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中国不動産産業の発展と経済に対する影響 

要 旨 

 本稿は中国不動産産業の発展と経済に対する影響について論述を展開する。 

まず、第一章では、中国不動産産業発展の推移について述べる。改革開放以前、

20世紀 80、90年代、2000年以降という三つの段階を分け、説明する。第二章

では、中国不動産産業の現状を分析する。開発規模と販売高、価格の高騰、地

域発展の不均衡という三点から中国不動産産業の現状を把握する。第三章では、

中国不動産産業の経済発展に対する影響を説明する。金融市場、関連産業、国

民生活という三つの角度から中国不動産産業の経済発展に対する深い影響を

分析する。不動産産業は産業チェインが長いので、多くの産業と深く関わって

いる。不動産市場の繁栄は製造業、建築業などの発展を促し、金融市場の安定

と金民綱関係がある。第四章では、価格高騰に対する抑制と不動産市場の秩序

化から中国不動産産業発展の未来を展望する。不動産価格の高騰はかなり注目

され、それに対して、政府は多くの政策を公布し、価格の不合理的な上昇と不

動産投機を阻止する。これらの政策も不動産市場の秩序化を強化するのによい

のである。中国不動産産業は中国の基礎的産業として、今後、政府政策の指導

の下で、良い発展を実現し、続いて中国経済の成長を推進すると思っている。 

キーワード：中国不動産産業 価格高騰 関連産業 政府政策 経済発展  
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はじめに 

    不動産産業は一国の経済において重要な地位を占めている。特に、中国では

不動産産業は国民経済の基礎的産業となり、いろいろな業界と深く関わってい

る。不動産産業の発展は国民経済 GDPの成長を促進する上では大きな役割を

果たしている。また、近年以来、中国不動産価格の高騰は社会でかなり注目さ

れる。不動産価格の過度上昇を防ぐために、中国政府はいろいろな措置を実施

している。特に、北京、上海などの大都市で、不動産の「限購令」（一世帯は

ただ一軒の家を購入できるだけである）は実施され、不動産投機を抑える。政

府政策の調整は不動産市場に影響を与え、不動産市場の変化は関連産業の発展

に波及し、さらに経済全体に影響を及ぼすと言える。同時に、中国人は古くか

ら安居を重視し、不動産を持っていることを安定生活の必要条件としている。

そのために、住宅は中国国民生活と関わる重要な問題となっている。中国で不

動産産業の発展変化はいつも社会で大きな関心を引き起こし、話題にのぼる。

従って、本稿は皆に注目されている中国の不動産産業を主題として、その推移

を説明し、不動産産業が中国の経済に対して一体どのような影響を与えている

のかについて少し究明したいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第一章 中国不動産産業の推移   

第一節 改革開放以前	

中国は改革開放以前に、計画経済体制を実施していた。この経済制度の下で、

不動産は商品として販売されることができなかった。国家は社会福利によって

住宅を支給したのである。 人々はよく支給してもらった不動産の場所によっ

て自分の暮らしを営んでいた。この福利的住宅支給政策によって、人々は支給

してもらった住宅の居住権のみを持っていた。住宅の財産権は国家に帰した。

20世紀 60、70年代に、中国の経済発展はまだ遅れていたので、物資はあまり

豊かではなかった。このような福利的住宅支給政策は多数の国民住宅問題を解

決したと言えるだろう。1多くの国民はお金をかけなくても、.広い家に住むこ

とができた。つまり、この時代においては、中国で不動産市場と不動産産業は

まだ形成しなかったのである。 

 

第二節 20世紀 80、90年代	

1978年改革開放以来、中国の経済発展は新たな時代を迎えてきた。中国は

計画経済体制から次第に市場経済体制へ転換し、元々の福利的住宅支給制度も

経済体制の改革に適応できなくなった。1980年に鄧小平は「出售公房，调整

租金，提倡个人建房买房」（公有住宅を販売し、家賃を調整し、個人が家を建

てたり、家を買ったりすることを提唱する）という構想を提出する。これから、

中国不動産制度改革が始まっていた。政府は不動産商品化の政策を公布し、次

第に地方で実験的に不動産商品化政策を実施した。1994年に『国务院关于深

                                                              
1http://wenku.baidu.com/view/fdc317e9b8f67c1cfad6b82c.html 

江永碧  我国房地产业发展历史沿革及其特征 

（江永碧  わが国不動産産業の発展歴史沿革及びその特徴） 

http://wenku.baidu.com/view/fdc317e9b8f67c1cfad6b82c.html


化城镇住房制度改革的决定』（国務院の市町村不動産制度改革を深化すること

についての決定）という公文書を公開し、不動産改革は全面的に展開される。

2つまり、20世紀 90 年代初期、中国不動産市場は不動産制度改革の下で、形

成し始まった。この頃、金融資金が次第に不動産業界に導入され、不動産市場

は一応、一定の規模を持つようになった。1998年の後半期、国務院は『国务

院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知』（国務院の市町村不

動産制度改革をさらに深化し、不動産の建設を加速することについての通知）

を公布し、数年以来の福利的住宅支給政策の廃止を宣告した。特に、この時に

銀行は住宅ローンのサービスを提供し始め、十分に国民の不動産購買のニーズ

を満足した。320世紀 90年代末以降、中国の不動産産業は高度成長期を迎え

てきた。 

                                                             

 

第三節 2000年―今	

    2000 年以降、中国の不動産産業は飛躍的な発展を遂げてきた。福祉不動産

分配制度を終え、不動産制度改革を更に深化し、不動産市場の規模もより一層

拡大され、1998年から 2004年まで投資のスピードは非常に速かったのである。

(表 1)増加百分率は 7年間、連続的に二桁であり、平均増加率は 20％以上にな

った。投資急速増加のために、2003 年初に中国の一部分の地域では不動産市

場が過熱するようになった。この期間に、政府は不動産市場を安定させるため

に、多くの政策を公布した。特に、2003年 18号公文書の『国务院关于促进房

地产市场持续健康发展的通知』（国務院の不動産市場の持続的、健康的な発展

を促進することについての通知）の公布は政府の不動産市場過熱に対する重視

を反映してくる。2004年になると、政府の措置は効果があがるようになった。

不動産の着工面積は前年より 15.2％が増え、増加百分率が大幅に減り、住宅の

供給量は減少し始まった。供給量が減少しているが、国民の不動産購入意欲は

 
2 http://wenku.baidu.com/view/a7c72e1252d380eb62946da8.html 

王演生  浅析社会主义市场经济下住房制度改革进程中的三大关系 

(王演生  社会主義市場経済の下の住宅制度改革過程における三大関係についての分析) 
3 http://wenku.baidu.com/view/fdc317e9b8f67c1cfad6b82c.html 

江永碧  我国房地产业发展历史沿革及其特征 

（江永碧  わが国不動産産業の発展歴史沿革及びその特徴） 

http://wenku.baidu.com/view/a7c72e1252d380eb62946da8.html
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依然として強かった。これは 2005年以来の中国不動産価格の高騰をもたらす。

4表２からみると、2005年以降、中国不動産価格は大幅に上昇ていく。2008 年

の金融危機の影響で、不動産価格は一時的に下落したが、景気が回復したら、 

表１ 1999年-2004年中国不動産投資増加状況
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不動産投資増加百
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14% 14% 21% 27% 23% 30% 30%
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出所：王演生 浅析社会主义市场经济下住房制度改革进程中的三大关系 

（王演生 社会主義市場経済の下の住宅制度改革過程における三大関係についての分析） 

http://wenku.baidu.com/view/a7c72e1252d380eb62946da8.html 

图表的出处也要在后面给出翻译 都是日本老师 他们说看不懂 所以您多费心 

表２ 1996 年―2010 年中国不動産平均価格の上昇状況  

元 

年度 

（出所：http://wenku.baidu.com/view/f1a9b3244b35eefdc8d3337c.html） 

急速に上昇していく。同時に、不動産市場で主に浙江省温州市のお金持ちをは

じめとする不動産購買団体が形成し、政策の行き届かない点を利用し、不動産

投機をする。このために、不動産価格はもっと高くなる。この現状に対して、

今、中国政府はマクロコントロールを通じて、土地供給量と銀行の貸付業務を

                                                              
4  潘高洁，浅析中国房地产发展历程[J]，时代金融，2011 年 6期，P119 

潘高洁，中国不動産産業発展過程についての分析[J]，時代金融，2011年 6期，P119 

http://wenku.baidu.com/view/a7c72e1252d380eb62946da8.html
http://wenku.baidu.com/view/f1a9b3244b35eefdc8d3337c.html


制限し、住宅供給構成を調整し、不動産市場を秩序化させ、不動産価格の高騰

を抑制している。 

 

 

 

 

 

第二章 中国不動産産業の発展現状 

 数十年間、中国不動産産業の発展は著しい成果を遂げてきたと言えるが、高

すぎた価格、東西部発展不均衡などの深刻な問題もある。次では、投資開発規

模と販売高、価格の高騰、地域発展不均衡という三つの角度から、中国不動産

産業の現状を分析する。 

第一節 投資開発規模と販売高	

 まず、不動産の投資開発規模について、2000年以降、中国不動産市場の投資

開発規模は次第に大きくなっていたが（表１）、2008年の金融危機の影響によ

って不動産市場は一時的に不況の状態になり、統計データによると、中国東部

一流都市の深圳を例として、2009年の第一四半期に不動産開発投資額は70.9億

元で、去年より18.74%が減り、そのうち、住宅投資額は43.9億元で、去年より、

25.75％が減った。商品としての不動産着工面積は2350.7平方メートルで、去年

より0.39％が減った。5  しかし、2010年に入ると、景気が回復し、中国の不動

産投資規模は再び急速に拡大し、2010年の全国不動産開発投資額は48267億元

で、2009年より33.2％が増えた。62011年第一半期に至るまでに、全国の不動

産開発投資額は8846億元で、前年同期より45.2％が増え、そのうち、住宅投資

                                                              
5 http://house.focus.cn/news/2009‐04‐17/660105.html 
孙锦 深圳房地产投资规模继续下降 楼市成交量大增 

（孫錦 深圳不動産投資規模が継続的に下降し、市場成約量が大幅に増加する） 
6 http://finance.stockstar.com/MS2011011830000677.shtml 
岩雪  2010年房地产开发投资增 33.2% 

（岩雪 2010 年不動産開発投資 33.2%増） 

http://house.focus.cn/news/2009-04-17/660105.html
http://finance.stockstar.com/MS2011011830000677.shtml


は6253億元であり、前年同期より37.4％が増えた。7つまり、近年以来、2008

年を例外とすると、中国の不動産投資開発規模はずっと急速的に拡大している。 

 それから、販売高について説明する。去年に至るまでに、中国不動産市場の

販売高は投資開発規模とともに、急に上昇していると言える。同じく、金融危

機のために2008年に下落したが、2009年に入ると、再び大幅に増えていく。（表

3）2010年になると、全国の不動産販売面積は10.43億平方メートルで、去年よ

り10.1%が増え、販売高は5.25万億元で、去年より18.3%が増えた。8しかし、

不動産価格高騰の問題を解決するために、政府は今年、もっと厳しいマクロコ

ントロール政策を実施し（これについて第4章で詳しく説明する）、2011年の不

動産市場の販売高はこのために恐らく減少する見込みである。 

表３ 1999年―2009年10月の中国不動産販売面積と販売高の増加状況 

 

販売面積（万平方メートル）  取引高（億元） 

出所：2009中国房地产市场形势分析和 2010 趋势展望 

（2009年中国不動産市場形勢分析と 2010年趨勢展望）

http://house.china.com.cn/shanghai/view/112719-2.htm 

第二節 価格の高騰	

中国不動産価格の高騰はかなり注目されている。高騰の原因も複雑であり、

                                                              
7 http://house.cnnb.com.cn/system/2011/04/16/006905368.shtml 
中国证券网 房地产投资同比增 27.3% 商品房销售额突破万亿 

（中国証券ネット 不動産投資同期比 27.3%増 マンション販売高が万億元を超え） 
8 http://finance.stockstar.com/MS2011011830000677.shtml  

中国证券网 房地产投资同比增 27.3% 商品房销售额突破万亿 

（中国証券ネット 不動産投資同期比 27.3%増 マンション販売高が万億元を超え） 

脚注的详细出处 作者名  著作名都要详细写出来并在后面翻译成日语  还有正确 

http://house.china.com.cn/shanghai/view/112719-2.htm
http://house.cnnb.com.cn/system/2011/04/16/006905368.shtml
http://finance.stockstar.com/MS2011011830000677.shtml


主な原因は供給需要不均衡だと思われる。中国不動産市場で、不動産に対する

需要は旺盛しているが、供給は追いつかないのである。 

（１）旺盛な住宅需要 

ここで、都市化の展開、不動産改革、投資方式の欠乏、不動産投機などの方

面から旺盛な住宅需要を少し分析する。 

 まず、改革開放以来、中国の都市化は急速的に展開されている。大量の農村

人口は都市に引越ししている。都市化のうちに、国民の収入はますます高くな

り、住宅に対する需要も絶えずに増えていく。また、90年代末期以来、不動産

改革が実施し、政府は社会福祉によって国民の住宅を分配することをやめた。

国民の住宅問題は商品化した不動産の供給を通じて解決されるほかにはなか

ったのである。このような住宅需要の増加は不動産市場の繁栄をもたらす一方

で、価格の高止まりを引き起こす。 

 同時に、投資方式が少ないために、多くの人は資金を不動産に投入する。不

動産価格が絶えず上昇しているという状況の下で、多くの人は自分の住む住宅

を手に入るほかに、別の新しいマンションなどを購入し、部屋を賃貸したりす

る。9更には、ある金持ちは不動産の高い付加価値を利用し、不動産市場で投

機をする。前章で言及した温州の不動産購買団体はこういう不動産投機を行う。

彼らは一つの地域では、その不動産価格がまだ高くない時に大量の資金で数多

くのマンションなどを購入する。その地域の不動産価格が上昇した後に、もっ

と高い値段でそのマンションを売り出す。この投機行為は不動産価格をもっと

高くする。 

（２）供給の不足 

 目下、中国不動産市場は旺盛な需要に対して、供給がかなり不足である。不

動産供給不足の原因について、次の二点が挙げられる。 

 まず、現在の土地供給制限政策は直接に不動産用地のコストを高くする。中

国で政府は土地を所有し、農業用地を勝手に徴用することを防ぐために、高い

土地の譲渡す料金を徴収する。
10
これは不動産市場の土地供給不足をもたらす

                                                              
9 http://wenku.baidu.com/view/d180fdd97f1922791688e899.html 

中国高房价成因的供求分析与对策     

（中国の高い不動産価格形成原因の供給分析と対策） 
10http://wenku.baidu.com/view/47d979b9fd0a79563c1e7218.html?from=rec&pos=3&weight=5&lastweig

http://wenku.baidu.com/view/d180fdd97f1922791688e899.html
http://wenku.baidu.com/view/47d979b9fd0a79563c1e7218.html?from=rec&pos=3&weight=5&lastweight=5&count=4


とともに、不動産会社の土地を獲得するコストを高める。販売価格も当然、高

くなる。 

 また、不動産会社は非対称市場情報の手段を利用し、分割で不動産を販売し、

商品の売れ行きがよく供給が足りないという仮象を偽造する。これは不動産産

業の不文律になったと言われる。そして、もっと高い利潤を得るために、不動

産会社は産品の供給対象を高収入階層に集中させ、数多くの高級な住宅を建設

する。普通の住宅は利潤が低いために、供給量が少ないのである。
11 

つまり、旺盛な住宅需要と供給の不足は不動産市場の需要供給不均衡をもた

らし、価格の高騰を引き起こす。この不動産高騰は抑止されないと、不動産産

業の健康的な発展に悪影響を与える恐れがあると思われる。 

（３）地域発展不均衡 

 長い間に、中国不動産産業の発展は地域不均衡という問題を持っている。

着工面積と竣工面積からみると、東部は中西部よりもっと大きな比重を占め

ている。なぜというと、東部地区は経済が発達し、不動産市場の発展が早い

からのである。ところが、東部地区の土地資源が次第に減少し、不動価格も

絶えずに上昇し、競争がより一層激しくなる。このような状況の下で、多く

の不動産会社は大量の資金を中西部地区の不動産開発に投入し始める。近年

以来、中部地区の不動産販売高の増加スピードは全国平均水準より、少し高

いのである。中西部の経済発展と伴い、不動産産業の地域発展格差は次第に

小さくなると思われる。12しかし、現在、中西部地区の不動産市場発展は中

部より少し遅いので、いろいろな面で不完全なところがあり、この地域発展

の均衡化は長い時間を必要とすると考えている。 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
ht=5&count=4 
王雅琼 浅谈高房价的影响成因及调控对策 
（王雅琼 高い不動産価格の影響形勢原因とマクロコントロール対策） 
11 http://wenku.baidu.com/view/d180fdd97f1922791688e899.html 

中国高房价成因的供求分析与对策 

（中国の高い不動産価格形成原因の供給分析と対策） 
12  牛雪花  中国房地产发展研究[J]  经济师  2010年 10期 

（牛雪花 中国不動産産業発展研究[J]  经济师  2010年 10期） 

http://wenku.baidu.com/view/47d979b9fd0a79563c1e7218.html?from=rec&pos=3&weight=5&lastweight=5&count=4
http://wenku.baidu.com/view/d180fdd97f1922791688e899.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三章 中国不動産産業発展の中国経済に対する影響 

  中国の不動産産業は国民経済の基礎的産業として、その発展が国民経済に対

して深い影響を与える。不動産産業と関わる産業はほぼ 60個以上であり、不

動産業は鋼材、装飾、電気などの関連産業の発展を大いに推進できる。また、

金融業、国民生活に対して大きな影響を持っている。本稿で、金融市場、関連

産業、国民生活という三つの角度から、中国不動産産業発展の中国経済に対す

る影響を分析する。 



第一節 金融市場に対する影響	

 不動産産業は金融市場と深く関わっている。不動産ローンは銀行ローンの中

で重要な地位を占めている。不動産は価値が高く、また価値の上昇する可能性

も高い。従って、銀行は不動産開発者と不動産購買者にローンを提供すること

を望んでいる。このような状況の下で、不動産価格の波動は金融市場に対して

大きな影響をもたらす。 

 まず、不動産価格が下落すると、銀行ローンの不良債権を増え、銀行自身の

財政状況を悪化させる恐れがある。不動産価格が安いときに、ローンの借り方

はお金を返済する能力が弱くなり、資金回転も困難である。従って、銀行は不

良債権の発生率が高く、資金量が減り、ローンの提供する能力も弱くなり、利

息収入がついに減少する。13銀行財政状況の悪化は金融市場の不況をもたらす。 

 また、もし不動産価格が上昇すると、多くの人々は銀行ローンを借り、不動

産を購入せざるをえない。更には、不動産を通じてお金を設ける人もいる。彼

らは自分の住宅を持っているほかに、ローンを借り、別の新たな不動産を購入

する。不動産価格が再び上昇するときに、この新たな不動産を賃貸したり、も

っと高い値段で売ったり、する。これは不動産市場の過熱を引き起こし、いっ

たん不動産価格は下落すれば、銀行不良債権は増えるに違いない。更に金融市

場の安定に悪影響を与える。 

第二節 関連産業に対する影響	

 不動産産業は産業チェインが長く、金融業、建築業、製造業、冶金業、化学

業、電気業、装飾業、物流業などと深い関わりを持っている。金融業に対する

影響力は一番に大きいと思われるが、前節で述べた。しかし、目下、中国で不

動産産業の建築業と製造業に対する推進作用は も大きいのである。関連研究

によって、毎100億元の不動産投資は製造業の123.61億元の産出と建築業の

90.76億元の産出をもたらす。14もし、不動産産業が不況であれば、不動産の着

                                                              
13郝春 论房地产业的发展对中国经济的影响及调整措施[D]  对外经济贸易大学  2007年 

（郝春 不動産産業の発展と中国経済に対する影響と調整措置[D]  対外経済貿易大学  2007年） 
14  王国军  刘水杏  房地产业对相关产业的带动效应研究[J]  经济研究  2004 年 8期 

（王国军  刘水杏 不動産産業の関連産業に対する促進作用についての研究[J]  経済研究  2004年 8 期） 

 



工面積が大幅に減少する。これは必ず建築業の実績に影響をもたらす。製造業

として、その製品は不動産産業の原材料である。不動動産業が不振になると、

原材料に対する需要量が大幅に下降し、製造業の不況を引き起こすに決まって

いる。 

それから、不動産産業が不況すると、取引高が減り、不動産と関連のある装

飾業、電気業、物流業に対しても不利な影響もある。これらの業界の実績は不

動産の販売状況と深く関わっている。もし、不動産産業の景気がよければ、建

築業、製造業、電気業、物流業などの関連産業は不動産産業の繫栄と伴い、大

きな発展を収める。不動産産業はこれらの関連産業の発展に対する推進作用が

非常に大きく、そのチェイン効果が明らかである。不動産産業は関連産業の発

展を推進することによって、経済発展全体に対して掛け替えのない影響力を及

ぼす。 

第三節 国民生活に対する影響	

 中国不動産産業の発展は国民の居住条件を明らかに改善した。1978年、中

国市町一人当たりの住宅面積は 7.2平方メートルであった。数十年間の不動産

産業の飛躍的な発展に伴って、2008年年末になると市町一人当たりの住宅面

積は 28平方メートルを超えた。15しかし、近年以来、不動産価格の高騰のた

めに多くの国民はマンションなどの住宅を買えないようになる。また、不動産

価格の上昇の裏に、その原材料を提供する製造業と家を建てる建築業などの関

連産業の価格も高くなるという事情がある。これらの関連産業の値上がりはつ

いに物価の上昇を引き起こし、国民生活に対する不利な影響を及ぼす。つまり、

不動産産業の発展は多くの関連産業の発展を推進できるが、不動産市場の過熱

と不動産価格の高騰は物価の上昇をもたらし、国民生活の安定化に影響を与え

る。 

 本章で、金融市場、関連産業、国民生活という三つの角度から、中国不動産

産業の経済発展に対する影響を簡単に分析した。不動産産業の発展変化はすぐ

                                                              
15 http://www.smfdcw.com/house/shownews.asp?newsid=8060&sort=1 

中国新闻网 2010年房地产业仍是经济重要角色  对居民生活依然很重要 

（中国ニュースネット 2010年に不動産産業は依然として経済の主役であり、国民生活に対して非常に

重要である。） 

下面波浪线的地方麻烦修改正确    谢谢 

http://www.smfdcw.com/house/shownews.asp?newsid=8060&sort=1


関連産業に影響を及ぼし、さらに経済全体の変動を引き起こし。「髪の毛一本

引っ张ると、体全体が动く」と言える。従って、各国は従来、不動産業発展を

非常に重視し、いろいろな不動産産業政策を通じて経済に対してマクロコント

ロールを実施する。中国も例外なく、近年以来の不動産価格の高騰と不動産市

場の過熱兆候に対して、各方面においてマクロコントロール政策を採り、不動

産産業の良い発展を求める。次では、これについて詳しく説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 



另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

 

第四章 中国不動産産業発展の見込み 

 中国の不動産産業は数十年間の発展を経て輝かしい成果を収めた。しかし、

中国の不動産市場はまだ不完全な所があり、2008年以来、不動産価格の高騰

などの問題はかなり注目される。2010年から中国政府は不動産価格の高騰と



不動産市場の投機行為に対して、コントロール政策を採りし始めた。中国不動

産産業の今後の発展を展望すると、価格の高騰に対する抑制と不動産市場の秩

序化という二つの傾向が見られると思っている。これは中国不動産市場の発展

に有益である。 

第一節 不動産価格高騰に対する抑制	

 2002年より、不動産価格は中国社会で 大の関心事の一つとなっている。

不動産の価格は政府の政策と緊密な関係があると思われる。今の不動産価格の

高騰に対して、中国政府はいろいろな手段を講じ、不動産価格の不合理的な上

昇を抑制する。 

    まず、住宅ローンの頭金を引き上げる。元々、全ての住宅ローンの頭金比例

は 20%であったが、新しい政策によると、90平方メートル以上の住宅を購入

する場合、住宅ローンの頭金比例は 30%になる。また、第 3軒と第 3軒以外の

住宅を購入する場合、銀行は住宅ローン支給を停止する。そして、「限購令」

を実施する。「限購令」によって、地元の戸籍を持っていない者、あるいは地

元で納税時間が 1年未満である者は地元で住宅を購入できない。これらの政策

は不動産投機を効果的に抑止できると思われる。そのほか、政府は土地管理を

強化し、保障性住宅の供給を増加し、不動産開発業者の違反行為を懲罰するな

どの政策を公布する。16 

 今からみると、政府の政策は中国不動産価格の高騰に対して抑制効果を持っ

ている。多くの都市で、不動産価格の上昇傾向は止み、少し減っている。今後、

政府の政策が緩和しないと予測され、中国不動産価格の高騰は抑制されると思

われる。しかし、大幅に下落することが不可能である。前に述べたが、不動産

産業は基礎的産業、経済発展を推進できる。不動産価格が過度に下落すると不

動産産業の発展を阻止し、経済全体の発展に不利な影響をもたらす。これから、

中国不動産価格の高騰が抑制され、価格が合理的な水準に向かっていると考え

ている。 

                                                              
16 http://www.house365.com/d0t1l2p3/1000000/2010/09/29/224731/ 

中国楼市的五大重磅措施 

（中国不動産市場の五大重要措置） 

http://www.house365.com/d0t1l2p3/1000000/2010/09/29/224731/


第二節 不動産市場の秩序化	

  上述の政府政策は不動産価格の高騰を抑制できるほかに、不動産市場の秩序

化によいのである。「限購令」などの政策は不動産の投機行為を効果的に抑止

できる。不動産投機は不動産価格を引き上げるだけではなく、不動産市場の秩

序も乱し、普通の住宅購買の利益を損害する。また、不動産開発業者の違反行

為に対する懲罰政策は市場における住宅の供給を保障できる。長い間に、中国

の不動産市場では、不動産開発業者が価格を引き上げるためにマンションなど

を取っておいたままで発売しなく、土地を使わずに置く、勝手に土地用途を変

えるなどの違反行為はある。この度の懲罰政策は以前より強く、その中に会社

株式と債券発行の禁止、土地供給の制限、銀行ローン支給の停止などの措置が

含まれ、効果的にこれらの違反行為を抑止できると言われている。今の状況か

ら見ると、政府が今後、これらの政策を貫く可能性は高い。従って、中国不動

産市場の発展は更に秩序化になると言えるだろう。今後、中国不動産産業は政

府政策の指導の下で、健康的に安定的に前へ発展し、中国経済発展に対しても

っと大きな推進作用を果たすと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

終わりに 

本稿は中国不動産産業の発展と経済に対する影響を分析した。まず、中国不

動産産業発展の推移を説明した。 初の福利的住宅支給制度から不動産商品化

まで、中国不動産産業は改革開放以来、大きな成長を遂げてきた。中国不動産

産業の発展現状からみると、開発規模が絶えずに拡大され、販売高が上昇して

いるが、価格高騰、地域発展不均衡などの問題がある。不動産産業は中国の基



礎的産業であり、その発展が金融業、製造業、建築業などの関連産業に対して

大きな推進作用を果たしている。不動産産業は地位が非常に重要であり、その

発展が直接に中国国民経済の成長に深い影響を持っているといえる。今後、不

動産産業の安定した発展を実現するために、中国政府は不動産価格の高騰に対

して抑制政策を採りながら、不動産市場の秩序化を強化する。 
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