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世界の主な祝日 
 

＜10月＞ 
 

■中国 1～7日 国慶節 

■香港  １日 国慶節 

     14日 重陽節の翌日 

■韓国  ３日 建国記念日 

     ９日 ハングルの日 

■ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ15日 ﾊﾘﾗﾔﾊｼﾞ 

■タイ  23日 ﾁｭﾗﾛﾝｺｰﾝ大王祭 

■米国  14日 コロンブス記念日 

 

＜11月＞ 
 

■ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ３日 ディーパバリ 

     ４日 ３日の振替休日 

■米国  11日 退役軍人の日 

     28日 感謝祭 

■ロシア ４日 国民統一の日 
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公益財団法人鳥取県産業振興機構とっとり国際ビジネスセンターは、中国吉林省

長春市で開催された「第９回中国－北東アジア博覧会」に鳥取県ブースを出展し、

県内中小企業の中国東北地域における販路開拓・拡大支援を図った。 

 

■博覧会の全体概要 

名称：第９回中国－北東アジア博覧会 

日時：2013年９月６日（金）～11日（水）９:00～17:00 

場所：長春国際会議展示センター（吉林省長春市） 

 主催：中国国務院、吉林省政府 

 規模：海外からの参加を含めた2,600ブースによる総合見本市 

 

■鳥取県企業の出展概要（順不同） 

 

 

 

 

 

 

■成果 

 商談件数 約127件（うち、成約見込み３件） 

 会期を通して鳥取県ブースを訪れる来場者は大変多く、「メイド・イン・ジャパ

ン」に対する信頼度が依然高く、鳥取県企業にとって当地での販路開拓の余地は

まだまだあることが再認識できた。 

 現地に法人を持つ㈱石田コーポレーションに展示品の輸送手配やビジネスマッチ

ング等の業務を委託することで、スムーズ且つ効率良く博覧会に参加でき、その

結果、現地企業との活発な商談を行うことができた。 

 参加企業からは「一般消費者の反応を見ることができ、今後に向けた課題が分

かった。来年度も出展したい。」という声が聞かれるなど、満足度が高かった。 

 

 とっとり国際ビジネスセンターでは、成約の見込がある商談をフォローし、１件

でも多くビジネスに繋がるよう引き続き支援をする。 

 

■写真（鳥取県ブースの様子） 

見本市出展結果（第９回中国－北東アジア博覧会） 
県内企業４社が中国東北地方へ販路拡大を図る 

【とっとり国際ビジネスセンター 早川】 

企業名 所在地 出展商品 

株式会社石田コーポレーション 米子市 調味料、健康食品 

大谷酒造株式会社 琴浦町 日本酒 

有限会社大文字広告社 鳥取市 珈琲、はちみつ 

有限会社山根農機商会 米子市 精米機、石抜機 



【チャイナワーク 孫 光】 

最新的上海 ～現地レポート～ 67 
上海自由貿易試験区が正式オープン 

■上海自由貿易試験区とは 
 

 今年８月に国務院で上海自由貿易試験区（以

下、FTZと略記）の設立が決定し、国慶節を目

前に控えた９月29日、ついに正式オープンと

なった。FTZの設置区域は、従来の上海総合保

税区（外高橋保税区、洋山保税港区、浦東空港

総合保税区）と同一エリア。中国政府として

は、従来の保税区を世界の自由貿易水準に高

め、FTZの推進によって今後のTPP参入への基盤

作りにしようとする方向性のようだ。 

 

■具体的実施政策 
 

①外資独資企業への条件緩和 

 サービス業の拡大開放措置（規制緩和措置）

として、金融、海運、商業貿易、専門的サービ

ス、文化サービス、公的サービスの６分野が対

象となっている。娯楽産業、旅行業、人材仲介

業などのこれまで禁止あるいは制限されていた

業界において、中外合資あるいは外資独資での

参入が可能となる。具体的な外資参入禁止分野

の目録は今後発表される見込みだ。 

 

②各種手続の廃止及び簡素化 

 上述のような認可制度の廃止や規制緩和に加

え、設立手続や貿易手続において簡素化・効率

化される。例えば、FTZを経由する輸出入貨物

手続は1回で通関・検疫・検査が可能となり、

FTZ内での貨物保管及び移動については手続が

不要となる。またFTZ外から貨物を搬入する場

合、３つのどの保税区に搬入した場合でも、荷

主は増値税還付申請が可能となった。 

 

③人民元の自由兌換及び金融分野における開放 

 推進 

 中国には、外貨管理局と呼ばれる、外貨の出

入りを管轄する部門があるが、FTZ内での自由

取引によって、国内外貨のFTZ内への流れ込み

を防ぐため、当初は、政府に認定を受けたパイ

ロット企業のみに弾力的な自由取引を認める可

能性が高い。またファイナンスリース企業や健

康医療保険企業などの銀行業以外の企業につい

ても積極的に参入推奨することが発表されてい

る。 
 

④優遇税制 

 一定の条件を満たした企業に対し、通常25％

の企業所得税を15％まで引き下げる。 

 

■企業への影響と今後の方向性 
 

 ご周知のとおり、中国では「モノとカネの流

れの一致」が原則であるため、原則上、三国間

貿易などのオフショア取引ができない仕組みで

あった。FTZの始動により、より柔軟な国際取

引・投資が可能となる。また、貨物貿易から

サービス貿易への方向転換が示されたことは、

第三次産業とりわけサービス分野における向上

が意図されており、FTZが多国籍企業の地域本

部が集まるエリアへと発展することが期待され

ている。 
 

 中国のTPP参入にむけて、まずは商業の中心

上海においてその突破口が開かれたわけだが、

実現規制緩和措置分野における具体的な条件や

運用について、どの程度の規制緩和と開放が実

現されるかについて、今後発表される実施細則 

を注目しなければならない。 

 

《参考》 

・国務院による中国（上海）自由貿易試験区の 

 総合法案発表に関する通知 

（新華ニュース： 

 http://sh.xinhuanet.com/2013-09/27/  

 c_132756245.htm） 

・検索サイト「百度」の「百度百貨」  

 

※ここに記載の内容は、10月８日時点のもの。 



 若者が多く集まる引益大学校の近くには個人が

直接家具を製作できる工房が増加し、DIYに必須な

電動工具やインテリアに関する小物に対する消費

者の欲求も大きくなっている。 
 

 景気不況の影響を受け、既存の家具や生活用品

をリフォームや修理して使用するか、屋内のイン

テリアを個人が直接リモデリングする事例が雑誌

やテレビ等を通じて紹介され、若者層を中心にセ

ルフインテリアに対する興味は更に増幅されてい

る。 

 

■電動ドリル、ミシン等の輸入が中心。 

 生半可な判断は禁物！ 
 

 2011年基準のDIYインテリア市場は1,000億ウォ

ン台と推定されるが、正確な統計はない。インテ

リア市場全体が10兆ウォン台であることを勘案す

ると、実質的な規模はかなり大きいと判断され

る。全体的に景気が不況であるにもかかわらず、

関連市場が年10％以上成長しているため、今後の

予測も楽観的である。 
 

 関連業界はDIY市場をニッチ・マーケットとして

狙っている。韓国の代表的なオンラインモールで

あるGマーケットや11番街では、電動ドリル、接着

用品、ミシン、ペイントのようなセルフインテリ

アに関する用品の売上高がここ最近毎月20％ずつ

成長している。しかし、DIYに関する用品の大部分

が輸入製品である。 
 

 家具や室内用ペイントの場合、多少高くてもア

メリカ等の外国産の環境にやさしい水性ペイント

を好む消費者が多い。また、電動ドリルやミシン

のような関連工具の場合、かつて市場が成熟した

国で生産された製品が主流を構成しているため、

最近２～３年の間に韓国への輸入物量が急激に増

えた。電動工具の場合、ドイツのボッシュや日本

のマキタが代表的な会社である。 
 

 このため、B2B販売に注力している韓国の塗料

（ペイント）会社は壁紙の代わりに室内に塗装で

きる環境にやさしいペイントを販売する等の対応

をとっている状況である。 
 

 しかし、韓国のDIY市場が完全に成熟していない

ため、判断するにはまだ早い。過去、イケアが日

本市場で失敗をし撤収した後、20年後の2006年に

再進出した事例があることから、DIYの代表走者で

あるイケアが韓国で成功できるかどうかによって

今後韓国のDIY市場も翼をつけることになるかどう

か、決まる。 

 持続する景気不況、環境に優しい生活の重視、

グローバル家具会社であるイケアの韓国上陸等の

様々な要素がかみ合って、韓国で今、DIY（Do-It-

Yourself）の風が吹いている。DIYとは、完成品を

購買せず、消費者が家具等の家庭用品を直接製

作・修理することであり、日本では“DIY女子”と

いう新しい言葉が生まれた。今回はDIYトレンドを

中心に韓国インテリア市場の現況及び今後の予測

について調べる。 

 

 年売上40兆ウォン（約３.６兆円）に至る世界的

な家具会社であるイケアの韓国進出を控え韓国の

家具及びインテリア市場に変化の兆候が現れてい

る。イケアはソウル近隣に来年末の営業開始を目

標として８月に着工した。食卓やたんす等の家具

だけではなく、テーブルクロス、額縁、子供のよ

だれかけまで約9,500種類の物品を販売しているイ

ケアの製品は消費者が直接組立するDIY形態として

完成品中心の韓国の家具会社を脅かしながら既存

市場の版図まで変える波及効果があると予想され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■胎動し始めた韓国のＤＩＹ市場 
 

 イケア効果は既に現れている。全世界の40ヶ国

に約330店の売場を有するイケアの韓国進出は多少

遅れた面がある。しかし、中小並行輸入会社や海

外直購買を通じてイケアの製品が流通し、個人が

直接家具を製作・インテリアするDIY市場が韓国で

も遅れて胎動し始めた。 
 

アンニョンハセヨ KOREAレポート 17 
韓国で胎動し始めたＤＩＹ市場 

【安進会計法人 キム・ミョンギュ】 

関連製品 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年8月 

家庭用ミシン  8,468  9,433  11,199 11,180     7,411 

家庭用電動工具  1,707  1,778 1,765  2,579     1,278 

 ★DIY関連用品の輸入現況 

 （単位=千ドル、資料=韓国関税庁） 



何事か」と痛烈な批判をした。最高権力を持つ馬

総統が王金平を虐めている、という構図になった

のだ。この時点で大多数の国民が王金平の味方と

なった。この辺りから、マスコミがヒートし始め

た。「馬王の戦い」とか、半澤直樹をもじり半澤

金平の「やられたら、やり返す。10倍返しだ！」

とか、台湾でも放映している「矛盾(ほこ×たて)

対決」から「友達のいない総統」対「敵のいない

院長」等、芸術的な絵が、ネット上に配布されて

いる。 

 

 ９月11日には、国民党執行部が、王金平の党籍

剥奪を決定。党籍がなくなれば、比例代表で当選

している王金平は、議員辞職を余儀なくされる事

態となった。そして馬総統は、王金平を追い込み

にかかる会見を開いた。「司法の独立を犯す重大

な犯罪である。王金平は私の盟友であったが、党

 台湾馬英九總統の支持率が9.2％にまで落ち込ん

でいる。まさに末期症状である。なぜ、こういう

事態になったのか。９月に起きた馬総統対王国会

議長の戦いをまとめてみた。 

 

■9.2％(英国BBC報道) 
 

 馬英九総統の支持率である。ちなみに、安倍首

相の支持率は65％(日本経済新聞)。米国オバマ大

統領は47％(ブルームバーグ)、韓国の朴大統領は

不人気と言われながらも、60％(朝鮮日報)ある。

台湾で異常事態が起こっている。日本ではほとん

ど報道されていないが、台湾政界で内部紛争が勃

発している。紛争の経緯を時系列に紹介したい。

時は９月８日、「屈辱的な一日である」この馬総

統の言葉から始まった。主要登場人物は、台湾与

党の国民党党首兼台湾総統の馬英九。台湾国民党

立法院長(国会議長)の王金平。二人は、台湾国民

党のツートップ。そして、野党の民進党の柯建銘

立法委員(国会議員)である。馬総統が緊急会見を

開いた。その内容は驚くべきものであった。与党

である王金平立法院長が、会計法違反で起訴され

ていた野党民進党の柯建銘立法委員を控訴しない

よう高検検察長や法務部長に違法に口利きをし

た、という衝撃的な内容である。要は、身内が政

敵を助けていたということだ。馬総統は司法の独

立性を揺るがす事件として、海外出張をしていた

王金平に直ちに台湾に戻るように指示。受けた王

金平は、９月10日夜に緊急帰国をした。そして空

港で会見を行った。それは、馬総統の宣戦布告を

正面から受けて立つ内容であった。まず法務部長

への口利きは、違法に当たらない、と釈明。そし

て「私が出国している時機を見て、この問題を表

沙汰にした。なぜこの問題が表面化したのか」と

台湾特捜部の調査に対して大きな疑問を呈した。

「私は、常に国民党の一員」と述べ、その時点で

は、国民党の離党、辞任については言及しなかっ

た。台湾特捜部調査に対しての重大な疑義とは、

王金平の盗聴をしていたということである。恐ら

くは馬総統の指示の下、特捜部が盟友の盗聴をし

ていた。これが、次の争点になったのだ。この時

点から、風向きが変わる。当初は、与党である国

会院長が、野党の国会議員の控訴を取り下げさせ

るという行為に批判があったのだが、この民主時

代下、戒厳令下を思い出させる盗聴を総統が指示

していたのではないか、という台湾人の暗い琴線

に触れる行為が国民を怒らせた。国民党内部でも

王金平支持が広がる。前の国民党党首、連戦の息

子である連勝文が王金平を訪問し支持を表明。民

主時代には、秘密警察を使うべきではない。裁判

で決着をつけるべきだ、と。更に野党親民党の宋

楚瑜主席も「権力を持つものが、盗聴をするとは

現地発！台湾月刊レポート 76 
支持率９．２％の台湾総統 

〈次頁へ続く〉 

写真上：半澤直樹をもじった半澤金平の登場人物。 

写真下： ほこ×たて対決をもじった馬王の戦い。 

（出所：リンゴ日報ＨＰ）  



統は、王金平が気に入らない。遡れば、国民党主

席選挙を馬総統と王金平が争った時、馬総統が

勝った。馬総統は、直ちに王金平を訪問し和睦を

申し込もうと思ったが、王金平は踵を返し台北か

ら高雄に帰ってしまった。会わなかった。これ

が、馬総統のかんに障った。腹の中で黒いモノが

フツフツと発生したのである。いつかやってや

る、と恨みをこれまで継続していたのである。い

つか叩き潰してやると恐ろしいほどの権力欲と不

信感。更に、馬総統は、大陸統一派。馬総統に就

任してから大陸との融合政策は、凄まじい。対し

て王金平は、影の台湾独立派。そして独立派が多

い台湾南部の高雄を選挙地盤にしている。合うは

ずがない。以上のように日本では報道されていな

いが、台湾では、大変な政局になっているのだ。

一方の野党民進党もグダグダ状態で、攻めきれな

い。 
 

 10月に入り状況が多少緩和方向に向かっている

ものの、下手を打つと台湾は無政府状態となる可

能性もある。一方、経済的には市場は冷静で株価

も最高値を伺うほど安定している。しかし政治的

には何が起こってもおかしくない状況にあること

を知ってほしい。 
 

 大陸からの観光客も順調に増え続け、台湾と大

陸の経済圏が一つとなりつつある現在、今後、台

湾人がどのような選択をしていくのか、日本の安

全保障上、経済的な繋がりが緊密である以上、無

視することができないだろう。10月８日からは、

台湾でも「半澤直樹」が放映される。「やられた

ら、やり返す」どちらがやるのか、やられるの

か。テレビドラマと現実のドラマ。台湾人にとっ

て目が離さない状況である。ちなみに「やられた

ら、やり返す。倍返しだ!」の中国語は「人若犯

我，必定奉還，而且是加倍奉還！」である。「百

倍返し」は「百倍奉還(バイ ベイ フェン ホア

ン)」である。ぜひ活用されたい。 

籍剥奪を行わないと、司法の独立・規律を守るこ

とができない」と悲痛な表情で会見した。私もテ

レビを見ていたが、ヘボ役者なみの臭い演技で

あった。王金平は、直ちに裁判所に対して国民党

党籍維持を求めた。仮処申請分が認められ、裁判

所による判決が確定するまで立法院長、立法委

員、国民党党籍が、法的に認められることになっ

た。この時点で、国民の馬総統の支持率は、11％

に落ち込む。王金平の党籍剥奪反対が67％。賛成

は19％。そして馬総統の罷免に対しては、なんと

59.23％が賛成を示したのである。馬総統への批判

が高まる中、国民党は直ちに抗告した。裁判所

は、国民党内部問題に介在すべきではない。既に

党籍剥奪された王金平を保護できる法律はない、

と。膠着し始めた状況下、国民が立ち上がり始め

た。中秋節休暇明け(９月下旬)から、デモが頻繁

に行われている。29日には、馬総統の王金平イジ

メを見かねた市民が立ち上がり、黒い服を来て総

統批判が行われた。更に台湾高裁は30日、国民党

の抗告を取り下げた。王金平の身分が維持される

ことになったのだ。しかし、これに対しても馬総

統は、最高裁に上告指示をだした。そして終に文

頭の支持率「9.2％」へ至ったのである。 
 

 これが９月に起きたストーリーである。この問

題は、根深く複雑だ。しかし簡単にいえば、馬総
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 今後の事業拡大やリスク分散のために海外拠点を設置し、海外展開を進める企業が増加しています。

海外進出で必ず直面するのが、海外赴任者の処遇等、人事労務体系の整備と日本における税務の取り扱

いです。今回は、進出に際して必要となる海外給与システム設計、海外赴任規程・海外赴任マニュアル

の整備のノウハウ、海外赴任決定→出国→海外勤務中→帰国後それぞれの段階における税務の取り扱い

について、実際の事例をベースにお話します。 

 

日 時：2013年10月11日（金）13：30～16：45 

場 所：鳥取商工会議所会館５Ｆ大会議室（鳥取市本町３丁目201） 

主 催：三井住友海上経営サポートセンター 

内 容：第一部 海外赴任者の給与設計、規程・マニュアル整備のポイント 

    第二部 海外赴任者の日本における税務の取扱い 

講 師：第一部 社会保険労務士法人みらいコンサルティング 社会保険労務士 安達 翼 氏 

    第二部 税理士法人みらいコンサルティング 税理士 山田 裕之 氏 

参加費：無料 

定 員：50名（１社２名まで） 

詳細、問合せはこちら： 

    三井住友海上火災保険株式会社 鳥取支社（担当：上野） 

    TEL 0857-24-7241  FAX 0857-29-1034 

公益財団法人 鳥取県産業振興機構 

とっとり国際ビジネスセンター 

  住所 境港市竹内団地２５５-３ 

  Tel    0859-30-3161 

  Fax   0859-30-3162 

  Email  kaigai@toriton.or.jp 

  URL   http://www.tottori-kaigai.com/ 

本誌『とっとり・グローバルウォッチ』は、皆様から内容のご提案や掲載されている情報への  

ご意見・ご感想をお待ちしておりますのでお気軽にお寄せください。 

 中国吉林省の長春市内を歩いていた時のこと。街中に設置されてい

るゴミ箱をふと見ると、「リサイクル品」と「その他のゴミ」に分けら

れていることに気付いた。10年前の中国では、“ごみの分別”という言

葉はほとんど存在すらしておらず、可燃物も不燃物も全てが一つのゴ

ミ箱に捨てられるのが普通だった。 

 中国の環境汚染がひどくなるにつれ、中国人の環境保護に対する意

識も徐々に高まってきている。中国政府も環境問題を問題視し、問題

解決のために法的制度の充実を図って

いる。聞くところによると、中国にお

ける省エネ・環境保護産業の市場規模

は2020年までに５兆元を超えるらし

い。しかし、それに伴う技術が不足し

ており、政府は外資からの技術移転や

合弁などを推奨している。 

 今後更に環境ビジネスが脚光を浴び

ることは必然である。日本の技術でビ

ジネスチャンスをつかむことも可能だ

と思う。 

編集後記 

セミナー開催のご案内 
海外赴任者の給与設計、規程・マニュアル整備のポイントと日本における税務の取り扱い 

長春市内で見かけたゴミ箱 

（リサイクル品を分別） 


