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産権交易所を活用した中国市場戦略

1 中国の産権交易所は、物権・債権・株権・知的所有権など各種の財産権を扱う機関である。年々取扱量が

増えており、広域化と統一化、専門化が進んでいる。

2 2009年に、新たにメディア、芸術、エンターテイメント等の文化産業関連サービス機関として「上海文

化産権交易所」が創設され、日中経済総合研究所内に日本事務所を設置した。

3 産権交易所の活用により、日本企業は中国に現地法人を設置し、自らビジネス展開を行う以外にも、ビジ

ネスの権利を譲渡するという方法が考えられるようになった。特に、日本に蓄積された情報、ノウハウ、

コンテンツを中国語圏でビジネス展開することは大きなビジネスチャンスとなる。

4 中国の非上場、非公開の株式市場は試行段階であり、新三板市場（店頭株式市場）と産権交易所のそれぞ

れがその役割を担っている。産権交易所の機能を活用することで、これまで難しかった中国での資金調達

にも新たな道が開かれたと言えよう。
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海外動向〔中国ビジネス動向〕

中国産権交易所発展の経緯

日本に存在せず、中国に存在している機関に、
産権交易所（財産権取引所）がある。
産権交易所は、中国が計画経済から市場経済へ

と移行する課程で、国有企業改革に伴う国有企業
が持つ国有財産、集団資産の譲渡・売買を公平か
つ合理的に行うために全国に設置された。
1988 年、最初の産権交易所が武漢に設置され、

その後一年間で中国全土に 25 の交易所が生まれ
た。本格的な拡大は、1992 年の 小平南巡講話以
降で、全国に 200 以上の交易所が設置された。そ
の後一時期は、不正発覚による活動中止等もあっ
たが、1999 年にはハイテク産業振興のために、多
くの地域で技術産権交易所が設立され、2001 年の
WTO加盟後は、企業のリストラ、M&Aが増加し、

再び活況を呈するようになった。
2003 年中国共産党第 16 期中央委員会第 3回会議

において、「産権とは、物権・債権・株権・知的所
有権など各種の財産権」と定義された。現在の産
権交易所の業務は、各企業産権、知的財産、文化
産権、技術産権等の譲渡や取引。国有資産の資本
参加、撤退などの戦略的投資活動。中央企業に所
属する国有資産の売買、外資によるM&A、企業再
建、IPOに関連するサービス。不動産の売買。中小
企業への融資、ベンチャー企業への投資。非上場
株式会社の株式委託管理等、多岐にわたっている。
全国に 200 カ所以上ある産権交易所の中で、国

有資産管理委員会が「中央級」としているのは、
上海連合産権交易所、北京産権交易所、天津産権
交易センター、重慶連合産権交易所の 4 社である。
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その他に、各省・自治区・直轄市の国有資産管理
機関が選定した「省級」交易所が 65 カ所、残りは
「地級」の交易所となっている。
これらの交易所は、統一に向かって動いている。

上海連合産権交易所を中心とする長江流域産権交
易共同市場、天津産権交易センターを中心とする
北方産権交易共同市場、青島産権交易所を中心と
する黄河流域産権交易共同市場、西部産権交易所
を中心とする西部産権交易共同市場の 4 共同市場
が構成されている。
また、中央級の産権交易所の連携も進んでいる。

2008 年、上海連合産権交易所、北京産権交易所、
天津産権交易所、重慶連合産権交易所の中国国内
最大規模の産権交易所が「上海協議」として市場
規則を統一した。それ以前は、完全に統一された
市場交易制度が確立しておらず、各地域にまたが
る企業の合併・再編においては、常に政策のあい
まいさ、規則違反が見られ、産権市場の価格決定
と資源配置機能を十分に発揮することができな
かった。「上海協議」によると、上海、北京、天津、
重慶の産権交易所 4 社は、連合協議システムを確
立し、統一した交易システムの構築を目指すとい
う。
また、特定分野の産権を取り扱う専門的な機関

も整備されつつある。2003 年には、北京に「中関
村技術産権交易所」が設置された。2007 年には、

上海連合産権交易所の出資により、先進国・発展
途上国間の技術移転、産業移転促進を目的とした
「世界技術産権交易所」を設置。2008 年には、排出
権取引を目的とした産権交易所も誕生している。
北京産権交易所が出資した「北京環境交易所」、天
津産権交易所がシカゴ気候取引所と共同出資した
「天津排出量交易所」、上海連合産権交易所内に
「上海環境能源交易所」が設置された。
また、2009 年には、上海連合産権交易所、解放

日報、上海精文投資公司の出資により、メディア、
芸術、エンターテイメント等の文化産業関連サー
ビス機関として、「上海文化産権交易所」が設置さ
れている。
産権交易所の取引金額は、2003 年が約 1,000 億

元、2004 年が約 2,000 億元とほぼ倍増し、2007 年
には約 3,600 億元と急激に拡大している。
中国産権交易所の中で最大規模を誇るのが、上

海連合産権交易所である。全中国産権交易所のう
ち約 27 ％のシェアを占めている（第 2 位は北京
18 ％、3 ～ 5 位は武漢、広州、天津で約 10 ％、上
位 5社で約 74 ％）。

上海文化産権交易所の事例

2009 年 6 月に設立された上海文化産権交易所は、
同年 8 月、弊社とも協力関係にある株式会社日中
経済総合研究所と戦略的協力契約を締結した。今
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写真 1 上海文化産権交易所のＨＰ

出所：○○○
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後本格的運用を開始する、この新会社を事例に中
国産権交易所の活用について考えてみたい。
上海文化産権交易所は、上海市人民政府が認可

し、設立した総合的な文化産権取引サービス機関
であり、中国国家中央宣伝部、文化部、国家広播
電影電視総局、新聞出版総署からの支持も得て設
立された。
上海文化産権交易所が取り扱う事業内容は、文

化物権、債権、持ち株権、知的財産権など各種文
化産権の取引である。上海文化産権交易所は、中
国全土のみならず世界に向けた専門市場のプラッ
トホームを目指している。
文化物権とは、情報、メディア、コンテンツ、

エンターテイメント等を指す。具体的には、新聞、
出版、テレビ、ラジオ、映画等の専用権益の譲渡、
文化・芸術、エンターテイメントの経営権、イン
ターネット上のコンテンツ、文化芸術関連のマネ
ジメントと市場サービス経営権、各種の出版権と
使用権、オリジナル製品とブランドの使用権、放
送と公演の権益、文化遺産の収集経営権、文化専
用権益、文化企業の買収権、持株権などの文化産
権関連取引サービスの提供等を指し、投資者及び
ファンドに投資、融資等の業務支援、コンサル
ティング、再融資などのサービスを提供する、と
している。
こうした文化関連の取引においては、法律上、

契約上のトラブルが起きやすい。そこで、中国政
府は、公的機関である上海文化産権交易所を通す
ことで、「公開・公平・公正」に譲渡や取引を締結
させることを目指している。中国は法的整備の途
上であり、刻々と法律が変わっていく。日本では
簡易な契約書で済ませるケースでも、中国では詳
細な契約書が必要となることが多い。そのために
は法律事務所と契約したり、顧問弁護士と契約す
る必要があるが、産権交易所は、そうした法律上
のコンサルティング、情報公開、プロジェクトの
推薦、投資の誘致、買収合併、プロジェクト融資、
産権取引のアレンジなどの機能も有している。
具体的な産権取引では、案件がスクリーンアッ

プされ、インターネットで会員に情報公開される。
スクリーンを見た顧客が入札希望を出して、上海
文化産権交易所が調整することになる。最初の条
件面で折り合わず、入札不調な時には、条件変更
などのアドバイスも行っている。
スクリーンアップの期限は 1 年間。費用は、ス

クリーンアップ費用、月々の管理料、成約した場

合の取引手数料（成功報酬）が必要となる。スク
リーンアップ費用は、取引額 5,000 万人民元未満で
1件あたり 10 万円、取引高 5,000 万人民元以上が 1
件あたり 20 万円。月々の管理料が毎月 3 万円。成
約手数料が、1,000 万人民元未満が 6 ％、1,000 万
人民元以上 3,000 万人民元未満が 4 ％というよう
に、取引高が上がるにつれ、次第に率は低く設定
されている。
上海文化産権交易所のスクリーンアップの種別

は以下の通り。①新聞、出版、発行、ラジオ、テ
レビ、映画、②文化芸術、演芸経営とその関連市
場、③オリジナル産業とデジタルソフト、設計及
びビジネスコンサルタント、広告展示、④ネット
文化とエンターテイメント、ファッション、⑤著
作権、文化遺産の収集鑑賞、⑥旅行、ホテル、飲
食関係、⑦体育、衛生、社会福祉、教育、⑧文化
関係の政府調達、専用権益等、⑨文化投資、コン
サルタント、買収合併。

中国市場参入における産権交易所の活用

これまで、日本企業が中国市場に参入する際に
は、まず現地法人の設立を考えた。独立資本でも
合弁でも、中国ビジネスにおいては、中国政府、
地方政府等とのコミニューションが重要になる。
中国ではあらゆる場面で政府機関の許認可が必要
になり、日本企業と中国企業と比較した場合、ど
うしても中国企業が有利になる。
産権交易所が整備されたことにより、日本企業

の中国市場進出もこれまでと異なるアプローチが
可能になっている。自ら現地法人を設立するので
はなく、ビジネスの権利を中国企業に譲渡すると
いう発想である。
たとえば、日本のメーカーが中国市場に輸出を

考える場合、通常だと中国に販売会社を設立し、
卸売や小売の許可を得る。その他にも、社員の雇
用、不動産賃貸、事務所開設等にもすべて認可が
必要になる。しかし、中国市場での独占輸入販売
権を中国企業に与えることで、実質的な中国市場
進出が可能になる。
上海文化産権交易所の場合も、たとえば、以下

のようなビジネスモデルが考えられる。
まず、新聞社、出版社が自社のコンテンツの中

国語翻訳権と中国での出版販売権、中国語イン
ターネットへの掲載権を中国企業に譲渡する。そ
の権利で利益を上げるという発想もあるが、私は
無償で譲渡しても日本企業にメリットがあると考

海外動向
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える。たとえば、業界新聞が中国の業界新聞に翻
訳権と出版販売権、中国語インターネット掲載権
を譲渡することで、元のメディアがこれまでの数
倍もの影響力を持つことになり、メディアの価値
が高まるだろう。また、中国の媒体への広告出稿
等の窓口になれば、その収入も見込める。これま
で、あいまいな協力関係、提携関係を結んでも具
体的な効果がなかったものが、権利の譲渡、売買
という形態を採ることで明確な契約が締結できる
のである。
また、著作者にとっても、新たな市場開拓がで

きる。英語での著作が世界市場に販売できるのに
対し、日本語の著作物は、日本国内しか流通しな
い。そのため、原稿料や著作権料が低く抑えられ
ている。文化産権交易所を活用することで、日本
語のコンテンツが中国語に翻訳され、中国語圏に
流通するようになれば、売上の拡大が見込めるだ
ろう。
テレビ、ラジオ、映画等のコンテンツ、イン

ターネット上のコンテンツも同様である。これま
では、国内市場だけで採算を考えなければならな
かったが、中国語翻訳権、及び中国語での営業権
を販売することで、新たな市場が開拓できる。現
在、日本のテレビ局等は経営悪化に苦しんでいる。
日本国内向けに政策したドラマ、教育番組等がア
ジアで流通することが可能になれば、ビジネスモ
デルは大いに変わるだろう。最初から、中国語に
翻訳することを想定すれば、中国企業のスポン
サーを獲得することも可能になるはずである。
日本のマンガ、アニメも巨大な資産である。ま

た、キャラクタービジネスを含めれば巨大なビジ
ネス権益となるだろう。中国には偽物が反乱して
いるが、それを日本にいながら完全に取り締まる
ことはかなり難しい。しかし、中国に利害関係を
持つパートナーがいれば、彼ら自身の利益のため
に偽物を取り締まるはずである。
日本の美術展、デザイン展、アートイベント等

もその権利を販売できるだろう。中国の現代アー
ト市場は日本よりも規模も成長性も高い。現在、
一部の日本企業が北京や上海でギャラリーを開い
たり、展示会を主催しているが、これを中国全土
に拡大するには、中国企業との提携が効果的であ
る。
アパレル企業にとっても、活用は可能である。

たとえば、日本ブランドの独占輸入販売権に加え、
セカンドブランドの開発及びライセンス生産及び

中国内販売権を与える。そして、企画ライセンス
料を最終的に、自社で運営したいのであれば、期
間限定の契約を締結すればいい。
ショップデザイン、VMD、接客販売、メイク

アップ、ネイルアート、エステティック等々の専
門的な知識や技術を使ったビジネスを中国で展開
したいのならば、単独で進出するより、その権利
を中国企業に販売するという考え方もできる。
いずれにしても、日本に蓄積されている経験や

ノウハウをビジネス化する場合の、有効なプラッ
トホームとして機能することが期待されているの
である。
要は、産権交易所という機能をいかに活用する

か。どういう発想で案件を設定し、スクリーン
アップするかに掛かっていると言えるだろう。
上海文化産権交易所であれば、1年間のスクリー

ンアップをしても、通常なら 1 カ月 4 万円にも満
たない。それで反応がなければ、自社単独で進出
しても成功はおぼつかない。反対に具体的な反応
があれば、ビジネスの可能性があるということに
なる。
こう考えると、産権交易所を活用することは、

①中国市場での市場調査、ビジネスチャンスの可
能性を高め、②合理的に現地パートナー企業との
マッチングを行い、③地方政府機関とのコミュニ
ケーションを結ぶことにつながる。

＊問い合わせ先：上海文化産権交易所日本事務所
東京都品川区北品川 1-10-2 ピラミッド品川ビル 3階
株式会社日中経済総合研究所内
電話 03-5796-0515（担当：吉川、水流）

中国の店頭株取引と産権交易所

2009 年日本経済新聞に、中国版ナスダックとし
て、深 証券取引所の創業板を紹介している。10
月 30 日に、IT、バイオなどのベンチャー企業 28
社が上場し、取引を開始することを発表したとい
う記事である。
中国の株式市場は多層的な構造となっている。

メインボードと中小企業板（板とはボードの意）
が上海・深 にあり、今回話題の「創業板」は、
2009 年 5 月 1 日実施の「創業板弁法」に基づいて、
深 証券取引所に創設されたものである。
その下に、「三板」と呼ばれる店頭株式市場があ

り、更に、旧三板市場と新三板市場に分かれてい
る。

産権交易所を活用した中国市場戦略
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旧三板は、1993 年以降に場外店頭取引市場に上
場されたが、その後、違法な場外取引所を整理す
る際にシステムが打ち切られ当時の法人株を、
2001 年に再度店頭株式の取引を試行し、ここに旧
三板が生まれた。一方で、メインボードの上場廃
止制度が機能し始め、上場廃止になった株式を旧
三板で取引する道を開いた。しかし、旧三板手は、
IPOや増資を行うことはできなかった。
その後 2006 年に、ハイテク、高成長の新興企業

を育成する目的で、試行制度がスタートし、新三
板が生まれた。新三板は、旧三板と異なり増資が
可能になっている。現段階では、試行段階であり、
中関村科技園区の企業のみを対象としているが、
今後は全国に拡大する予定である。
新三板市場について述べたのが、産権交易所も

またハイテク企業株式の取引を行っているからで
ある。ただし、産権交易所の株式取引は、「取引さ
れる対象が分割・標準化されず、取引が連続的で
ないこと」が原則となっている。

産権交易所は、非上場、非公開株式の取引から、
産権交易所の一部に資本市場の機能を持たせよう
としており、2008 年には、非上場の株式を扱う
「天津株権交易所」が設立された。また、前述した
ように、北京には「中関村技術産権交易所」が存
在している。
このように見ていくと、中国の非上場、未公開の

資本市場は試行段階であることが分かる。私は制度
が完全に固まっていないこの時期に、先陣を切るこ
とをお勧めしたい。産権交易所は、地方政府と密接
な関係を持つ機関である。具体的なビジネスを始め
る前に、政府機関とのコュミケーションを取ってお
くことは、その後の展開でも有益だろう。
また、優れたビジネスモデルや独自の技術があ

れば、その資金調達のチャンスもある。中国とい
う国は、こちらが積極的にビジネス展開する意志
があり、それが有望ならば、可能性が開けること
が多い。制度が確立していないからこそ、チャン
スがあるのだ。

海外動向
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