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はじめに 

中国で官民連携（パブリック・プライベート・パートナーシップ、以下「PPP」）が導入されたのは 1990年代半ばのことでした。それゆえ、この概念
は目新しいものではありません。『中華人民共和国国民経済・社会発展の第 13次五カ年計画要綱』（以下、「第 13次五カ年計画」）は、
民間企業に対して次のことを奨励しています。 

 インフラおよび公共サービス施設への投資、これら設備の建設・運営 
 環境インフラ建設への参入 
 政府と企業が共同で提供できるような公共サービスへの投資 
 民間企業の市場アクセスの拡大 

2015年 5月 22日、国務院は公共サービスにおける PPP推進に関する指針を示す通達（国弁発[2015]42号）を公布しました。PPP推
進の指針となるこの通達には、公共サービス提供における PPP の推進は政府の機能を変革し、さらなる市場の活性化を図り、新たな経済成長
の起点を創出するための重要な改革策であると明記されています。 

また、PPP の推進は国民の生活を守り向上させるための重要な手段でもあります。この通達によって、PPP の対象となる産業の範囲が広がりまし
た。また、この通達は、PPP の持続可能性と健全な発展を保証するための制度の確立を呼びかけるとともに、PPP プロジェクトの実施方法を規制
し政策枠組みも提示しています。 

最近では、「インターネット＋（プラス）」、「大衆創業、万衆創新」といった他の政策スローガンと並んで、PPP が経済の最も活発な要素となって
います。2016年 12月 31日の時点で、財政部（MOF）のプロジェクト・データベースには 1万 1,260件の PPP プロジェクトが登録され、総
投資額は 13兆 5,000億元に達しています 1。一方、PPP開発の急発展に伴って、税務上の問題が持ち上がるようになってきました。 

現在、PPP に関する包括的な法整備が進められています。その発表に先立ち、KPMG は租税政策が PPP プロジェクトに与える影響に焦点を当
て、このレポートを発表することにしました。このレポートが PPP参加企業の皆様の参考になれば幸いです。PPP の資金調達・運営・完了段階へ
の参入で知っておくべき税務上の問題について深く切り込むことを企図しています。結構分量がありますので 4回に分載させて頂きます。第 1回
目の今回は中国における PPP の意義と PPP の主な実施モデルと決済方式に関して簡単にまとめます。 

 

                                                 
1財政部 PPP センター、国家 PPP情報プラットフォーム・プロジェクト・データベースの第 5次季報。 
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中国の官民連携（PPP）プロジェクトへの税務上の影響 （1）  
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1.PPP について 
 PPPの概念と中国における発展 

中国政府は、大規模なインフラプロジェクトの開発・運営・維持管理（またはそのいずれか）に民間企業が関与することを加速度的に受け入れ
るようになってきました。これらのプロジェクトは、一般に PPP（＝Public-Private Partnership）という略称で呼ばれています。 

一番簡単なケースで説明すると、PPP では政府が投資・運営・管理能力の観点から最も条件の良い民間入札者を選定します。政府と民間企
業の双方が対等な協議の原則のもとで、両当事者の権利と義務が明記された契約書を交わします。実務上は民間部門が役務サービスを提供
し、政府が公共的なサービス実績評価の結果に基づいて支払いを行います。こうして民間企業が適正な収入を得られる仕組みになっているので
す。 

中国政府は、民間部門が貢献し、開発・運営・資金調達の全体または一部を担う新しいインフラを獲得するための手段として PPP を利用してき
ました。政府による従来型のインフラ投資より PPP が好ましい理由は、コストパフォーマンス、専門知識・経験の補完、リスク共有、あるいはプロジェ
クトを財政にとってのオフバランスで進められること等さまざまです。 

ここ数年、中国では高速道路、電気・ガス・水道設備、廃棄物処理施設、住宅建設、医療施設、教育施設等、多岐にわたるインフラの開発や
運営のための手段として PPP が広く活用されています。 

財政収支の重視や財政引締めの必要性を考えれば、中国における PPP の拡大・発展が単なる一時的なものではなく、明らかに国務院の支持
に基づいた中国政府の経済発展戦略の基本的な方針であることは確実です。しかし、中国ビジネスの多くの側面にみられるように、商業的視点
に立ったこうした流れは、往々にして明確な法的枠組みやそれを支える税制の確立を待たずに進んでいます。PPP も例外ではありません。 

税務の面で中国では（中央政府か地方政府かを問わず）政府自体、税制に組み込まれていません。政府が自身に対して自ら課税することは
無意味だと考えているのかもしれませんが、政府が税制の外に置かれているために、PPP の複雑さはさらに増します。これについては以下で検証し
ます。 

 PPPの種類 

そもそも中国の PPP の概念自体が曖昧です。つまり正式な定義がないのです。むしろ、PPP はリスク共有、政府と民間部門の長期的関係の形
成、民間部門の資産の開発または運用、アウトプットまたはサービス提供の重視といった特定の性質を持つ傾向があります 2。 

PPP の概念が曖昧であることを考えると、税務上の影響を予測することは必ずしも容易ではありません。そこで、このレポートでは、中国でよく用い
られる PPP モデルをいくつか取り上げ、PPP のライフサイクルを分析して、起こりうる税務上の重大な問題を明らかにすることにしました。もちろん、あ
らゆるプロジェクトでこれらの問題の全てが生じているわけではありません。従って、問題を検討するための枠組みを提供することがこのレポートの趣
旨であるとご理解ください。 

主要な PPP モデルとして、以下のものが挙げられます。 

カテゴリー モデル 簡単な説明 民間企業が得るもの 
新規プロジ
ェクト 

BOT（建設・運営・
譲渡） 

• 民間企業は自社の資金でプロジェクトの建設を
担当する。 

• 民間企業は民間企業としての立場で運営、維
持管理、顧客対応業務を担当する。 

• 民間企業は契約で合意した満期を迎えた時点
で所有権を政府に譲渡する。 

• 営業利益 
• 譲渡の対価 

BOO（建設・運営・
所有） 

• 民間企業は自社の資金でプロジェクトの建設を
担当する。 

• 民間企業は、民間企業としての立場で運営、
維持管理、顧客対応業務を担当する。 

• 民間企業はプロジェクトを政府に譲渡しなくてよ
いが、政府が運営に何らかの制約（公共の利
益への一定の配慮を維持することなど）を課す
可能性が高い。 

• 営業利益 

                                                 
2 例えば、国際通貨基金「パブリック・プライベート・パートナーシップ（Public-Private Partnerships）」2004年 3月 12日を参照。 
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カテゴリー モデル 簡単な説明 民間企業が得るもの 
BLT（建設・賃貸・譲
渡） 

• 民間企業は自社の資金でプロジェクトの建設を
担当する。 

• 民間企業は、完工時に施設を政府に賃貸して
運用させ、その見返りとして賃貸収入を得る。 

• 民間企業は、契約で合意した満期を迎えた時
点で所有権を政府に譲渡する。 

• 賃貸収入 
• 譲渡の対価 

BOOST（建設・所
有・運営・助成・譲
渡） 

• BOT の類似モデル。BOOST では、プロジェクト
がその性格上、高リスクである等の理由により、
民間企業が政府から助成を受けられる点が大
きな違い。 

• 営業利益 
• 政府の助成 
• 譲渡の対価 

既存プロジ
ェクトの運
営 

MC（管理契約） • 政府が、運営・維持管理・顧客対応業務を民
間企業に発注し、下請代金を支払う。 

• 下請代金 

O&M（運営・維持管
理） 

• 政府が、運営・維持管理業務を民間企業に発
注し、下請代金を支払う。 

• 下請代金 

TOT（譲渡・運営・譲
渡） 

• 政府が既存プロジェクトの所有権を民間企業に
譲渡する。 

• 民間企業は、民間企業としての立場で運営、
維持管理、顧客対応業務を担当する。 

• 民間企業は、契約で合意した満期を迎えた時
点で所有権を政府に譲渡する。 

• 営業利益 
• 譲渡の対価 

既存プロジ
ェクトの拡
張または改
修 

ROT（改修・運営・
譲渡） 

• 政府が既存プロジェクトの所有権を民間企業に
譲渡する。民間企業が改修を担当した後、プロ
ジェクトを運営する。 

• 民間企業は、民間企業としての立場で運営、
維持管理、顧客対応業務を担当する。 

• 民間企業は、契約で合意した時期が到来した
時点で所有権を政府に譲渡する。 

• 営業利益 
• 譲渡の対価 

LOT（賃貸・運営・譲
渡） 

• 政府が公共資産への投資を行い、それらの資
産の所有権を保持する。 

• 政府は既存プロジェクトと新規プロジェクトを民
間部門に賃貸する。民間部門が運営・維持管
理・顧客対応業務を行う。 

• 営業利益 

 
 PPPの決済方式 

一般に、PPP の決済・収入方式（民間企業が投資リターンを得る手段）は主に次の 3通りです。 

利用者負担  政府による支払い  バイアビリティ・ギャップ・ファンディング 
最終消費者が公共の財・サービスを購
入した時点でプロジェクト会社に直接 3

支払を行う。プロジェクト会社はここで建
設・運営費用を回収できる。一般に、利
用者負担方式は公共輸送プロジェクト
（例：高速道路、橋梁、地下鉄その
他）と公共設備プロジェクト（例：水
道、暖房その他）などに適用可能。 

 政府がプロジェクト会社に直接手数料を
支払い、公共の財とサービスを購入す
る。アベイラビリティ・ペイメント、ユーセッ
ジ・ペイメント、パフォーマンス・ペイメント
等の方法を含む。政府による支払いは
以下の要素に基づくケースが圧倒的に
多い：施設のアベイラビリティ、製品・サ
ービスの使用量・品質 4。公共設備・公
共サービスプロジェクトではこの方式が一
般的な決済方式である。この決済方式
は一部の公共輸送プロジェクトでも使用
される。 

 この決済方式では、プロジェクト会社が
最終消費者から回収した資金では相応
の投資利益を得られない場合や費用を
回収できない場合に、政府が民間企業
またはプロジェクト会社に一定の助成
（補助金、エクイティ投資、無利子融
資その他の優遇政策等）を与える 5。
バイアビリティ・ギャップ・ファンディングは政
府による支払い方式と利用者負担方
式の折衷型である。中国には、土地配
分、株式投資、投資補助金、優遇ロー
ン、ローン割引、配当放棄、プロジェクト
開発使用権を含め、さまざまな形のバイ
アビリティ・ギャップ・ファンディングがある。 

                                                 
3 財金発[2014]113号 
4 財金発[2014]113号 
5 財金発[2014]113号 
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以上、中国における PPP の意義と PPP の主な実施モデルと決済方式などを紹介しました。次号ではより具体的な PPP の税務上の主要論点を
紹介・解説します。 

つづく 

 
（みずほチャイナマンスリー 2017年 10月号に掲載） 
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