に試験運用を実施後、2007年春の正式販売開始を目指す。 
 
D：山九   
物流企業大手で中国に早くから進出してきた山九は、成都に六千三百五十平方メートル

の物流センターを設立した。現地で販売する健材や照明器具などの在庫管理などを請け負

う。 
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表５－１ 中国物流に対する日系企業の評価 
１、通関など手続きに時間とコストがかかる（自動車） 
２、輸送品質が保証できるのは上海から３００km圏内まで（電機） 
３、輸送中の交通事故発生率が日本の１０倍。輸送品質の要求水準をクリアできる現地物

流企業が少ない。（自動車） 
４、中国物流事業者の中には日本の物流事業者のサービスレベルに近づいてきたところも

ある（自動車部品） 
５－３：日系企業の狙い 
 中国では、2008年開催の北京五輪を控えて内需が拡大するとの見方が多い。これまでは、
中国から北米や欧州、日本に向けた輸送網の必要性が大きかったが、今後は内陸部にトラ

ックや航空機を駆使したネットワークを構築しないと中国ビジネスでは勝ち残れないと言

われている。現地に任せずに独自性を生み出せるかが勝負の鍵を握ることになるだろう。 
 

第六章：まとめ 
 
中国に進出する日系企業の動向には、「中国での組み立て、日本への持ち帰る」から、

「中国国内の消費者への販売、および第３国への輸出」といった生産体制の変化が見られ

る。従って、中国市場で成功するためには、輸出入物流だけでなく、中国国内市場での販

売展開を視野に入れて、中国の広域市場をカバーできるような物流システムを構築する必

要がある。また、大量消費地では、現地で製商品の保管、即日供給を行った方が顧客ニー

ズへの素早く対応につながる。 
そして、流通システムは通常、属地的なものであり、排他的である。どの地域であれ、

地域には地域の流通チャネル、流通ルートが歴史の中で形成されている。日本には日本の

流通があり、従って中国には中国の流通がある。物流は「物の流通」の略であり、流通シ

ステムの一部である。物流も属地性や排他性を持っている。たとえば、日本国内の物流は、

荷主や輸送貨物、地域などによって、住み分けがなされており、それに応じた輸送ルート

や輸送モードが存在している。流通分野の規制緩和や市場開放が政治・外交問題化するの

は、流通というものがこうしたきわめて歴史的、地域的性質を保有しているためである。 
中国の人々の間には、計画経済時代から、巨大な国土と人口の中を生き抜く術として、

大なり小なりの様々なルート、いわゆる「関係」が形成されてきた。オートバイやエアコ

ンのメーカーが数百社も存在するのは、経済合理性よりも、こうした各ルートでの販売を

重視するために、ルート独自の生産企業が設立されるからでもある。ルートは、地域や企

業、公的機関、地方政府などありとあらゆる間に混在し、複雑に絡み合っている。中国の

流通システムはこうしたルートの集合体と見ることができる。中国物流に関わるというこ

とは、束になったルートの中から一本あるいは数本を選び出し利用するか、もしくは自ら

ルートを一本付け加えることといえるだろう。自らのルートを中国で作りあげるには、長
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い時間と少なからぬコストが必要になる。独資で参入する場合は、いわゆる地方政府主義

や人治主義といった障壁は、一層高くなるであるであろうか、短期間でルートを確保する

ためには、既存のルートを利用するしかない。すなわちルートを持つ現地企業や組織との

提携関係を結ぶことになる。問題はどういう企業や組織をパートナーにするかである。中

国進出日系物流企業へのヒアリングに際し、事業成否の鍵を尋ねたところ、多くの企業が

「現地パートナーの選定」であると口を揃えている。どの現地物流企業と提携したらよい

かを見きわめることは容易ではない。進出企業には、中国事情に精通した人材を確保する

地道な取り組みが求められる。 
そして、中国で物流が成長するうえでの主な課題としては、物的インフラ、品質の管理、

政府の統制と地域の格差の四つの点が挙げられる。 
１、物的インフラ 

輸送インフラが未整備。例えば航空輸送では、主要都市間では航空路線が増えてはいる

ものの、大部分はまだに部分的である。また、旅客輸送が貨物輸送よりも優先されている。

最も広範囲に渡っている輸送インフラは鉄道であり、バルク輸送の９０％以上に使われて

いる。トラックは完成品の主要な輸送手段だが、全国的なネットワークがない。全国規模

の高速道路は 2010年の完成を待たせなければならない。また、通行料金が全体の輸送コス
トの２０％を超えるという問題もある。 
２、品質の管理 
中国のサプライヤーは品質面で問題がある。低コストの調整を取りまく環境は、必要と

されるレベルまだ達していない。原材料から最終製品に至るまでの環境が整備されていな

い。知的所有権の保護も課題の一つである。 
３、政府の統制 
輸入税が高い。また、税関の手続きが複雑で透明性に欠ける。担当者によって異なる当

局の対応に手を焼いた経験を持つ人が少なくない。 
４、 地域の格差 
中国では、地域によって経済レベルが大きく異なる点だ。沿岸地域の経済は発展してい

るが、内陸部では経済レベルが非常に低い。ロジスティクスなどに関する課題は、内陸に

行くほど多くなる。 
一方、中国の物流制度はまだ歴史が浅く、制度運用面での不具合も見られる。こうした

中国における物流事業環境は、製造業企業、物流企業に関わらず、進出日系企業の事業展

開の障害となっている。法規運用や行政手続きの改善ないし透明性確保のためには、一企

業や業界体だけの力で克服していくのは困難である。環境改善に向けた日本政府から中国

政府への政府間レベルの働きかけが求められる。今後は、これらの動きが沿岸部や主要都

市へと広がっていく傾向にあり、内陸部への進出が進んでいく見込みである。これらのほ

か、近年、環境問題と所得格差など社会経済的な問題も指摘され、中国国内で物流事業を

進めるには、それらにも配慮しながら長期的視野を持つことが肝要である。 
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