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はじめに
中国船舶工業年鑑によれば、2009 年末時点における中国におけるプレジャーボート
製造工場は全国に 364 社を数え、その多くは、江蘇省、上海市、福建省、遼寧省、浙
江省、広東省、山東省に集中しており、その内、15％は外国からの技術を導入して OEM
でボート生産をしています。また、税関統計によれば、2009 年の中国舟艇の輸出は 177
万隻、輸出額は 1.7 億米ドル、輸入は 1,100 隻、輸入額は 3,950 万米ドルとなりまし
た。
他方、中国経済は 1978 年から始まった改革開放政策の 30 年の期間限定平均 9.8%の
高成長を遂げ、世界金融危機の影響下の 2009 年においても国内総生産(GDP)伸び率
8.7%と高い経済成長率を維持し、2010 年 3 月の中国全国人民代表大会では消費の底上
げを図る等外需型から内需型にあらゆる産業構造を変換する「経済発展パターンの転
換」を打ち出しました。
そのような中、都市部を中心に急速に増加する富裕層をターゲットとした中国マリ
ンレジャー産業も日々発展しており、既にアメリカやヨーロッパなどの主要なボート
やヨットメーカーは、新しい需要開拓のために中国への販売戦略を展開し始めていま
す。造船、自動車、携帯電話などの分野に見られたように中国における市場拡大速度
は GDP の伸び率を遙かに上回るものであり、プレジャーボート市場においても近い将
来、早期に投資を行った企業を急速な拡大及びメーカー間の競争が予測されています。
そこで本報告書では、発展が見込まれる中国プレジャーボート市場動向について取
り纏めました。本報告書が皆様のお役に立つことが出来れば幸いです。
ジェトロ・上海センター舶用機械部
部長

重入義治
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1．中国プレジャーボート市場の概要
（1）中国プレジャーボート消費市場と産業の状況
2009 年 12 月 1 日、中国国務院がレジャー産業を国民経済戦略の支柱産業として育成
させるともに、新興産業や経済成長点として育成支援していくことを初めて提案した。
その後 2009 年 12 月 31 日、海南国際レジャーアイランド建設推進に関する国務院の若
干の意見として、明確に国家戦略の実施の推進を提案した。これは中国のプレジャー
ボート新興産業に、極めて大きな発展のチャンスをもたらしたといえる。
この背景には、中国には 24,800 の湖、6,500 の島、18,000Km の海岸線を持ち、プレ
ジャーボート消費の自然環境や地理的条件が揃っていることと、消費市場と産業の発
展状況がある。プレジャーボートは適用範囲が広く、用途が多様で経済牽引効果が明
確なひとつの消費部門であり、現代の製造業とサービス業の最も優れた接点でもある。
中国の経済が急速に発展するにつれ、人々の生活水準は向上し、中産家庭が次々に誕
生して力をつけたことで社会は徐々に「ポスト自家用車時代」に入りつつある。もし
も、プレジャーボートの生産技術が充分に向上し、販売技術や手段がレベルアップし
て、さらに関連製品産業が大きく発展をとげ、消費理念が一新されたとしたら、中国
のプレジャーボート経済は急速に発展し、次世代経済成長の進展の牽引者になり、次
世代消費の上位を独占するに違いない。
そして、それによって都市化を進展させ、雇用機会の増加を促すことで、調和のと
れた社会建設をする上で、有力な支えになるとの期待が大きい。ただし、後述するが
中国のプレジャーボート消費市場にはいくつかの問題・課題が存在する。
尚海南国際レジャーアイランドの建設は、プレジャーボートレジャーも重要な構成
要素となっている。提案では、プレジャーボートの管理規則を研究・改善し条件を設
けることで開放水域を適切に拡大する。またプレジャーボートのハーバー建設を積極
的に推進し、許可を受けた外国のプレジャーボートが海南に停泊する際のサービス業
務を万全にし、海南での国際ヨットレース大会を支援したり、プレジャーボートや軽
量型水上飛行機等のレジャー設備製造業を育成・発展させると言う。
現在中国のプレジャーボート産業は 2005 年から急速に発展を始め、予測では今後 10
年で生産規模が 100 億ドルに達するとみられている。また中国のプレジャーボート製
造企業は 325 社、そのうち 77%は主に作業艇を生産し、残る 23%がプレジャーボートの
生産を主としている。
（2）プレジャーボートの定義と分類
現在プレジャーボート（遊艇）の定義として国際的な統一解釈はまだない。中国交
通運輸部通達 2008 年第 7 号「プレジャーボート安全管理規定」
（2009 年 1 月 1 日施行）
の第 1 章、第二条では、
「その所有者自身が遊覧観光、レジャー娯楽活動などを目的と
する機械推進動力措置を有する船舶を指す」つまり公民、法人またはその組織が所有・
使用し、非営利的な遊覧観光・レジャー娯楽・余暇の水上スポーツ等の活動に使用さ
れる機械推進動力活動を備えた船舶としている。そして、一定の定員数と長さのある
プレジャーボート（12 人以上または 20m 以上など）は、客船に準じて管理を行うとし
ている。
また、中国交通運輸協会郵輪遊艇分会（組織・機能は行政機構の概要で説明）の定
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義では「健康的かつハイセンスで、大いに発展の可能性を持つ一種のレジャーおよび
水上スポーツ製品」となっている。
一方欧州の EC 指令では、
「長さ 2.5m を下回らない水上移動装置としての、または水
上移動装置として使用できるあらゆる性質の水上航行器具もしくは設備で、しかも非
営利的な海上スポーツ、スポーツフィッシング、または娯楽に用いられるものと限定
している。
中国税関では国際関税基準を適用しており輸出入製品を分類するにあたり、
「船舶及
び浮動構造物」に対し HS（Harmonized System）コード「89」という上二桁から始まる
分類番号で、船艇は客船と救命ボートは含まず主に 4 項目の小分類となっている。
89031000：娯楽/スポーツ用空気充填スピードボート等の船艇、空気充填手漕ぎボート
及び小舟
89039100：帆船（ヨット）、補助発動機を装備している・いないを問わない
89039200：発動機船（モーターボート）、船外機を装備しているものを除く
89039900：娯楽/スポーツ用でない船舶、手漕ぎボートおよび小舟
その他分類としては、船体の材料別、動力別、用途別、速度別、建造費及び贅沢度
による区分、大きさ等があるが、統計をとる場合では、国際関税基準の分類で集計す
るのが一般的となっている。
（3）中国プレジャーボート産業の輸出入状況
税関の統制資料によると、2009 年は四大分類船艇（税関分類番号 HS:89031000、
89039100、89039200、89039900）の輸出は減少し、合計 1,767,230 隻の輸出で前年比
18.4％の減少、輸出総額は 1.7 億ドルで前年比 22.3％の減少となった。

2005-2009年中国プレジャーボート輸出統計
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出典：2009－2010 中国プレジャーボート産業報告
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そして 2009 年の輸出の内容は HS:89039900 の「娯楽/スポーツ用でない船舶、手漕
ぎボート及び小舟」の輸出量が合計 72.211 隻、輸出額は 1 億ドルで船艇輸出総額の
58.6％を占めたが、前年比では 18.1％の減少となった。以下 HS:89031000、HS:89039100、
HS:89039200 の順と続いている（表 1 参照）。
表1

2009 年の主な輸出舟艇

製品

数量

金額

累計前年比±％
数量

金額

娯楽/スポーツ用空気充填スピード
ボート等の船艇、空気充填手漕ぎボ

1,694,190

61,550,661

-20.4

-23.1

788

5,410,951

-49.9

-6

41

3,622,461

-51.8

-71.3

72,211

100,124,787

98

-18.1

ートおよび小舟
帆船（ヨット）、補助発動機を装備
している・いないを問わない。
発動機船（モーターボート）、船外
機を装備しているものを除く。
娯楽/スポーツ用でない船舶、手漕
ぎボートおよび小舟

出典：2009－2010

中国プレジャーボート産業報告

また 2009 年度の輸入は、1.109 隻、前年比 41.8%減少で、輸入総額は 394 万ドルで
前年比 21.1％の減少となった。
2005-2009 年中国プレジャーボート輸入統計

図2
出典：2009－2010 中国プレジャーボート産業報告
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そして 2009 年の輸入内容は、HS89309900 の輸入量が合計で 696 隻、輸出額は 2.6 千万
ドルと最も多かったが、前年比 49.8%の減少。以下 HS:89039200、HS:89039100、HS:89031000
の順と続いた（表 2 参照）。
表2

2009 年の主な輸入舟艇

製品

数量

累計前年比±％

金額

数量

金額

娯 楽 /ス ポ ー ツ 用 空 気 充 填 ス ピ ー ド
ボート等の船艇、空気充填手漕ぎボ

167

59,376

-46.8

-52.1

135

6,122,263

29.8

135.9

111

7,268,678

11

121.7

696

25,985,130

-49.8

-41

ートおよび小舟
帆船（ヨット）、補助発動機を装備し
ている・いないを問わない。
発動機船（モーターボート）、船外機
を装備しているものを除く。
娯楽/スポーツ用でない船舶、手漕ぎ
ボートおよび小舟

出典：2009-2010 中国プレジャーボート産業報告

（4）中国プレジャーボートの輸出先と製造地
2009 年中国の舟艇は 136 の国と地域に輸出され、主な輸出地は欧州、北米及びアジ
アであった。欧州向けの輸出額は 6.68 千万ドル（前年比 19.2％減）、北米向けは 5.00
千万ドル（前年比 26.8％減）、アジア向けが 3.36 千万ドル（前年比 26.5％減）。
また 2009 年、中国からの舟艇の輸出額が多かった国または地域を下表に示す。
2009 年船艇輸出先トップ 10（金額ベース）

国または地区
1 アメリカ

輸出金額
（万米ドル）

金額比率

前年比

輸出数量

（％）

（％）

（隻）

462,682.00

27.10

-27.74

290,862

1,787.32

10.47

-24.49

15,874

1,248.33

7.31

-10.53

42,902

4 オランダ

1,248.33

6.42

7.90

151,597

5 フランス

798.32

4.68

-3.49

75,301

6 イギリス

788.78

4.68

15.41

35,855

7 ドイツ

771.10

4.52

-19.11

109,705

8 ロシア

744.81

4.36

-37.98

86,069

9 イタリア

586.76

3.44

76.81

135,124

10 ノルウェー

458.58

2.69

6.23

10,618

2 香港
3

オーストラリ
ア

出典：中国海事通信
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第 172 号

次に 2009 年、中国の舟艇製造地の統計では、福建省が最も多く 4223 万ドル（132
万隻）で前年比 13.9 パーセントの減少。以下、広東省の 4072 万ドル（18.5 万隻）で
前年比 26.8%の減少、次が山東省の 3447 万ドル（8 万隻）前年比 22.6%の減少と続いた。
4 位以下は、浙江省（5 万隻）、上海（10 万隻）、遼寧省（6 千隻）、江蘇省（1.3 万隻）、
江西(300 隻)、安微（1200 隻）、湖北省（850 隻）。
（5）中国プレジャーボートの輸入先
中国海事通信第 17 号によると、2009 年中国の舟艇の輸入額は、HS89309900 が最も
多く，2599 万ドル（前年比 50％減）であった。以下 HS89039200 が 727 万ドル（122％
増）、HS89039100 が 612 万ドル、39％減）。
また、地域別には主に欧州から舟艇を輸入しており、輸入額は 2471 万ドル（前年比
18.3%減）。次は北米からで、輸入額は 665 万ドル（前年比 48％減）、アジアからは 438
万ドル（前年比 39％減）。
輸入国別には、100 万ドル以上を輸入した国は 9 カ国あり、上位 3 カ国はイタリア
（1016 万ドル、前年比 44％減）、次にフランス（719 万ドル、170％増）、アメリカ（589
万ドル、52％減）。また中国内の輸入地では、広東省が最も多く、次に上海、浙江省と
続いている。

2．中国プレジャーボート関連政策
2.1 行政機構の概要
（1）中国交通運輸協会郵輪遊艇分会
CCYIA：China Cruise and Yacht Industry Association
中国交通運輸協会郵輪遊艇分会は、中国交通運輸協会に帰属する第二級機構。中国
発展改革委員会ならびに国家民政部の批准を経て,2006 年 11 月 22 日に設立された。
中国のクルーズ会社、クルーザー･ボート企業、クルーザー･ボート設計・メーカー、
トラベルサービス会社、サプライヤー、ポート関連企業、個人等により結成・設立さ
れた業界性、国際性のある非営利国家級社会団体である。会合活動の主旨は、中国政
府の委託を受け、中国クルーズとクルーザー・ボートの二大振興産業を積極的に推進
し、中国国家発展改革委員会の指導と監視下、一連の活動を展開し、中国政府のクル
ーズならびにボート産業の発展政策、計画策定を支援する。そして政府と企業、企業・
企業間で橋梁的役割を果たし、国内外のクルーズ・ボート業界の交流・協力関係を促
進しながら、会員の権益を保護し、業界の秩序維持を図り、クルーズとボート産業の
健全かつ持続可能な発展に貢献する事としている。
（2）全国遊艇発展専家指導委員会
NCCYE：National Conduction Committee of Yacht Expert
全国遊艇発展専家指導委員会は中国交通運輸協会がイニシアティブをとり、2008 年
中国遊艇発展年次総会にて設立された。同委員会は、①交通運輸部、②公安部、③工
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業情報化部、④中国税関総署、⑤国家品質監督検査検疫総局、⑥国家海洋局、⑦国家
観光局、⑧中国船級社など、中央八大部委局から“司級”
（局級）の主管官吏と、関連
の“処・室”の責任者で構成された組織である。国家海事局常務副局長が NCCYE の主
任委員に就任しており、また NCCYE の秘書長は、CCYIA の副会長兼秘書長が就任してい
る。
当該委員会の主要業務について、1.ボート産業の発展の全体計画と配置の研究取り
まとめ、2.ボート産業政策と施錠、建議の研究提起、3.ボート産業の発展動向と収集
と発信、4.ボート産業の業界や地域の垣根を越えた問題や突発的事故の調整解決策の
提起を行うと、活動の主旨を明確にしている。
参考：全国遊艇発展専家指導委員会（ＮＣＣＹＥ）と
中国交通運輸協会郵輪遊船分会（ＣＣＹＩＡ）の関連図
国務院

ＮＣＣＹＥ

中国海事局の

①交通運輸部

常務副局長

②公安部
③工業信息化部
委員長

④中国税関総署

（主任委員）

⑤国家質検総局
⑥国家海洋局
⑦国家観光局
秘書長

⑧中国船級社

（事務局長）
ＣＣＹＩＡ
中国交通運輸協会の
副会長兼秘書長

（3）中国船舶工業行業協会
CANSI：China Association of National Shipbuilding Industry
中国船舶工業行業協会は、中国民生部が批准、登録登記した社会団体であり、法人
資格を有している。設立は 1995 年 4 月であり、政府主管部門は国防科学工業委員会で
ある。そして国家の関連政府部門と中国工業経済連合会の業務指導を受ける。現在、
会員数は 530 余りを数え、全国船舶業界の中で“一定規模”を有する大・中型企業の
企業で構成され、その製品の生産量は全国船舶工業の総生産量の 90％以上を占めてい
る。
中国船舶工業行業協会の最高組織は、全国会員代表大会であり常設事務機構として
は、秘書処、事務局、市場業務部、情報業務部、対外業務部があり、また全国には、
ハルピン、大連、天津、済南、上海、江蘇、合肥、杭州、武漢、西安、重慶、南昌、
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福州、広州、梧州、昆明と 16 か所に業務事務所がある。
尚主業務としては、政府のマクロ経済指導の下、業界間で橋梁と紐帯作用を果たす。
政府と企業部門間の連絡や調整を行い、政府部門の委託を受けて業界に関する調査を
行ったり、政府部門に対し業界の発展計画、経済技術政策、経済立法等に関する意見
のとりまとめを行う。また国防科学工業委員会と協調しつつ船舶産業に関する業界管
理業務を履行したり業界の規範規律規約を制定する等となっている。（添付：CANSI の
組織図）
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秘书长（事務局長）

专业分会（専業分会、技術委員会）
地区联络处（地方連絡処）
秘书处（事務局）

副秘书长（副事務局長）

会长助理（会長助理）
副会长（副会長）
会长（会長）

中国船舶工業行業協会

理事会、常务理事会（理事会）

全国会员代表大会（総会）
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2.2 国家や主要地域の政策
（1）「2009-2010 中国プレジャーボート産業報告」の政策
2010 年 3 月 19/20 日、海南省海口市において「レジャーボートフォーラム」が中国
交通運輸協会・海南省旅遊発展委員会・海口市人民政府の共同開催でされ、この時発
行された「2009-2010 中国プレジャーボート産業報告」は、中国交通運輸協会郵輪遊艇
分会と雑誌社「遊艇業」で共同発行されたものである。（添付資料参照）
この中で、中国交通運輸協会遊艇分会の副会長・秘書長、兼全国遊艇発展専家指導
委員会秘書長の鄭煒航氏と雑誌社「遊艇業」編集長の張培元氏が、プレジャーボート
産業に関する調査研究・分析を基に、政策について述べており、最初に国家政策につ
いて、その後中国プレジャーボート経済や中国プレジャーボート産業の発展・展望お
よび提案等があるのでそれらを要約する。
○国務院がプレジャーレジャーの発展を奨励
2009 年 12 月 1 日、国務院は「レジャー産業の発展の発展加速に関する意見」を発表し、
レジャー産業を国民経済戦略の支柱産業として育成するとともに、新興産業や経済成
長点として育成支援していくことを初めて提案した。国務院は、下記のような内容に
言及。
1．レジャー消費の新たな注目点を育成し、条件の整った地区で船舶・プレジャー
ボートといった新興のレジャー形式を発展させるよう支援する。
2．船舶・プレジャーボート等のレジャー設備製造業を国家奨励類産業のリストに含め
る。
3．手つかずのビーチや離島等のレジャー開発プロジェクトを積極的に支援する。
次に 2009 年 12 月 31 日、「海南国際レジャーアイランド建設促進に関する国務院の
若干の意見」を発表し、海南国際レジャーアイランドの建設が、中国の重要戦略にな
るとともに、プレジャーボートレジャーも、海南国際レジャーアイランドの重要な構
成要素となった。国務院の意見として、下記内容を明確に提案した。
1．プレジャーボートの管理規則を研究・改善し、条件を設けることで開放水域を適切
に拡大し、許可を受けた外国プレジャーボートが海南に停泊する際のサービス業務
を万全にする。
2．海南で行われる国際ヨットレース大会を支援する。
3．プレジャーボートのハーバー建設を積的に推進する。
4．プレジャーボートや軽量型水上飛行機等のレジャー設備製造業を育成・発展させる。
次に、「中国プレジャーボート経済」「中国交通運輸協会郵輪遊艇分会と全国遊艇発
展専家指導委員会の主要業務」、「中国プレジャーボート消費の問題」及び「中国プレ
ジャーボート産業の発展・展望および提案」について要約する。
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主要内容の要約
1．中国プレジャーボート経済
2．中国交通運輸協会郵輪遊艇分会（ＣＣＹＩＡ）と全国遊艇発展専家指導委員会ＮＣ
ＣＹＥの主要業務
3．中国プレジャーボート消費の問題
4．2010年の中国プレジャーボート産業発展の展望
5．2010年のプレジャーボート産業市場への対応
6．政策上のボトルネックと提案
7．中国プレジャーボート産業の発展への提案
1．中国プレジャーボート経済
国家関連部門・委員会はプレジャーボート発展に関する政策提案を積極的に収集
認識

○景観水系資源開発はレジャー市場の新たな注目ポイント
○プレジャーボートがもたらす水系資源レジャー市場の巨大さ
近代的な機能の整ったプレジャーボートクラブが続々と計画・建設

中所得世帯の分析
○6年後には1億世帯、平均資産は62万元と予測
○中間層の就業人口は全体の15％、年1％のスピードで増加
1億世帯の中間層が巨大な潜在力
将来予測
○この先3～5年のうちにプレジャーボートによるレジャーやスポーツは、
娯楽生活の上で重要な選択肢となる
○フィッシングボートとヨットは、中国プレジャーボート経済の入口となる
2．

ＣＣＹＩＡとＮＣＣＹＥの主要業務

○中国交通運輸協会郵輪遊艇分会（CCYIA）・・・国家発展改革委員会の傘下組織
○全国遊艇発展専家指導委員会（NCCYE）・・・中央8官庁の現職司局長・処長で構成
「中国にプレジャーボートを走らせる」ために調査研究・政策提案を推進中
1.国家関連官庁に協力し、重点的にプレジャーボートレジャーのサービス構築に協力
・特別消費税の制限撤廃の促進
・登録・検査手続きの簡略化の促進
2.各地方政府の発展計画のプレジャーボート用海岸線、公共埠頭の計画に協力
3.国際的かつ近代的な取引サービスのネットワークの提供
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4.プレジャーボートの新たな航路とボートのリース化の推進
5.オンラインサービス、ネット予約等、公共情報サービスを構築し情報化レベルの向
上
6.交流・協力の場作りと都市間相互乗り入れの試験運行の促進（大陸-台湾間含む）
7.運転や職業技能の訓練ｼｽﾃﾑの構築
8.金融や保険を導入し良質な消費基盤の作成
3．中国プレジャーボート消費の問題点
○文化認知の相違
中国は明の時代以来、海洋への意識が薄く、プレジャーボートは高級品で贅沢な買い
物との認識で、庶民の文化的雰囲気が足りなく、リッチ層の消費理念だけが過剰にヒ
ートアップ
○プレジャーボート使用サービスが未整備
一部のプレジャーボートクラブはメンテナンス施設が整っておらず、専門技術者不足
も深刻、ボートを買っても楽しさではなく、尽きぬ悩みをもたらすと不満
○不完全なプレジャーボート法規
2009年1月1日「プレジャーボート安全管理規定」が発効・施行されるなかで、海事官
庁が発行する運転免許は地域を跨いでの航行を認めず、専用水域内の航行許可を
得る必要があり、手続きが煩雑で管理監督が非常に厳しい
○重すぎる課税
輸入ボートは関税(10%)、増値税（17%)、特別消費税（10%)など、各種税金で40%を超
える（先進国では一般に20%を超えない）
4．2010年の中国プレジャーボート産業発展の展望
○2009年12月1日国務院発表の「レジャー産業の発展加速に関する意見」に初めて「プ
レジャーボート」の文字が登場
第七条：水路の旅客輸送埠頭を計画・建設するに当たっては、レジャー産業の発展需
要を充分に考慮しなくてはならない
第九条：条件の整った地区で船舶・プレジャーボートのレジャーが発展するよう
支援するレジャー用のリムジン、船舶・プレジャーボート（中略）等のレジャー
装備製造業を国家奨励産業のリストに入れ（後略）
第十九条：

金融面での支援を強化する

○2009 年 12 月 31 日国務院発表の「海南国際レジャーアイランドの建設推進に関する
若干の意見」からの提言
第八条：プレジャーボートの管理規則を研究・改善し、条件を整えることで開放水域
を適切に拡大し、許可を受けた外国のボートが海南島に停泊する際のサービス業務を
万全にする
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○2010 年国家政策のキーワード（中央経済業務会議：2009 年 12 月）
［内需拡大・消費促進・自主革新・産業構造の変革］
5．2010年のプレジャーボート産業市場への対応
価格競争
認識：
・中国全体でみてプレジャーボートは価格格差がかなり大きい業界
・どこかの官庁や協会が価格を合理的なものに調整してくれることを期待してはなら
ない
輸出の回復
認識：
○中国のボート製造業が直面している最大の問題は、世界金融危機による輸出発注の
大幅な減少
・海外メーカーの措置：生産キャパの圧縮と在庫処理
・国内メーカーの措置：内需への転換と一部生産キャパの圧縮
○2009年中国輸出入船艇分類統計表から
船艇全体の輸出：29.6%減少、
うちモーターボート
輸出71.3%減少、輸入121.7%増加、
輸入平均価格65,484$、
輸出平均価格88,352$
結論：
1．国内市場の需要は拡大している
2．輸入ボートの価格は調整された
3．輸出ボートのサイズは比較的大きい傾向にある
提案：
1．標準価格帯を下げ、オプション価格の項目を拡大する
2．購入者に、価格にふさわしい価値を感じさせる
3．3条件の整ったメーカーは、最適な売戦略を速やかに完成させる
4．価格を安く設定しているメーカーも、低価格による受注をいくつか受けた時から、
崖っぷちに向かって走り始めたことを再認識する
6．政策上のボトルネックと提案
新政策は業界から高い評価はあるが、その干渉力や融通性にはまだまだ余地あり
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①課税の減免
・特に輸入プレジャーボートの全体課税は40%を超えており、産業の長期的発展の
足を引っ張る。
・税率を下げるか、一部の地区に保税倉庫をつくり、販売の促進を提案。
②区域を跨いだ航行の制限の撤廃
・「プレジャーボート安全管理規定」は、登録・検査手続を簡素化し、運転者を「船
員条例」の要求に基づいた登録管理しなくてもよいようにし、船舶ビザ・安全検
査・安全要員の制度をとりやめ、手軽で健全な発展に役立つような法律環境を構
築するとしているが、実際にはそうでもない。
・各地でそれぞれの実施細則があり、この壁を崩そうとするなら国家海事局が関連
細則の作成が必要。
・立法の壁はまだ本質的に崩されておらず、産業発展を制約する以外の何物でもな
い。
③外国籍プレジャーボートの入国手続きを簡素化
・入国手続きは非常に煩雑で時間がかかる。
・「三関連検」（検疫・税関・出入国管理が一連となった検査）の実施と、海外の管
理例を兼ねた出入国手続きの改善を提案したい。
④完全な産業計画の遂行
・自動車産業に比較し、設計・製造から航行・消費までや停泊基礎施設のシステム
発展政策までの計画性や長期的目標がまだ不足している
7.中国プレジャーボート産業の発展への提案
業界関係者の予測
○この先数年間、国内の遊覧艇・公務艇を含むプレジャー市場は大幅な成
長を続ける。
○内陸市場の購入量は、沿海地域をはるかに越える。
○ボートクラブの数も内陸地域が沿岸地域より多くなる。
○クラブ全体の消費価格（会員費・宿泊費）が上昇する。
○2010 年にはプレジャーボートクラブの全国的な協会が誕生する。
○業界の「トップ企業」は、製造から徐々に販売まで手掛けるようになる。
○価格競争が新たな問題点になる。
○金融機関が資本市場での運営能力を決めるようになる。
○プレジャーボートの展示会も息の長い発展と進歩を見せる。
提案：中国本土市場の育成
1.2010 年は、販売企業の消費モデルや消費心理を一層深く研究する。
2.釣りを趣味とする層をターゲットに、フィッシングボートを発展させる。
（中国には 35 万人の釣り愛好家・年間 20 日間は海釣り）
3.プレジャーボートのリース業を発展させ、海洋文化の雰囲気を育成する。
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尚、関連情報として、2010 年 3 月 19・20 日に実施された「レジャーボートフォーラ
ム」に関し、メディアの中国日報は以下を主要点として報道した。
・17 ヶ国 600 人以上のボートメーカーが参加、国内外約 50 隻のプレジャーボート、ヨ
ットの試乗会が実施された。
・豪華な車の次に、中国の金持ちはボートを新しいレクレーションとして楽しみ始め
ている。
・中国ボート市場の潜在能力には限りがない。
・プレジャーボートの思想概念が未だ変わっていないため、政策面での突破が必要で
ある。
・関連政策が遅れているため、買ったプレジャーボートはほとんどマリーナに停泊さ
せているだけである。
と現状を分析し、以下の問題点を指摘した。
・問題

-1.プレジャーボート検査と登録が厳しい。
-2．プレジャーボート操縦免許証は、他省での使用が出来ない。
-3.マリーナの建設に、規範標準の整備が未完。
-4.輸入プレジャーボートに対して、税金が高すぎる。

出席していた国家海事局副局長は、ボート産業の標準・生産・証明書類・免許証・
ボートクラブﾞ管理などの面に対し、現在のプレジャーボート産業の発展要求にはま
だ十分適合してないことを認めた。
（2）プレジャーボート安全管理業務実施意見（海事局 2010 年）
中華人民共和国海事局文章として、2010 年にプレジャーボート安全管理業務実施の
通知を関係する省・区・庁と中国船級社に配付し、執行を求めた。主な内容は、輸入
艇の認定検査・設備検査・登記・操縦免許・監督管理・出港検査について公布した。
またこの海事文章の位置付けは、2009 年 1 月から施行されている「プレジャーボー
ト安全管理規定」と同時に、
「プレジャーボート法定検査暫定規定（船舶と海上施設法
定検査規定）」を組み合わせて公布したものである。尚上記の安全管理規定と法定検査
暫定規定については、2010 年 3 月発行の「中国におけるプレジャーボート基準・標準
等に関する調査報告書」で紹介済み。2009 年 1 月から実施された安全管理規定の実施
を経て、プレジャーボート安全管理を水上交通安全管理の範疇とし、プレジャーボー
ト法規、実施規定の適用性、プレジャーボート業務の促進及び水上遊覧経済の健全な
発展にするための追加内容が、以下通知した。
○プレジャーボートの入港検査
臨時措置として、当局は欧州のＣＥ（Certificate of EU）とＡＢＹＣ（American Boat
and Yacht Council Inc,:米国ボートヨット評議会）認定証書を、プレジャーボート法
定検査暫定規定で述べている“本局が受け入れるその他の公認基準”と“本局承認の
有効関連文章、認証”として見なすことを許可する。
○プレジャーボートに設置する機械電力設備の認可
船用製品証書を有してないが、プレジャーボートに設置して使用するのに適した機
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械電気等の設備については、業種協会が相応した要望したり、製品品質検査センター
の報告により海事鑑定人機構の同意を経て、船積み使用する方式の選択を許可する。
○プレジャーボートの登記
「船舶登記条例」の中方出資比例制限に関する規定は適用されず、また深圳海事局、
アモイ海事局、珠海事務局は、地元でない住所の個人保有するプレジャーボート船舶
登録の手続きが行える。
○プレジャーボート操作者証書認可
プレジャーボート操縦者適任証書を持つ国外住民は、短期内（7 日）にボートを操縦
する場合は認証を交換する必要がない。例えば当該国外海事局主管当局が相互認証協
議に署名していれば、操縦性適任訓練の追加補充を行えば、証書を更新できる。
○外国籍プレジャーボートの運行と監督管理
ある直属の海事局管轄水域を離れたら、出港岸でそれぞれ一回の手続きを行い、出
入港する運行は全て岸出入り手続きを免れる。また強制水先案内人は不要となる。た
だし各海事局管理に関する機関は、プレジャーボートの監督管理業務の規格化を行な
わなければならない。
○国内製造プレジャーボートの出港検査
国内製造プレジャーボートが国外に出港する場合、臨時国籍証書と検査証書及び登
記書以外に、製品認証証明が必要となる。
（3）遼寧省大連漁業船舶検験局の漁船のＦＲＰ化支援策
（2009 年 4 月 14 日ネット情報）
エネルギーは、国の経済と人民の生活及び国家安全の重要な資源であり、中国はす
でに、世界のエネルギー消費大国となっている。中国のエネルギー備蓄には限りがあ
るとの認識から、国務院、省委員会、省政府は大変重視し一連の文書を発行して、
「戦
略と全体局面という観点から、省エネ強化の重要性と緊急性を充分に認識し、省エネ
業務を目下の長期的戦略任務とし、各方面の力を動員して、資源節約型社会の建設を
急がなければならない」と指摘した。同時に、関連の政策・計画を出し「第 11 次五ヵ
年 計 画 （ 2006-2010 年 ）」 期 間 ま で に 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 「 第 10 次 五 カ 年 計 画
（2001-2005 年）」期間末より 20%程度引き下げ、平均年間省エネ率を 4％とするという
具体的な数値目標を提示し、中国の資源節約はすでに国の基本国策の一つとなった。
漁業・特に海洋捕獲漁業は、エネルギー消費の比較的大きい産業の一つである。統
計によると、動力漁船が 50 万隻余りあり、このうち旧式の漁船が 40％を占めている。
デーゼルガソリンの年間消費量は 800 万トン余りのうち 10％以上が漁業で使われてい
る。各実ともデーゼル油の大型消費者であり、遼寧省は海洋と漁業の大省であり漁船
大省である。遼寧省は木造漁船が 90％以上、旧式漁船が 50％以上を占め、漁民の省エ
ネ意識が不足しており、海洋漁業の省エネ及び環境整備の道はまだまだ遠い。このた
め遼寧省の「海洋と漁業発展計画」と、同省が実施している「漁業の発展を推進する
三ヵ年計画」を統合し、全省の「漁船省エネ・排出削減五ヵ年計画綱要」が制定され
た。
全体目標としては、5 年以内に近海漁業資源を保護し合理的に開発し、省エネ型海洋
捕獲漁業を確立する産業環境をおおむね形成することにある。実施の重点として、燃
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費の悪い旧式デーゼルエンジンの更新のペースを速めて、ＦＲＰ漁船を広め、木造漁
船を次第に撤去すること。そして漁船装備の現代化水準を高め、漁船省エネ製品と省
エネ実用技術を普及させることで、漁船、漁港の環境整備を全面的に実施していく。
主な措置として、ＦＲＰ漁船の推進プロジェクトを立ち上げ、ＦＲＰ漁船の船種設
計を完成した基礎の上に、2009 年にはＦＲＰ船の実験大手企業 3-5 ヶ所を配置し、初
期資金の補助を給付する。2012 年までに全省で 20 ヶ所計画し、ＦＲＰ船の造船ニーズ
をおおむね満たす。そして、木船の廃棄・ＦＲＰ船改造の補助金制度を実施する。2010
年までの推進段階は木船をＦＲＰ船に改造した場合、同等出力の建造価値の 1/3 の差
額補助金を給付し木船の建造価格に相当するレベルに達するようにする。
もう一つの措置として、デーゼルエンジン更新プロジェクトで、2010 年までに計画
に従い燃費の悪い旧式デーゼルエンジン機種を更新した漁船には、新機種の価格の 1/5
の資金補助を給付する。
今後、漁船省エネの関連技術基準の制定を急ぎ、漁船エネルギー消費基準と汚染物
質排出基準体系を設置・完備し、健全な発展を指導し規範化させねばならない。また
科学技術の進歩により、漁船の省エネ・排出削減技術の開発と推進を進める事が重要
である。
漁船省エネの関連政策を 完備し、奨励・制限体制を強化するのに、資金補償政策、
免除政策、そして既存の漁船燃費補助金を漁船省エネと関連付け、金銭補助から設備・
技術の補助へと変え、対症治療から根本治療へと転換していく。
（4）山東省漁業船舶検験局の漁船のＦＲＰ化支援（2009 年 12 月ネット情報）
山東省は、全国に先駆けてＦＲＰ漁船の設計・建造を始めており、全省で 289 隻の
ＦＲＰ漁船を所有し、中国内で最も多い省である。また、同省では、すでに、累計 2000
隻近くのＦＲＰ漁船が製造されており、1300 隻余りはアンゴラ、インドネシア、オマ
ーン、カナダ等へ輸出されているが、国内用に建造済みのＦＲＰ漁船の船種はトロー
ル漁船が主である。このほとんどが船主の要求に基づき設計されており、省エネ効果
に達しないものも多くある。これら船種に対し、一刻も早く、新しい技術規範に従っ
て、省エネ排出削減政策・産業政策に合致した優れた標準船種を確定し、新時代の漁
船発展のニーズに応えなければならないとの認識が示された。
また山東省では、木船漁船からＦＲＰ漁船へ変えていくことで、木材を大幅に 節約
し、森林資源を保護することも必要。そのような状況のなかで、ＦＲＰ船舶産業の発
展に尽力し、海洋経済発展における漁業の優位性を打ち立てることが重要と考えられ
ている。
現在の漁業発展における戦略ターニングポイント、及び資源節約型社会の建設とい
う要求に臨み、漁船の安全性能の向上と省エネ・排出削減を重要ポイントとして、旧
型木造漁船及び一部の小型網鉄製漁船を徐々に撤去する。そして政策と財政的支援を
与え、木船漁船の ＦＲＰ化の改造ペースを速める。山東省は、実行可能な短期・中長
期計画を制定し、今後 5 年間に使用制限船齢に達し、更新建造の必要がある木船漁船
2000 隻余りをＦＲＰ漁船に建造する。
ＦＲＰ漁船の建造資金支援を強化する政策として、ＦＲＰ漁船の一般標準船種に従
い建造された船舶すべてに、金型費用に財政補助金を給付し、ＦＲＰ漁船の建造価値
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を引き下げる。補助金は、長を 24ｍの船の金型に対し、平均 40 万元余りとなる。今後
5 年以内に政府財政資金の補助金政策を実施することになっている。旧式漁船を撤去し、
ＦＲＰ漁船を建造した漁民に対し、政府は建造価格の 40％の財政補助資金を給付し、
補助資金が木造漁船と比べてＦＲＰ漁船建造の差額部分をカバーするようにする。
（5）福建省沿海プレジャーボート操作員研修、試験及び証書発行管理規定（試行）
福建省プレジャーボート産業の健全な発展を更に一歩促進するため、
「海上交通安全
法」
「プレジャーボート安全管理規定」などの関連法律、法規及び規則の規定に基づき、
本規則が定められ、2010 年 1 月 1 日より施行されている。本規則は福建沿海へプレジ
ャーボート操作員適任証書の取得のために行われる研修、試験及びプレジャーボート
適任証書の発行及び管理に適用される。
主な内容としては、プレジャーボート適任証書を申請する者は、年齢が満 18 歳以上、
60 才未満で、健康が海船船員体格検査の規定を満たしており、関連の研修を完了し、
主官期間の試験に合格していることが基本条件となっている。また適任証書はＡ類、
Ｂ類に分かれている。Ａ類は機械推進動力装置を備えるプレジャーボート及び、機械
動力とマストによる推進装置をともに備えるプレジャーボートに適用され、Ｂ類は機
械推進力装置のみに適用される。
尚Ｂ類適任証書保持者は、
「福建沿海プレジャーボート操作員研修及び試験大綱に従
い、関連する研修を完了し昇級試験に合格した後、Ａ類を申請できる。また、既に福
建外の海事管理機構が発行した適任証書を保持している者は、研修を完了しかつ抜き
取り試験に合格した後、申請できる。既に、海船（福建沿海小型船舶含む）の船長及
び操縦員適任証書及び引航員適任証書を保持しているものは、相応の実技操作の転換
研修を完了した後、対応するプレジャーボート適任証書を申請することができる。そ
して、当適任証書の有効期間の終了日は 65 才の誕生日を超してはならないと規定して
いる。
（6）アモイ・漳州沿海水域プレジャーボート安全監督管理実施規則(2010)
プレジャーボートの安全管理を規範化し、プレジャーボート産業の健全な発展を促
進するため、当規則が制定され、2010 年 1 月 1 日より施行された。それはプレジャー
ボート航行には、法に則り船舶検査証明及び船舶登記証書を取得し、かつ関連する船
舶証明、文章及び必須航行資料を船内に保持し、航行の記録をとらねばならない。ま
たプレジャーボートは 12 ヶ月を期間とする定期ライセンスの手続きが必要で、以下の
資料の提出が必要となった。
・船舶ライセンス名簿

・船舶検査証書

・船舶電子情報カード

・授権委託書（他社に手続きを委託する場合）

・船籍証明
プレジャーボートは、その船舶検査書が定める航行範囲内を航行することになるが、
所有者或いはプレジャーボートクラブが初めてボートを出航させる前に、航行区域範
囲を海事管理機構に報告登録しなければならない。プレジャーボートが航行を行う際
に、航行区域が報告登録した範囲を超える場合、出航前に海事管理局に船名、航行計
画、ボート操作員或いは乗員名簿、緊急連絡先を報告しなければならない。
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港湾水域にてプレジャーボート競技、集合編成など水上集合イベントを行う場合、
主催者はイベント開始 3 日前にイベントの計画、及び安全保障案を海事管理機構に報
告登録が必 要となる。また水上施行及び作 業の安 全に影響を及ぼ すイベ ントには、7
日前に航行通告の発布を申請することになる。
プレジャーボート専用停泊水域あるいは停泊地点は、事前に海事管理機構の通航安
全評価を経なければならない。アモイは、五縁湾大橋以内の五縁湾水域をプレジャー
ボート停泊水域とされている。
海事管理機構は、法に則りプレジャーボート、プレジャーボートクラブ 、及び操作
員の研修機構に対して監督検査と、安全欠陥及び危険性の有無を検査する。またプレ
ジャーボートの水上交通安全管理及び船舶による環境汚染防止管理秩序に違反する行
為の有無も検査する。尚、乗員定員数が 12 名以上のプレジャーボートは、客船として
安全監督管理が行われる。
（7）深玔定期客船プレジャーボート産業発展を加速させる若干の措置（2009 年）
海洋経済の発展を更に一歩促進し、定期客船プレジャーボート産業発展に対する政
府の指導、援助、規範化を強化し、海浜を有する特色ある国際都市を建設するために
制定された。主な内容として 5 項目に分けられている。
①定期客船プレジャーボート産業インフラ施設建設の加速と産業の発展環境向上
定期船プレジャーボート用埠頭の建設標準を明確化し、種々プロジェクト推進を
加速することで、プロジェクト用地及び海域使用の需要を満たす。また、国内外の
資金力が豊富で管理経験のある著名企業が、定期客船用埠頭及びプレジャーボート
クラブの建設に寄与することを奨励する。そして周辺産業の発展を奨励し付帯施設
プロジェクトの推進を強化して、プロジェクトの推進を重点的に発展させる。また
定期客船プレジャーボート用埠頭の後方スペースを統一・開発し、現代都市機能の
完備、都市の品位向上により、産業と都市発展の有機的な融合を促進する。また、
一体化された人材育成教育及びステップアップの制度を確立し、政府、企業、大学、
職業技術学校、民間研修機構及び業界協会などが共に努力して、定期客船プレジャ
ーボート産業の持続的発展を保障する。
②グローバルな定期客船会社を積極的に引き入れ、定期客船産業の育成
国内外の著名な定期客船会社のグローバル或いは地区本部の深玔への移転、かつ
客船の深玔港への登記することを奨励し、市の企業本部認定標準に合致するものに
は支援する。また深玔港に寄港する国際客船航路の開設を奨励し、市の交通局が同
市の財政局とともに、寄港費用の減免優遇し、一次性の補助及び奨励政策を与える
ことを研究し制定する。
③企業の自主革新の体系確立奨励と、プレジャーボート産業技術のレベルアップ促進
中・高ランクのプレジャーボート或いは重要部品の設計、開発、製造能力を持つ
国内外の会社、組織及び個人が深玔にて研究開発機構を設けることを奨励し、新設
のエンジニアリング研究開発センターで、認定に合格したものは市政府の規定に基
づき助成が与えられる。また市の重要プロジェクト認定標準に合致するものは、関
連産業及び産業発展専門資金 の規定に従い助成される。尚中・高ランクのプレジャ
ーボート及び重要部品の生産企業は、科学研究、テストに輸入製品を必要とする場
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合、強制的な製品認証手続の免除を申請できる。
④制度環境の完備と産業発展のための政策上の利便性の提供
国の関連規定に従い、国際通関標準を参照し、港湾企業が集中検査方式を採用し
て、船舶交通管理システム、船舶自動識別ｼｽﾃﾑなど現代化された方法により、監督
管理を行い、寄港した定期客船プレジャーボート及び船員の信用度が高い場合は、
スピーディーな検査手続きを提供する。また港湾の各項検査監督管理施 設の建設を
重視し、港湾の「統一計画、統一設計、統一投資、統一建設」の原則に従い計画を
実施し、入国するプレジャーボート税関検査方式を簡素化して、交通機関と同一と
みなす保証金徴収管理方式を取りやめる。そして海事部門は深玔市プレジャーボー
ト産業管理細則を研究判定し、プレジャーボートの検査登記、深玔水域における航
行停泊などを規範化する。
⑤宣伝の強化、交流促進、定期客船プレジャーボートの健全な消費の引導
定期客船プレジャーボート企業と海外の同業者が緊密 な提携交流体制を確立する
ことを奨励し、定期的に国際的なプレジャーボート展示会、文化交流のための相互
訪問及びレースイベントを開催する。そして深玔市の国際宣伝力を更に強化し、国
際的地位を高め海外旅行者を呼び込む。特に珠三角地区は、更に多くの人々が定期
客船に乗船するよう呼び込み、新しい定期客船プレジャーボートの消費モデルを積
極的に引導する。
（8）千島湖水域プレジャーボート管理の強化に関する通知（2009 年）
千島湖水域のプレジャーボート管理と生態保護を強化し、水上交通秩序の維持、航
行安全の保証 、水上レジャー観光業の発展を促進するため、関連法律、法規及び政策
規定に依拠し、淳安県の現状を加味して、プレジャーボートの管理強化に関した事項
を通知した。
○プレジャーボートの管理を規範化する 5 つの内容
1．組織及び個人がプレジャーボートを購入する際には、県のプレジャーボート産
業発展指導グループの同意を得た上で購入することができる。購入前に埠頭を経営
する組織（或いはプレジャーボートクラブ）と協議し、プレジャーボート係留バー
ス使用権を取得しなければならず、かつ県の水上交通管理機構に申告し登録する。
2．購入船舶の選定においては、国の船舶技術法規及び規範の関連要求を満たし、
プレジャーボートの船舶タイプは「安全、環境保護、美観」の要求を満たし、かつ
千島湖の生態環境に適合すること。
3．プレジャーボートが千島湖を航行、停泊する前に、県の水上交通管理機構に申
請し、「プレジャーボート航行適合証書」、「船舶所有権登記証書」、「船舶籍証書」」
など関連の証書を取得し、海事管理機構の規定を満たすプレジャーボート操作人員
を配備しなければならない。
4．プレジャーボートは、形を変えた旅客運輸及び商業的な観光旅行に従事しては
ならない。
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5．企業及び個人のプレジャーボートは、プレジャーボートクラブに統一管理する
よう依託できる。
○プレジャーボートクラブの規範管理する 6 つの内容
1．プレジャーボートクラブとは、プレジャーボートクラブに加入した会員のため
にプレジャーボートの保管及び使用サービスを提供し、法に準拠して設立された組
織を指す。プレジャーボートクラブはプレジャーボートの船舶事務、海事事務管理、
船員手配及びプレジャーボートの停泊、供給、検査修理、ケアなどのサービスを提
供することができ、会員用のレジャー、ジムなど付帯施設及びその他補助施設を具
備していること。
2．プレジャーボートクラブの設立は、必ず統一的な計画、市場運用、観光スポー
ツ産業と相互発展するという原則を遵守しなければならない。プレジャーボートク
ラブの設立計画は、まず法に則り上記のサービスの提供を保障するために必要とな
る埠頭、水域、海岸線、陸地建設用地を取得し、原則としてプレジャーボート係留
バースは 50 以上建設すること。
3．プレジャーボートクラブプロジェクトの実施は審査許可制である。プレジャー
ボートクラブ業の主体企業は関連計画の枠組み内におかれ、プレジャーボートプロ
ジェクト発展の条件に基づき、プロジェクトの場所選定及び建設プランを提出する。
県のプレジャーボート産業発展指導グループ事務室に審査許可を申請する。県のプ
レジャーボート産業発展指導グループ事務室は、プレジャーボート産業発展の計画
に従い、発展改革委員会、建設、計画、交通、海事、水利、農業、国土、環境保護、
観光、スポーツなど関連する部門が予備審査意見を出し、かつ専門化がプロジェク
トの選定地、建設プラン及び埠頭前方の水域通航環境の安全に論証評価を行う。県
のプレジャーボート産業発展指導グループの審査許可を経た後、手続きに従い批准
を行う。
4．プレジャーボートクラブは法に則り相応の経営資格を取得し、経営範囲内にお
いてプレジャーボート経営管理活動を行い、その企業資格の条件と要求は、「国内
船舶管理業規定」の関連規定を満たしており、かつ「水路運輸サービス許可書」を
取得していること。
5．プレジャーボートクラブは会員管理を強化し、各種安全など管理制度を完備し、
安全責任を徹底し、健全な管理記録台帳を確立する。
6．プレジャーボートクラブの合併、分立或いは企業名称、住所及び法定代表者な
どの事項の変更は、法に則り関連手続きを行う。
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これ以外の管理施策として、プレジャーボート航行停泊管理、プレジャーボート汚
染防止管理、プレジャーボート用埠頭の建設管理が通知されている。
（9）珠海市プレジャーボート産業発展を加速する若干の政策
8 大産業集合体の一つであるプレジャーボート産業は、一貫して珠海市経済発展にお
いて特色のある産業であり、2010 年 2 月 1 日から施行期間 3 年とし、プレジャーボー
ト消費市場の開拓を目的にプレジャーボート観光のハイエンドサービスブランド及び
都市の文化的ブランドを作り出す政策である。
当政策は、2008 年 1 月 9 日以前より定住しているプレジャーボート生産及び関連す
る生産企業が、2009 年 1 月 1 日から 3 年以内での年間納税増加額により、2008 年度の
納税額とプレジャーボート企業の所在区に対する財政実質貢献額を基数として、経費
助成を最高で貢献増加額の 35％与えることを明確化し、また同様に最高で企業発展資
金を助成することとしている。
また投資者が知的財産権など無形資産の所有権評価額を算出して、プレジャーボー
ト研究開発設計企業の創設に出資することを許可し、その無形資産が登録資本金に占
める比率が最高 40％に達することを許容すると規定した。
プレジャーボート技術人材及び管理人材の引き入れに力を入れ、中核プレジャーボ
ート企業が人材及びハイテク人材を獲得することに対して、
「珠海市人材開発目録」を
満たす場合には優遇措置が与えられる。そして年間納税額が 100 万元以上の企業は社
員のために珠海市に戸籍申請できる指標を設けた。
次に港湾行政主管部門がプレジャーボート用埠頭建設プロジェクトを審査批准する
際、各種審査がある。海浜レジャー高級ホテル及び高級会合館は、プレジャーボート
臨時停泊場所の建設を申請し、港湾区全体計画の停泊地点に対する計画要求を満たし、
かつ係留バース数は 2 つを越えてはならないと規定している。尚埠頭の係留バースが
設計規範要求を満たしており、各係留バースの海岸線の長さ及び船舶施設水域の尺度
は、停泊するプレジャーボート全長の 2.5 倍を下回ってはならないとしている。
またプレジャーボート用埠頭及び施設は、関連技術標準要求及び安全、環境保護の
要求を満たしており、かつ「海岸線使用許可書」を取得していなければならない。特
にプレジャーボートクラブの埠頭は上記条件を備えるほか、必ず「港湾経営計画書」
の取得を必要としている。
（10）平沙プレジャーボートとレジャー観光区 2009 年事業統括と 2010 年事業構想
(2010 年 2 月 1 日)
○2009 年事業の振り返り
国際金融危機の影響を受け、経済発展は困難とプレシャーに直面し、園区の各層に
おいて各種の成長維持施策をとった。統計によると、2009 年に達成した一定規模以上
の工業総生産額は 49.5 億元、前年比 3.9％減、年間目標達成率は 79%このうち 2009 年
プレジャーボート産業は、5.4 億元、前年比 18％増、プレジャーボート製造生産額は
4.2 億元、前年比 60%増であった。
プレジャーボート産業の誘致の観点では、園区のプレジャーボートの集中化を核心
とし、国内外のプレジャーボート製造企業の誘致等に力を入れ、23 社のプレジャーボ
ート関連の商務貿易企業を誘致した。また平沙鎮は観光産業とその他の産業の関係を
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適切に扱い、産業を強化すると同時にその他の産業プロジェクトが平沙に投資するこ
とを奨励し、歓迎して 12 のプロジェクトを引き入れた。
また、市の重点プロジェクトの進展状況として、プレジャーボートとレジャー観光
区計画は、既に園区全体計画及び土地利用全体計画が完成している。またプレジャー
ボートクラブのプロジェクト建設は、クラブハウス建設が全面的に起工し、南国プレ
ジャーボートクラブは同時に水上スポーツセンタープロジェクトを計画してる。また、
プレジャーボート用の公共埠頭の建設は、プレジャーボート製造企業のために有償サ
ービスを提供し、既に全面的に起工している。
○2010 年の事業構想
1．企業投資の誘致を最大限に強化
2009 年に引き続き産業サプライチェーンを整え、産業集中による効果を高め、プ
レジャーボート部品マーケット建設力を強化し、南国プレジャーボートクラブの建
設のため十分なサービスを提供してプレジャーボート展示会を支援する方針である。
2．企業の直面する困難を解決し成長維持に尽力
企業運営状況に対する監督分析を強化し、防止及び問題解決の対策措置をただちに
提示して重点企業が迅速に発展し、潜在能力のある企業が強く成長するよう力を注
ぐ方針である。
3．重点プロジェクトの起工、建設及び生産稼動に尽力
プロジェクトの引き入れ、建設、生産稼動の過程でぶつかる大きな問題の解決に積
極的に協力・支援し、26 のプロジェクトの起工に引き続き助力する。
4．園区のインフラ施設の建設開始に尽力
汚水処理施設の建設、都市道路工事及び園区道路工事の建設を継続推進して、園区
企業により良い生活環境を提供する。
5．区画整備に積極的に協力し、新しい管理制度へ融合
業務スタイルの転換や業務手段の改善等を行い、既在企業へのサービスを積極的に
果たし、平沙新都市開発の建設を推進して大きく発展するよう、より良いサービス
を提供する方針を示した。
（11）アモイ海事局編集による「遊艇の海事業務に関するガイド」
アモイ海事局は一般に海事業務を判りやすく理解してもらうためのガイドラインと
して遊艇の登記、入出港の管理、給油に関する登記、マリーナクラブ登録報告、航行
についての必要事項をパンフレット形式にまとめて発行しているので、その原文と訳
文を添付する。
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（続）アモイ海事局編集による「遊艇の海事業務に関するガイド」・・和訳
1.遊艇の登記
「中華人民共和国船舶登記条例」、「遊艇安全管理実務実施意見」及び“非当地住所の個
人が所有する遊艇”の登録条件に基づき、遊艇の各種登記手続きには下記書類を必要とす
る。
（1）船名申請許可
1.「船名申請書」
2.申請人の身分証明書とそのコピー
3.遊艇の建造契約書及びそのコピー（新規建造遊艇の場合）
4.遊艇の売買契約或は購入領収書及びそのコピー；船舶登記取消証明書（すでに登記済
の遊艇を購入する場合）
5.遊艇所有権取得の証明文書及びそのコピー（その他の方法で所有権を取得された遊艇
の場合）
6.委託文書及び委託人身分証明及びそのコピー
（2）遊艇の所有権登記
1.許可された「船名申請書」
2.「船舶所有権登記申請書」
3.所有権共有証明書及びそのコピー（共有する場合）
4.遊艇を合法的に所有権を取得する証明書及びそのコピー（船舶売買契約書と引渡し文
書或は購入領収書と引渡し書類或は船舶競売書類等）
5.機電部門による輸入許可書及び関税完納証書及びそのコピー（輸入艇の場合）
6.元登記機関による船舶所有権取消証明書（登記済艇の場合）
7.元登記機関による抵当権設定がないことを証明する文書或は抵当権者が当該抵当権
に当たる船舶を他人に譲渡することを同意する文書及びそのコピー（登記済艇の場
合）
8.遊艇所有者は当該遊艇は他のいかなる機関に登記されていないことを証明する文書
9.遊艇の技術資料証明書（検査機関が発行するもの）
10.5 インチ写真 4 枚（正面横 2 枚、側面 1 枚、正面船尾側 1 枚）
11.遊艇所有者の身分証明書及びそのコピー
12.遊艇所有者の住所証明書或は主要営業所の登記事項証明書（“非当地住所の個人が所
有する遊艇の場合”）
13.委託証明書及び委託人とその代理人の身分証明書及びそのコピー（代理手続きの場
合）
（3）遊艇の国籍登記
1.「船舶国籍登記申請書」
2.船舶所有権登記証書及びそのコピー（所有権登記手続きと同時に行う場合は不要）
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3.遊艇所有者と管理人の身分証明書及びそのコピー
4.遊艇管理人の管理資格証明書及びそのコピー
5.安全及び汚染防止管理契約及びそのコピー（安全及び汚染防止管理資格を持っていな
い遊艇所有者と“非当地住所の個人が所有する遊艇”の場合）
6.元船舶登記機関による元船舶国籍取消証明書或は新たに登記手続き際に直ちに元の
国籍を取り消すことを約束する証明書（登記済艇の場合）
7.船舶技術検査証明書及びそのコピー
8.委託証明及び委託人と代理人の身分証明書およびそのコピー（代理手続きの場合）
9.遊艇の主要航行及び活動する水域範囲の説明文書（非当地住所の個人が所有する遊
艇の場合）
（4）遊艇の臨時国籍登記
現在厦門地区の遊艇製造及び販売業界の発展を考えて、遊艇の航行安全を管理し易くす
るため、厦門地区で製造又は販売され、且つ回航する形で展示または出国する遊艇に対し、
有艇の所有権登記を前提としない臨時国籍登記を認める。また、本地区で販売される遊艇
種類の多様性を考えて、外国での建造艇または輸出目的の国内建造艇に対し、臨時国籍登
記手続きにおいては外国の政府機構または政府授権検査機関が発行する検査証書、外国政
府又は政府授権機関が発行した品質認証証明書を認める。具体的な申請書類は下記通りで
ある：
1.許可された船名申請書；
2.臨時国籍登記申請に関する報告書
3.「船舶国籍登記申請書」
4.船舶所有者の身分証明書及びそのコピー
5.元船舶登記機関による元船舶国籍登記取り消す証明書或は改めて登記手続きの際に
直ちに元の国籍を取り消す証明書（登記済艇を適用する）
6.船舶技術証書及びそのコピー（わが国船舶検査機構が発行した技術証書、外国政府
機関或は政府授権機関が発行する検査証書または品質認証証明書）；
7.委託文書及び委託人と代理人の身分証明書及びそのコピー（委託代理の場合）
（5）遊艇抵当権設定登記
遊艇の抵当権設定登記においては、抵当権設定契約書とその所属する主契約書は中国
の法律法規を適合すること、且つ抵当権設定禁止状況に該当しないことでなければならな
い。抵当権者は中国本土の公民、企業、事業法人または金融機構等でなければならない。
具体的な申請書類は下記通りになる：
1.「船舶抵当権設定登記申請書」
2.2/3 以上持分または約定持分の共有者が抵当権設定を同意する証明書（所有権は数人
共有する場合）
3.遊艇所有権の登記証書及びそのコピー
4.抵当権設定契約書及び所属する主契約書とそのコピー
5.船舶抵当権の移転契約書、抵当権者が抵当権設定者を通知する証明文書、元抵当権
設定の登記証書及びそのコピー（船舶抵当権を移転する場合）
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6.資産評価機構が発行された船舶価値評価報告及びそのコピー
7.双方は船舶価値を認可する確認書及びそのコピー
8.抵当権設定者及び抵当権者の身分証明書及びそのコピー
9.委託代理証明書及び委託人と代理人の身分証明書及びそのコピー（委託代理場合）
10.抵当権設定者、抵当権者が共同で提出する抵当権設定契約書及び所属する主契約書
が中国法律法規に従い、且つ抵当権設定禁止規定に該当しない声明書（所有者が外国
国籍の場合）
（6）、遊艇の変更及抹消登記は「中華人民共和国船舶登記条例」等関連法規及び規定によ
って行う。遊艇の非商業目的運輸性質を考えて、暫くはレンタル専用遊艇の登記をしない
ことにする。
2.遊艇の基本情報登録
1.すべての遊艇はできるだけ検査を申請し、海事局発行の「船舶国籍証書」を取得しな
ければならない。
2.厦門港で航行する予定の遊艇は、初回入港後 3 日以内に厦門海事局に「厦門港遊艇基
本情報登録申請表」（一式二部）を提出し、下記書類を一緒に添付する：
1）所有者と管理者の営業許可コピー（社印捺印で、法人場合を適用する）
2）所有者と申請人身分証明書のコピー（本人サイン付きで、自然人の場合を適用す
る）
3）遊艇検査合格証書または品質合格証書のコピー
4）船舶所有権登記証書、船舶国籍証書、船舶検査証書、乗員制限証書コピー（ある
場合）
5）遊艇写真（バウ側側面、スターン側それぞれ一枚。船名または遊艇の識別番号を
つけた後で追加提出可）
6）遊艇操縦人員の適任証書コピー
3.厦門海事局五縁湾出張所が遊艇の基本情報登録申請を受け後、その場で審査を行い、
条件に合う遊艇に対し、
「主管機関コメント欄」に識別番号を入れた上、
「中華人民共
和国厦門海事局船舶管理専用印」（01）を捺す。2 部の内、一部は申請人お控えで、
一部は五縁湾出張所は登録保存用とする。遊艇の管理人は申請表をもって「厦門港遊
艇安全管理パンフレット」と識別マークを受領する。
3.遊艇の入出港管理
外国からまたは福建省海事局管轄外水域から直接厦門港に入る国際航行をする遊艇は、
前もって 7 日前に（7 日間が足りない場合は前の出航港を出発するときから）船舶代理を
通って厦門海事局に入港申請を提出し、到着後 24 時間以内に入港審査手続きをおこなわな
ければならない。直接に中国国境外または福建省海事局管轄水域外へ航行する国際遊艇は、
船舶代理を通って出港前の 4 時間以内に出港手続きをしなければならない。
国際航行遊艇は福建省海事局の管轄水域に出入りする際、入る時と出る時の手続きを各 1
回でよい。期間内に管轄水域内の各港に出入りするときは手続きが不要にする。但し、事
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前に入出港計画を当地海事局に提出することが必要とされる。
（1）遊艇の入港審査
1.「国際航行船舶入港申請書」（一式四部）
2.代理機関の代理資格証書（提出は一回のみ）
3.遊艇の登録証書またはナンバープレート
4.遊艇操縦者の名簿及び資格証書
5.入出港理由及び航行計画、航行範囲。
（2）遊艇の入港検査
1.船舶基本状況表
2.申告表
3.貨物申告表
4.乗員名簿
5.危険物リスト（無いときは不要）
6.遊艇の登録証書またはナンバープレート
7.遊艇操縦員証書及びそのコピー
8.船舶の航行適格証書、検査関連証書及びそのコピー（検査証書を含み、外国政府また
は政府授権機関が発行する品質証書）
9.前の出発港の許可書
（3）遊艇の出港検査
1.申告表
2.船舶基本状況表
3.貨物申告表
4.乗員名簿
5.危険物リスト（無いときは不要）
6.遊艇の登録証書またはナンバープレート
7.遊艇操縦員証書及びそのコピー
8.船舶の航行適格証明書、検査関連証書及びそのコピー（検査証書は外国政府または政
府授権機関が発行する品質証書）
9.他の港審査による同意出港意見書またはコピー
4.遊艇の給油に関する登録
交通運輸部「港内船舶安全管理を強化する通知」及び厦門海事局「港内船舶給油作業管
理をさらに強化する通知」によって、厦門港の遊艇帆船管理機関は給油作業を従事する前
に五縁湾出張所に報告すべき、給油車と受油船舶は安全管理と汚染防止措置をきちんと行
わなければならない。
(1)マリーナクラブによる給油報告
すでに報告済み且つ厦門海事局許可を得たマリーナクラブに対し、下記書類を提出後、
五縁湾出張所は捺印付きの「厦門港遊艇帆船給油作業報告表」
（空白表）を配り、給油する
前に関連内容記入後マリーナ管理窓口に出せばよい。
①声明書（下記内容を含む）
（a）所有遊艇の基本状況。（船名、ブランド名或はモデル、識別番号を含む。）
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(b)代理で管理している遊艇の基本状況（船名、ブランド名或はモデル、識別番
号を含む）
②遊艇所有者が署名した安全及び汚染防止管理協議書（代理管理する場合）
③遊艇の汚染防止管理制度（下記内容を含む）
(a)船舶、陸地の応急案及び訓練計画
(b)船上ごみ及び海洋汚染物の収集及び処理に関する規定
(c)引受時残油記録メモ
(d)緊急連絡名簿
(e)給油記録台帳
④給油会社の燃料小売営業許可書
⑤給油会社の営業許可証コピー（社印付き）
（2）その他の遊艇管理会社及び個人
①給油会社としての燃料小売営業許可書
②給油会社の営業許可書（会社捺印要）
③厦門港遊艇帆船給油作業報告表（毎回給油する前に出す）
5.マリーナクラブ登録報告
マリーナクラブは成立後福建省海事局に登録報告をし、下記書類を提出しなければなら
ない。
（1）「マリーナクラブ登録報告書」
（2）マリーナクラブ営業許可書または登記証明
（3）マリーナクラブ常勤管理人員雇用契約書
（4）係留水域或は保管範囲
（5）遊艇オーナーとの遊艇安全及び汚染防止管理協議書（委託管理場合）
（6）管理している遊艇の基本状況
（7）下記内容を含むマリーナクラブ安全及び汚染防止管理制度
①安全及び汚染防止管理組織機構と責務規定
②遊艇の停泊及び航行安全管理制度
③船員安全教育及び研修制度
④遊艇の日常メンテナンス及び手入れ計画
⑤船上、陸上での応急案及び訓練計画
⑥船上ごみ及び海洋汚染物の収集及び処理に関する規定
⑦遊艇の日常監督検査制度
⑧その他の海事管理機関は必要と要求する安全管理文書
6.遊艇の航行
（1）マリーナに係留するすべての遊艇はマリーナ管理会社と「安全管理責任書」を結ばな
ければならない。マリーナ管理会社は毎月 5 日前に海事機構に先月当該マリーナ保管艇の
変化状況を報告する。
（2）初めてマリーナに入り長期係留予定の遊艇は、事前にマリーナ会社に通知しなければ
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ならない。管理会社は事前に係留場所を用意し、その遊艇の基本状況をタイムリに厦門海
事局に報告する。
（3）マリーナで保管される遊艇はマリーナを出る時に、マリン VHF 無線機或は電話で厦門
海事局に知らせる同時に、操縦員名前、航行計画、船員及び乗員人数、計画帰港時間、緊
急連絡方法。出港後、航行計画または帰港時間に大きな変更がある時、タイムリに厦門海
事局に連絡する。帰港後も再度海事局に無事帰港したことを連絡する。
（4）遊艇は航行中、衝突回避を守る同時に、下記注意事項も守ること。
1．厦門港における主航路、アンカリング地域、桟橋付近水域、交通密集地及び他の交
通管制水域での航行を避けること。やむを得ず上記水域で航行する場合、08 チャン
ネルで厦門海事局交通管制センターに報告し、指示に従う上、スピード違反或はア
イドリング及び停泊はしてはいけないこと。
2．遊艇は船舶検査証書または合格証書が確定した適合航行範囲内或は海事管理機構が
指定する水域内で航行すること。航行禁止区域、安全作業区域での航行または停泊
はしてはいけない。
3．遊艇は安全のため強風または悪天候など安全の恐れがある状況下の航行を避けるこ
と、限定乗員数を超える航行をしてはいけないこと。
4．操縦者は有効である適任証書を持ち、飲酒または疲労操縦はしてはいけないこと。
5．港内では航行速度規制に従い、通常 5 ノット以下で航行しなければならないこと。
6．夜間航行能力のない遊艇は、夜間での航行を避けること。
7．出航時に海事管理機構、マリーナクラブとの連絡が出来る通信機器を持ち、陸上と
の有効連絡を確保しなければならない。遊艇は港内で航行するとき、船上通信機器
は 08 チャンネルに設定すること。
（5）初進水のときはメーカー（または組立工場）またはマリーナクラブを委託し事前に厦
門海事局に連絡登録をして、操縦員適任証書コピー、試運転計画及び安全保障措置を一緒
に提出する。実際の航行時に本規定の第 3 条に基づき連絡登録手続きを行う。
（6）遊艇は厦門港から出発して遠出するとき、操縦員或はマリーナクラブは事前に航行計
画、船員と乗員名簿、緊急連絡方法等を海事機構に知らせなければならない。航行または
水上作業安全を影響する恐れのある活動を行う場合には、主催者は活動開始の 7 日前に海
事航行に航行警告の発行を申請しなければならない。本条通知または申請は、本規定第 3
条による報告義務を免除しないこととする。

3．中国舟艇業者（メーカー・販売店、マリーナ）の状況
中国の舟艇業者の資料、概要を把握するには、まだまだデータの整備が完了していない
のが実情で、現時点でわかる範囲 3 地区の青島地区、厦門地区、珠海地区を特定しプレジ
ャーボート産業の発展の特色を下記する。
（1）青島地区
青島は北半球温帯季節風区域にあり、市街地の気候は海洋環境により東南の季節風と海
流、水塊の影響を受けるため、はっきりとした海洋性気候の特徴がある。2008 年開催の「エ
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コな、ハイテクな、文化的なオリンピック」という理念のもと、青島の山・海・街が一体
となった海上スポーツ戦略を進め、中国におけるヨットの都にすることを目指してきた。
○プレジャーボート製造企業一覧
・青島造船歊監波遊艇製造有限公司
・青島海特遠東遊艇製造有限公司
・青島金河遊艇製造有限公司
・青島友邦帆船製造公司
・青島松本船艇製造公司
・青島霊山兄弟遊艇製造公司
・青島龍之子船艇製造有限公司
・青島奥龍車船製造有限公司
（2）厦門地区
厦門のある福建省は気候が穏やかで、製造業の生産期間を短くする上で有利であり、国
内のプレジャーボートの生産条件に最も合致する地域の一つである。福建省は海洋省でも
あり、海とのつながりのある漁業資源・港湾資源・鉱産資源・観光資源などがあり、管轄
海域も広い。また、市場条件として、福建はいわゆる黄金の三角地帯の中心に位置し、豊
かな珠海デルタ、揚子江デルタ、台湾に囲まれている強みがある。さらに福建省には島が
多く、プレジャーボートのレジャーと産業活動を結びつけた開発に適している。
厦門市には、潮盛、唐栄、欣翔、紅龍、飛鵬といった対外傾向の強いプレジャーボート
メーカーがかなりあり、2007 年には生産高 3.5 億元で、前年比 60％の増加をしている。ま
た厦門周辺の漳湾や泉州といった沿岸一帯にも厦門企業が株式の大半を持ったボートメー
カーが多数ある。そしてまたプレジャーボート経済区が相次いで建設されるのに伴って、
厦門にますます多くの国内外ボートメーカー、代理店、クラブが進出するようになってい
る。そこで製造されるプレジャーボートの輸出先としては、欧米、香港、東南アジア等が
主である。
尚 次 ペ ー ジ に 厦 門 市 の プ レ ジ ャ ー ボ ー ト 産 業 2008 年 度 生 産 状 況 の 一 覧 表 を 添 付 す る 。
（2009-2010 中国プレジャーボート産業報告書より）
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1

哈徳森（福建）遊艇有限公司

福建長泰承義工業有限公司

製造企業

21,000

15,400

20,000

3,000

製造企業

厦門紅龍遊艇製造有限公司

伊斯達（美国）船艇有限公司

均和興貿易有限公司

厦門東発興貿易有限公司

莱利雅（厦門阿）救生用品有限公司

美威凱（厦門）金属製品有限公司

厦門市通達縄工業有限公司

厦門欧創模型設計有限公司

3

4

5

6

7

8

販売代理・リース 1,000

5,000

61,309

上海巴富仕遊艇有限公司厦門銷售中心

6

販売代理・リース 400,000

123

7,123

香山国際遊艇倶楽部

5

販売代理・リース 5,000

販売代理・リース 2,000

553,797

厦門路橋五縁湾運営有限公司

4

2,000

408,560

厦門中林飛馳遊艇倶楽部有限公司

3

販売代理・リース 60

販売代理・リース 500

200
13,503

50

320

330

1,725

1,800

2,000

3,128

4,402

500

80

164

1,000

2,000

100

4,000

40,683

合計

厦門藍海遊艇発展有限公司

関連産業

関連産業

関連産業

関連産業

関連産業

関連産業

関連産業

508

販売代理・リース小計

厦門阿茲姆遊艇有限公司

1

2

関連産業小計

厦門欣翔航運電子有限公司

関連産業

7,123

5,000

123

2,000

100

10

116

1,600

1,800

3,128

4,000

5,900

200

2,749

100

320

320

1,609

船舶用誘導設備

4,800

8,000
発電機ユニット・部品

4,000

船艇舷窓・天窓

400

潜水服・救命胴衣 1,800

船外機・部品

中国各地

中国福建

500
500,024,500

500,226,312

5,000

プ レジャーボート・ヨ-

プ レジャーボート・ヨ-

プ レジャーボート・ヨ-

プ レジャーボート・ヨ-

輸入プ レジャーボー5,000

38-116ｆｔ阿茲姆プ レ-

福建/シン ガポーヨット・各種模型

香港/台湾/欧米ロ ープ ・ワイ ヤー 500,000,000

広東/米

欧/亜太

中国沿海

亜太/日/マレー 誘導・船舶用部品等5,000

中国各地

中国各地

196,812

木製カ ヤック・プ レジ200

140,835

製造業小計

厦門市明東機電子有限公司

中国沿海

米/ノルウェ ー ヨット・14-48ｆｔプ レジ12,000

36,000

200

32-51ｆｔヨット動力艇 4,000

ヨット・20-40ｆｔプ レジ45,000
スウェ ーデン /米

中/米

4,805

1,100

1,500

3,340

40-86ftプ レジャーボ21,920

47,692

ヨット・プ レジャーボ 400

釣り船・空気ボート・16,792

中/豪/シン ガポ 55-78ftプ レジャーボ30,000

欧/米

中/米/英

プ レジャーボート・ア10,000

プ レジャーボート・ヨ20,500

予測（万元）

2012年生産高

製造企業

20

500

100

米/欧
米/欧

企業主要
製品/生産量

厦門富昆遊艇有限公司

20

1,100

2,000

3,440

1,000

4,673

7,981

4,200

額

国外販売 販売先国/地区

200

3,440

4,000

1,280

1,280

額

国内販売

製造企業

製造企業

5,000

10,989

18,134

5,953

7,981

4,200

産高（万元）

内訳

厦門浩強遊遊艇公司

2

1

9

2,000

製造企業

厦門瀚盛遊艇有限公司

8

30,000

40,800

7

製造企業

厦門毅宏集団有限公司

製造企業

厦門唐栄遊艇工業有限公司

56,590

販売代理・リース 190

製造企業

製造企業

（万元）

企業総投資額 2008年年間生

6

小計

捷保帆船（厦門）有限公司

飛鵬
企業 厦門飛鵬工業有限公司

厦門

企業類別

5

4

3

2

企業名/項目

厦門市プレジャーボート業協会統計発布（2009 年 12 月 15 日）

厦門市プレジャーボート産業 2008 年度生産状況一覧表

48,400

2,000

1,380,787.3

700,308

700,000

308

15,178.3

7,000（借地）

1,478.3

1,000（借地）

1,000

700

4,000

665,301

30,000

306,530.6

19,873.6

1,000

4,000

3,208.6

7,665

1,000（借地）

1,000

2,000

286,657

10,000

200（借地）

3,000
200（借地）

4,000

25,000

40,000

4,500

37,000

300,000

62,405

157,057

500（借地）

51,507

27,902

228,196

57,250

4,226

212

40

130

20

9

13

325

25

70

30

105

9

20

23

43

3,689

80

8

100

100

500

200

460

2,241

5

1,116

1,000

120

47,800

134,882
66,222

工場面積vva 2009年従業員
総数（人）
（㎡）

用地面積（㎡）

建設計画中

建設計画中

設立直後

本社厦門

本社厦門

備考

通貨：人民元（万元）

（3）珠海地区
平沙のある「海南奥地区」は大陸の南端に位置し、中国で最も早く改革開放が始まった経済
開放の最前線であり、経済水準が高く、消費・購買力もあり、巨大なプレジャーボート消費市
場でもある。気候は快適で、南アジア熱帯気候と熱帯過渡型海洋性気候に属しており、そのよ
うな自然条件がプレジャーボート産業を発展させる上で強みとなっている。
プレジャーボート産業パークのある金湾区平沙は、中国で最も古い工業パークであり、2008
年金湾区はすでにボート製造と関連製品の生産企業が 21 社あり、
そのうち金沙鎮内にあるのが
20 社ある。また別の産業パーク内に 1 社あり、すでに生産を開始している企業は 14 社、建設
中 2 社、計画中は 5 社となっている。尚それぞれ米国、オーストラリア、ドイツ、イタリア、
カナダ、台湾、香港と国内の企業が投資する契約となっており、すでに米国の企業は工場建設
に入っている。

4．マリーナ等の整備状況、今後の整備計画
（1）マリーナ等の整備状況
2010 年 3 月 19 日発行の「2009～2010 中国プレジャーボート産業報告」によると、プレジャ
ーボートクラブの発展拡大なくしてプレジャーボート産業の発展なし、つまりマリーナ等の整
備がプレジャーボート産業の発展に直接影響していると言える。これまでプレジャーボートク
ラブへの出資者は、投資額が大きく審査期間が長く、建設期間が長く、資金回収スパンが長い
という四大障壁に悩まされており、その結果、プレジャーボートクラブの建設に参加したいと
考えている多くの企業も態度を決めかねていたと分析している。だが、そのような困難が市場
需要に沿った小規模のプレジャーボートクラブの出現を促した面もあり、現在では大・小規模
のプレジャーボートクラブが所属するマリーナは全国で 40 ヶ所を超えると言われている。
まず各機能を備えているプレジャーボートクラブの概況、停泊バース数、施設・サービス内
容を一覧し、かつ中国沿海部の集中している位置を示す。次にいくつかのマリーナやプレジャ
ーボートクラブを一部写真で紹介する。
中国マリーナクラブの所在図

23 ○
24 ○
25
○
21 ○
22
⑲⑳○

⑯⑰⑱

⑫⑬⑭⑮
⑥⑦⑧⑨⑩⑪

②③④⑤
①
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（所在地番号は次ページ以降と連動）
マリーナ・クラブ名

概況

バース数

施設・サービス内容

①三亜鴻州国際

･2005.7.26 創設した鴻州集団が

72

プレジャーボートのリース、販

起業した新型産業

(将来 300

売サービス、ショッピングエリ

～500)

ア、ホテル

275

ボートのリース、ダイビング、

遊船会
②深玔浪騎遊艇会

・26 万㎡の用地面積
・US ボートハーバー設計会社の

フィッシング、ヨットレースの

Bellingham 社が設計し国際基

大会開催、ヨットクルーズ、ク

準に基づいている

ラブの活動企画と普及、運転訓

・800ｍの防波堤、メンテ工場、

練等

400 区画の陸上船舶倉庫あり
・400 名余りの会員（会員規模最
大）

③深玔大梅沙湾遊艇会

200

・8 万㎡の用地面積

ビーチバー、フィットネスセン

・300 台分の水上スポーツ用水上

ター、海上用品専門店、海上ゴ

バイク停泊バース

ルフグリーン

・100fｔ超の超豪華クルーザー停
泊可能
・200 メートル余りのプライベー
トビーチあり

④深玔湾遊艇会

⑤広州南砂遊艇会

300

・200 名の会員

ボートのリースと販売、メンテ

・高級都市型プライベートサロン

ナンス、ボートの設備・計器の

あり

提供、通関サービス、教育訓練、

・セレブリティ、成功者の快楽を

ダイビングスクール、フィッシ

味わえるクラブサロン

ング、カルチャークラブ等

・ボートクラブと大型商業施設と

300

高級不動産の融合した大規模コ

メンテナンス、燃料補給、運転
訓練施設

ンビネーションプロジェクトで
推進中

⑥アモイ五縁湾帆船ク

・200 名の会員

300

ラブ

・6 万㎡のヨットパークがあり、
ヨットハーバーを計画中

サロン経営、ヨット展示、ヨッ
トレース開催、ヨット体験、ハ
ーバーの管理、ヨットスクール、

・湾内の広々とした水域、海外線、

船艇のソースと販売、メンテナ

商業街から成り立っている

ンス

－ 36 －

⑦アモイ香山国際遊艇
クラブ
⑧アモイ中林飛馳
遊船クラブ

NA

・200 名の会員

スパ、屋内・外プール、フィ

・クラブ全体のデザインは、出

ットネスクラブ、スケートリン

港する船をイメージしたもの

ク、アミューズメントパーク等

100

・200 名の会員
・クラブはプレジャーボート、

ボートの建造、販売、
メンテナンス、運転訓練

ヨットの体験及びリースを
行っている高級サロン

⑨アモイ中奥遊艇クラ

・200 名の会員

300

ブ

・19 ヘクタールの総面積に、

ボートハーバー、クラブ、
関連施設の開発・建設と経営管

7.8 ヘクタールの水域面積

理

となる計画で進行中

⑩アモイ藍海遊艇クラ

・200 名の会員

750

ブ

・2005 年に設立、アモイで最初

ショッピング街、ボートの販売、

のプレジャーボート産業に参入

ボートスクール

VIP バース、ハーバーオフィス、

した代理店
・能力と技術を持つプロフェッシ
ョナルチームを擁してるクラブ

⑪アモイ迪布国際遊艇

・使用海域総面積は 70 万㎡、海

750

クラブ

の埋め立ては 25 万㎡で計画推進

ショッピング街、ボートの販売、

中

ボートスクール

200 以上

VIP バース、ハーバーオフィス、

⑫浙江九龍山将軍遊艇

・1200 名の会員

クラブ

・中国で最も自然環境に優れ、最

練、メンテナンス、施設の展示

も大きな海洋面積を有している

ホール、リゾートレジャー、ス

総合レジャークラブ

ポーツ、ヨットレースの開催等

ボートのリース･販売、運転訓

・最大 73ｆｔのボートの停泊が
可

⑬普陀国際遊艇会

・200 名の会員

100

ＮＡ

90

ビジネスレジャー活動、クラ

・朱家尖樟州湾のアーチ型カーブ
の入り江、波が穏やかで年間 95％
は海底を見通せる
・古くから天然の良港とされ、ハ
ーバーを造るのに最も理想的、自
然条件に恵まれた屈指の土地

⑭杭州博安遊艇会

・日本博安控股有限公司の傘
下の会社が出資

ブサロン、運転訓練、フィッ

・アジアで最も大規模で、最

シング、メンテナンス

－ 37 －

も企画の優れた防波堤とボー
トハーバーを有している
⑮蘇州水星遊艇クラブ

ムシャク

⑯無錫太湖山水クラブ

144

・1993 年 3 月設立

会員自身によるクルーズガ

・ブランズウィックグループ

イド、ボートリース、運転免

が中国で最初に出資したクラ

許の教習、海上結婚式の運

ブ

営、フィッシング等

・クラブ会社は香港金海中国

80

ボートの販売、リース、メン

投有限公司が設立し、2007 年

テナンスゴルフ練習場、カヌ

6 月から営業開始

ーやヨットの水上スポーツ、

・無錫太湖景観地区では、唯

水上結婚式の運営、運転教習

一の高級ボートサロン

学校

・観光地区の開発・建設・経
営や造園・緑化事業を実施
⑰上海亜廷遊艇会

・遊艇会は上海瑞泓遊艇有限

45

メンテナンスサービスセン

公司が出資・開発し、2006 年

ター、ボートの売買、リース

に創設

サービス、バースの貸し出し

・国際水準で専門的な施設が

等

完備
⑱上海萊悦遊艇クラブ

・200 名の会員

50

ＮＡ

NA

大型ヨットスクール・ヨット

・国際的なボートクラブで、
オーストラリア等のクラブと
提携し、中国内に多くの拠点
を設立
・オーストラリア Sunrunner
社や米国製輸入ボートの中国
販売元
⑲青島華航国際航海運

・クラブは 36ft、32ft、24ft

動クラブ

の各サイズ及び CAT380 等先進

レースの大会運営、クルーザ

的ヨット各種を所有

ー貸切、ボート及びヨットの
販売・リース、メンテナンス、
フィッシング等

⑳日照水上運動基地

・総面積 5.3ｋ㎡、緑地 120

100

人間本位・自然環境保護の理

万ｋ㎡、湿地面積 40ｋ㎡、水

念のもと、観光、水上スポー

域面積 160 万㎡

ツ、レジャー、フィットネス

・8 つの大競技と 123 の小競技

を一体化した総合海浜公園

－ 38 －

の大会を開催できる都市計画
行政の総合プロジェクト
21 青島銀会国際游艇ク ・陸地面積、7.5 万ｋ㎡、水域
○

ラブ 0

300

ヨット訓練基地、ボート運転

面積 8.7 万㎡

訓練、フィットネスクラブ、

・世界のプレジャーボート産

クラブサロン、海上スポー

業の注目を集め、中国最大の

ツ、レジャーサービス等

ボートメーカー数社は銀海に
代表所を設けている
22 青島利天遊艇クラブ
○

・用地面積 1.5 万㎡、ハーバ

300

メンテナンス工場、検査点

ー全長 418ｍ、岩壁 392ｍ

（陸上バ

検、進水誘導サービス、ボー

ース）

トの販売・リース、運転代行
等

ＮＡ

ボートの選択・購入、技術コ

23 大連金海岸遊艇クラ
○

・200 名余りの会員

ブ

・世界有名ブランド豪華クル

ンサルティング、メンテナン

ーザー・スピードボート及び

ス、運転代行、水上スポーツ、

水上活動関連器具の販売代理

航海知識訓練等

24 大連星海湾国際遊艇
○

・東北地区随一の国際標準港

79

ボート展示販売サービス・リ

クラブ

・政府官庁や各界関係者の協

（将来：

ース、技術コンサルティン

力のもと、クラブの基本的な

+270）

グ、メンテナンス、海上レジ

ソ フ ト と ハ ー ド を 素 早く 整

ャー、海釣り、ダイビングボ

え、個人のプレジャーボート

ート専門運転訓練学校の運

保有数は中国トップクラス

営、ボート関連許可証の代理

・世界有名ブランド豪華クル

申請等

ーザー・スピードボート及び
水上活動関連器具の販売代理
25 大連長風遊艇クラブ
○

・上海国新房地産有限公司、

26

ボート博物館、料理の船上へ

上海天鴻置業投資有限公司、

（将来：

のケータリング、メンテナン

北京普瑞瑪クラブ管理有限公

+78）

ス、淡水補給、ボート販売・

司の 3 社が共同出資し設立

リース展示会への企画運営、

・第 2 期、第 3 期建設が計画・

大規模競技会催しの企画運

推進中、現在 1/3 の工事が完

営等

了

（NA: Not Applicable）

－ 39 －

プレジャーボートクラブの風景（4 か所）

－ 40 －

4．

－ 41 －

（2）マリーナ等の今後の整備計画
前述 4．
（1）のマリーナ等の整備状況でもわかるように、各地方政府は都市改造と水系景観
資源を考えて、意識的にボートレジャーとマリーナ、マリーナクラブ建設を計画に入れ、都市
計画と一体計画を基本概念に入れ、また今後もそれが続くであろう。その中のいくつかの都市
や地区の計画を例として次に添付する。
例・海南省洋浦経済開発区シーサイドライフエリア都市設計
・河南省洛阳東方センチュリーシティ濱河公園建設
・南京市浦口中心地区コンセプト計画
・上海黄浦江丙岸南延伸部Ｃコラム計画
・深玔シーショーレジャーエリア
・山東省泰山天平湖トラベルリゾート計画、計画詳細
・珠海前山河景観エリア設計

－ 42 －

－ 43 －

－ 44 －

－ 45 －

5．まとめ：プレジャーボート市場の今後の見通し
（1）中国北東部沿海マリーン市場の調査結果の概要
2010 年 4 月中旬、日照、青島、威海、煙台、大連と中国北東部の沿海にあるプレジャーボー
ト製造企業 3 社やマリーナ 5 か所、販売店等 4 か所を訪問し、その中から今後のプレジャーボ
ート産業の発展に絡がる行政の動きや、ボート製造産業の活況、マリーナ課題等写真を交え概
況報告する。尚報告内容には、企業活動に関する経営規模等の情報は割愛した。
調査結果、ボート関連企業は「2009-2010 中国プレジャーボート産業報告」に沿った情報、
つまり中央政府が初めて提案した「レジャー産業を国民経済戦略の支柱産業として育成すると
ともに、
新興産業や経済成長点として育成支援していく」
との内容に大きな期待を示している。
またプレジャーボート製造企業には現状も活況があり、受注ボートの 50％は輸出しているとか、
造れば即売れる市場環境にあり人手不足、模倣対策として輸出モデルは国内販売しないとか、
中国北東部沿海地域のボート製造産業が大変良い環境にあり、活況を帯びている事がわかる。
そしてまた国務院提案の内容として：
1．レジャー消費の新たな注目点を育成し、条件の整った地区で船舶・プレジャーボート
といった新興のレジャー形式を発展させるよう支援する
2．船舶・プレジャーボート等のレジャー設備製造業を、国家推奨産業のリストに含める
3．手つかずのビーチや離島等のレジャー開発プロジェクトを積極的に支援する
に対してますます大きな期待があり、次項に述べる「第 12 次五カ年計画」
（2011－2015 年）
に熱い視線が向けられている。

－ 46 －

中国北東部沿海マリーン市場調査結果の概要
造船所

マリーナ

青島ハウイン船艇制造有限公司 日照世界帆船服務中心

販売店他
ヨットインストラクター懇談（青島）

青島銀海国際游艇倶楽部

ゴールドショア－販売店（大連）

青島オリンピックハーバー

大連船用有限公司

煙台市政府マリーナ

大連ニュース

青島遠東桟動艇有限公司

威海（ウエハイ）竹内船舶制造
有限公司

大連市銀星海岸マリーナ

日程：4月12日（月）～16日（金）

天候： 曇～晴

訪問地：日照、青島、威海、煙台、大連

－ 47 －

外気温： 5～13℃

青島ハウイン船艇制造有限公司
○民営企業
○輸出先：オーストラリア、イタリー、ノルウェー、
フランス、スペイン、アラブ諸国等

○市場は、会社の経営者が釣に興味を持ち始めてお
り、直接販売で対応
主流：9.5m/115 馬力仕様、15 万元

○ボートは全て受注生産

（山東省、遼寧省、江蘇省、広東省が中心）

○年間製造船の 50％は輸出している

○2010.3.19 海南島で游艇産業報告会

○輸出が伸びる理由：
イタリーなど中古艇市場が大きく、価格は中古艇
と中国製新品艇が変わらないため新品が売れる
○製造要員の不足で残業対応

が中国で初めて開催、150 社集合
○2009.12 月から政府が動き始めた
注目点

職場に人が集まらなく、新人は 2～3 年で止める

・中国で初めてのデータ集積

（懸念：将来賃金アップにつながる可能性あり）

・定期的な游艇産業報告会の開催

○図面提供による製造する方式をとっている
○5 年後に世界レベルの品質を目指している
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青島遠東桟艇有限公司
○2004 年に国営から民営へ移行

○ よく売れるモデルについては国内販売はしない

○輸出はオーストラリア、イタリア、香港などへ

理由：すぐコピーされてしまう為

○中国の個人ユースは業務用が主
○写真から良さそうなデザインを選び、製品化へ
ボッ カイ

○渤海の石油探索事業で船外機が売れる理由は、
40 トン計器搭載、9 ノットで本船から発射される音
波で、海底の反射データーを収集する 40 隻の船で
船団を組むため、需要が数百隻の特殊ボートと

注目点
・自分で開発し自信のある商品の模倣が
心配な時代に入った
・渤海油田探索と船外機の売れる関係

船外機に出る
○工場の作業員を募集しても集まらないので、需要が
あっても十分船を造れない。
3Ｋ職場とみられているかもしれないが、どうしても
手作りの所がある
（懸念：将来、コストが上がる可能性あり）

威海（ウェハイ）竹内船舶制造有限公司
威海市：山東半島の一番東に位置し「日の出の場
所」と呼ばれている、青島から約 220km

○カーボンの釣竿を自社で作っているので、
そのＫH は 既に十分ある

北東の方向、人口 247 万人、市内
○民営会社

52 万人で、宇部市と友好都市の関係

○政府からの直近情報として：
1．漁船の木船からＦＰＲ化の政策が動く新規製造の差額
は政府が支援しＦＲＰ化を加速する、馬力アップも可

○今は船を製造すれば即売れ、活況を呈している
○輸出は、アフリカ、欧州、オーストラリアへ
大型船を出している。

2．船は贅沢品とされ 10％の税がかけられているが、
今後プレジャーボートへ力を入れるような話もあり、
贅沢税がいつかなくなる可能性あり尚贅沢税は遊び

注目点

で浮かんでいる 8ｍ以上のものは全て対象

・木漁からＦＲＰ化への政府支援の方針

○游艇に政府方針が出たら、レジャー商品に力をいれる
○山東省では 60 馬力以下の船が 2 万隻 あり、今後の需要が
期待
青島：15～20ｍの漁船が主
威海：30ｍ以上
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・将来贅沢税の廃止へ動く可能性あり

