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297 号巻頭言 

さすがに米中貿易戦争も大詰めか、第 3四半期経済実績 

そもそも米中貿易戦争とは、昨年 5 月末、ア

メリカのトランプ大統領が突然に「長年にわた

る米中間の貿易不均衡は許しがたい」と一方的

に宣言して、1988年に日本を対象に制定された

というアメリカの国内法「スーパー第 301 条」

を発動して、今後中国からの輸入品に一方的に

「制裁関税を課する」と発表して、実際には昨

年 7月 6日にその第 1弾として中国からの輸入

品 340億ドルに対して 25％の上乗せ関税を課す

ことを始めたことが発端である。中国にしてみ

れば突然に売られた喧嘩であったが、すぐに反

応してアメリカからの輸入品に報復関税を発動

するなどして、今日まで 1 年半もの間、世界は

トランプ大統領の気まぐれな言動に振り回され

続けてきた。結果的には本欄で筆者がたびたび

指摘したように、やはりこの戦争を続けること

はアメリカ側にとって負担が大きく重荷であり、

中国側にとってはそれほど大きな痛手にはなら

ないということが少しずつはっきりしてきたよ

うである。 

貿易統計のデータを見ても、今年第 3 四半期

1‐9月実績で、中国の対米輸出は－11％、輸入

は－26％と大きく落ち込んだが、貿易収支で中

国側の黒字は 2％しか減少せず、逆に中国の対

世界貿易総額は人民元ベースで 2.8％増加、全

体の貿易収支は 9 ヶ月で 3,000 億ドル近い黒字

で、昨年全年の 3,500 億ドルを上回るのは確実

な情勢である。 

米中貿易戦争の最大の被害者は、関税を課さ

れて高い日用品を買わされるアメリカの一般民

衆と、中国に投資して中国でモノづくりをして

その製品を本国アメリカに輸出しているアメリ

カ資本の中国企業であろう。最近になって、お

そらくこのまま米中貿易戦争を続けると、アメ

リカ国内での矛盾が噴出して収拾がつかなくな

りそうな雰囲気になってきて、トランプ大統領

も 1 年後に控えた大統領選挙での再選に障害と

なる気配を感じ始めたようである。結論的に 1

年半続いた米中の貿易戦争もいよいよ大詰めで

あり、手打ちをしなければならない時期になっ

てきたことは明らかである。中国側もトランプ

大統領は率直、かつ大変分かりやすい大統領で

あるとして、同氏への対処の仕方が分かってき

たようで、 反中意識がさらに強い民主党の大統

領よりもむしろ望ましいかもしれないとの意識

も強くなってきており、時にはトランプ大統領

の再選を支持するかのように、アメリカ側に調

子を合わせているようにも見える。 

本稿を記しているのは 11 月 10 日であり、情

況としては、中国商務部は「段階的に関税を撤

廃することで合意」という言い方をしており、

一方の米国側はトランプ大統領も含めて「まだ

合意していない」と反論している情況であるが、

何らかの合意書にサインすることは既定の事実

となって、その場所をめぐる折衝が続いている

だけで、大詰めであることは間違いない。トラ

ンプ大統領も自分が始めて、結果的に自分の喉

に突き刺さりそうな自作自演のこの米中貿易戦

争を早く終結して、多くの米国民と共に良いク

リスマスを迎えたいと願っているはずである。 

さて米中貿易戦争にばかり目を奪われがちで

あるが、この戦争自体の世界経済への実質的影

響はそれほど大きいものではない。各国が心理

的な嫌気に陥ることでの消費景気後退は気にな

るところであるが、実際のデータ的には世界経

済はアメリカを除いて数年に一度の大変な不況

期を迎えている。国際通貨基金（IMF）は 3ヶ月

ごとに世界の経済成長率の予測を発表している

が、今年 10 月に発表した世界経済予測（WEO 

World Economy Outlook）で、2019 年の世界経
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済成長率は 3.0％であるとした。1 年前の昨年

10 月時点での予測は 3.7％成長であったので、

実に 1 年で 0.7％も世界経済の成長率予測を引

き下げたほどに、急激な世界経済の減速である。

特に欧州がひどく、今年の経済成長率の見通し

はイタリア 0％、ドイツ 0.5％、フランスとイギ

リスは 1.2％とさんざんである。 

その世界経済減速の主要な原因の一つが中国

経済の減速であることは否定できない。今年の

第 3 四半期の中国の経済成長率は 6.0％と 1990

年以来の低い成長率となった。但し 1990年は今

から 30年足らず前、日本では昭和が終わり、平

成が始まった年である。当時の中国経済の大き

さは現在の 2.2％にすぎず、現在の経済成長で

は 1年で当時の経済規模を 2つ 3つ増やしてい

ることになるので、経済指標としてはおよそ比

較する意味がないぐらい昔のことである。 

この中国経済減速の原因であるが、日本のマ

スコミ報道を見ると何でもかんでも「米中貿易

摩擦の影響を受けて・・・」と片付けてしまう

傾向がある。しかし今月発表された今年第 3 四

半期までの中国経済実績を見ると、中国の景気

後退は 2017 年秋の第 19 期中国共産党大会で決

議された「構造調整政策による金融危機回避」

に基づく意図された減速であることが分かる。 

典型的な例は政府からの補助金や奨励金を打

ち切られて、税優遇もなくなった自動車販売で

あろう。今年は販売台数が前年比 10％前後減少

するという過去に例が無い販売不振に陥ってい

る。電気自動車の急速な普及で消費者が模様眺

めで買い控えたことも原因であろう。 

2017年の世界の自動車販売台数は 9,730万台

で、中国の販売台数はその 30％の 2,888 万台、

アメリカの販売台数の 1.5 倍以上、日本の販売

台数の 6 倍も売るのが中国の自動車市場である。

中国にこれほどの新車販売台数が必要かを冷静

に考えれば、誰もが「多すぎる、中古車の普及

もあるし」と気が付くはずである。そんな理由

でこれまでの一直線の販売台数増加傾向に対し

て、2019年は逆方向の前年比 10％程度の台数減

少が見込まれる。これは日本の軽自動車を除く

普通車販売台数約 300 万台が殆ど無くなるよう

な減り方である。産業のすそ野が広くて影響力

の大きい自動車産業の成長に逆噴射をかけた形

になったので、製造業全般の景気と成長に対し

て多大な負の影響を与えて成長を減速させた。 

中国経済の成長減速のもう一つの原因は、こ

れまでの経済成長を牽引してきた固定資産投資

増加率の急激な減少である。特にインフラ投資

の増加率減少は急激で、2017年までは毎年 20％

以上の増加率で増えてきたが、2017 年 11 月の

第 19期中国共産党大会で「構造調整政策による

金融危機回避」が決議された後の 2018年以降は

前年比 4％前後の増加率であり、前年比減少こ

そないものの増加率は急減していることで、当

然ながら GDP成長率を減少させる。 

インフラ投資は今後とも重要ではあるが、日

本の新幹線に相当する高速鉄道を例にとると、

建設を始めて 10 年ほどにもかかわらず 2018 年

の総延長は 3万 kmに達して、世界の高速鉄道総

延長距離の 60％にもなった。また建設開始以来

50 年以上の日本の新幹線の総延長距離 3,000km

の 10倍にもなっている。すなわち、中国は毎年

日本の新幹線総延長距離に相当する高速鉄道を

建設してきたのであるから、これはすさまじい

インフラ投資としか言いようがない。これらの

建設資金は国や地方の借金を増やす形で調達さ

れてきたので、このまま採算が取れない高速鉄

道を増やし続けることは、経済合理性の観点か

ら将来的に禍根を残すことになりかねない。 

中国の GDP に対する全債務比率はおよそ

260％でアメリカと同程度と言われているが、日

本は 400％を超えており、日本の二の舞になら

ないように、そろそろ債務の GDP 比率を制御す

べき時期に来ているといえよう。 

（総経理 古林恒雄 2019/11/10記) 
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2019年第 3四半期の中国経済実績値 
  

項 目 単位 
2018年 2018年 2019年 

通年 前年比 1-9月 前年同期比 1-9月  前年同期比 

国内総生産(GDP) 億元 900,309 6.6％ 650,899 6.7％ 697,798 6.2％ 

第一次産業 億元 64,734 3.5％ 42,173 3.4％ 43,005 2.9％ 

第二次産業 億元 366,001 5.8％ 262,953 5.8％ 277,869 5.6％ 

第三次産業 億元 469,575 7.6％ 345,773 7.7％ 376,925 7.0％ 

工業生産付加価値額 億元 - 6.2％ - 6.4％ - 5.6％ 

固定資産投資 億元 635,636 5.9％ 483,442 5.4％ 461,204 5.4％ 

    東部地区投資 億元 280,990 5.7％ 204,548 5.8％ 212,730 4.0％ 

  中部地区投資 億元 179,740 10.0％ 128,581 9.6％ 140,282 9.1％ 

  西部地区投資 億元 174,400 4.7％ 125,152 2.3％ 132,035 5.5％ 

  第一次産業投資 億元 22,413 12.9％ 16,724 11.7％ 11,566 -2.1％ 

  第二次産業投資 億元 237,899 6.2％ 180,734 5.2％ 138,361 2.0％ 

  第三次産業投資 億元 375,324 5.5％ 285,984 5.3％ 311.277 7.2％ 

不動産開発投資 億元 120,264 9.5％ 88,665 9.9％ 98,008 10.5％ 

社会消費品小売総額 億元 380,987 9.0％ 274,299 9.3％ 296，674 8.2％ 

小売業 億元 338,271 8.9％ 244,536 9.2％ 253,524 8.0％ 

飲食業 億元 42,716 9.5％ 29,763 9.8％ 32,565 9.4％ 

自動車販売台数 万台 2,808 -2.8％ 2,049 1.5％ 1,837 -10.3％ 

卸売り物価指数(PPI)  - 3.5％↑ - 4.0％↑ - 0％↑ 

消費者物価指数(CPI)  - 2.1％↑ - 2.1％↑ - 2.5％↑ 

食品  - 1.9％↑ - 1.6％↑ - 5.1％↑ 

衣服  - 1.2％↑ - 1.2％↑ - 1.8％↑ 

全住民可処分所得(実質) 元 28,228 6.5％ 21,035 6.6％ 22,882 6.1％ 

都市可処分所得(実質） 元 39,251 5.6％ 29,599 5.7％ 31,939 5.4％ 

農村部純所得(実質） 元 14,617 6.6％ 10,645 6.8％ 11,622 9.2％ 

輸出入貿易総額 億㌦ 46,230 12.6％ 34,319 15.7％ 33,518 -2.4％ 

一般貿易 億㌦ 26,749 15.5％ 20,071 19.3％ 19,960 -0.5％ 

加工貿易 億㌦ 12,676 6.5％ 9,262 8.9％ 8,425 -9.0％ 

輸出総額 億㌦ 24,874 9.9％ 18,267 12.2％ 18,251 -0.1％ 

輸入総額 億㌦ 21,356 15.8％ 16,053 20.0％ 15,267 -5.0％ 

貿易黒字 億㌦ 3,518 -16.2％ 2,214 -25.1％ 2,984 34.8％ 

外貨準備高 億㌦ 30,727 -2.1％ 30,870 -0.7％ 30,924 0.2％ 

対外債務残高 億㌦ 19,652 12.0％ 19,132 13.9％ - - 

社会融資増加額 億元 192,598 -0.9％ 153,749 -1.8％ 187,378 21.7％ 

 非銀行融資増加額 億元 40,091 -28.4％ 27,675 -34.5％ 49,227 76.1％ 

マネーサプライＭ２ 千億元 1,827 8.1％ 1,802 8.3％ 1,952 8.4％ 

外国投資契約件数 件 60,533 69.8％ 45,922 95.1％ 30,871 -32.8％ 

外国投資実行総額 億㌦ 1,350 3.0％ 980 6.4％ 1,008 2.9％ 

合弁・合作 億㌦ 353 15.7％ 271 19.4％ 220 -18.8％ 

独資 億㌦ 894 -2.1％ 661 6.7％ 699 5.8％ 

対外投資実行総額 億㌦ 1,298 4.2％ 891 5.8％ 870 -2.3％ 

上海株価指数  2,494 813↓ 2,821 528↓ 2,905 84↑ 

株式時価総額 億元 434,924 -23.3％ 486,616 -14.5％ 545,836 12.2％ 

株式取引総額の総計 億元 901,739 -19.8％ 718,005 -15.8％ 999,145 39.2％ 

為替レート  １US$ 元 6.7472 3.3％ 6.8792 3.7％ 7.0091 1.9％ 

100 円 元 6.1652 6.5％ 6.0705 2.7％ 6.4628 6.5％ 

1ユーロ 元 7.7027 -1.3％ 8.0111 2.4％ 7.7253 -3.6％ 
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298 号巻頭言 

中国コンサルタントのあるべき基本姿勢 

「中国のことだから仕方がないのです。」

「これが中国なのです。」これは中国関連の仕

事をしていて、ものごとが当初想定した通りに

うまく進まなかった場合に、顧客や社内に対し

てその理由を説明して納得してもらう為に、中

国ビジネスに携わる日本人の間で昔よく使わ

れた言い方である。 

政府当局での行政手続きに関連して使われ

ることが多かったが、要するに、中国は人治国

家なので決して理屈通りには進まない、当局の

窓口担当者の個人的判断で法律規定が平気で

覆されるので諦めるしかない、当局の要求に従

うしかないという意味である。中国の経済発展、

民度の向上、行政手続きの規範化と規制緩和に

伴い、最近ではこのフレーズを耳にする機会は

ほとんど無くなったが、中国との仕事上の関わ

りを古くから持っている人は使ったこと或い

は聞いたことが何度もあると思う。 

確かに、行政手続き面で規制の多かった時代

には、「日本と同じようには行かない」という

意味でこのフレーズを口にしたことが筆者も

何度かある。例えば、筆者の旧住友銀行（現三

井住友銀行）勤務時代に、1997 年 9 月から約

半年間、日本から蘇州に長期出張して、江蘇省

地区（長江以南）の日系企業をしらみつぶしに

訪問して蘇州支店での外貨経常口座開設をセ

ールスして回ったことがある。当時は外資系企

業が自社所在地以外の地域に所在する銀行で

外貨口座を開設する際には外貨管理局の事前

認可が必要であったが、各地の外貨管理局は地

元の地場銀行の権益を保護する為に外資系銀

行での外貨口座開設を認可することに非常に

消極的であった。蘇州市の外貨管理局にとって

住友銀行蘇州支店は地元銀行扱いであったの

で、蘇州市内に所在する外資系企業の外貨口座

開設認可取得はまず問題無かったが、筆者は蘇

州市以外の地域の担当であったので、いくらお

客様の口座開設同意を取り付けても各地の外

貨管理局は住友銀行蘇州支店での外貨口座開

設を絶対に認可しようとしなかった。当時、外

貨経常口座は一社一口座という原則があった

ので、二つ目の口座開設が認可されないのは分

かるが、地場銀行の口座を閉鎖して住友蘇州に

新規口座開設したいという場合でも、外貨管理

局は言を左右にするだけで決して首を縦に振

ることは無かった。結果、筆者の口座獲得実績

はゼロに終わり、大阪本店の中国事情に明るく

ない上司に対しては、「中国のことだから仕方

が無い」「これが中国です」と報告するしかな

かった。 

一方、コンサルタントとして冒頭のフレーズ

をお客様に対して言い放つことは、自分が無能

であることを自認しているに等しく、今尚そん

なことを言っている中国コンサルタントがい

るとすれば、そんな輩とは一切のお付き合いを

絶った方が良い。 

なぜなら、先ず時代の流れと共に中国の諸制

度は大幅に規制緩和が進んでおり、前述した外

貨口座の開設制限のような中国系企業の保護、

外資系企業の排除を目的とした規制はほとん

ど撤廃され、外資系企業の内国民待遇化が浸透

しているので、たいていの事項は当初の想定通

りに進められるのが普通になって来ているか

らである。もちろん、『ネガティブリスト』に

あるように、教育、情報通信、医療といったサ

ービス産業領域には未だ外資参入制限が少な

からず残っており、これらの領域で外資が自由

に活動することは困難であるが、それでもかな

りの領域が既に外資に対して開放されている。

加えて、外資政策以外の制度面について言えば、

2016年 10月より、外資系企業の設立や変更に

対する審査認可制度も届出制に変更され、これ

に先駆けて登録資本金の 2 年内の払込み完了

義務も撤廃される等、外資系企業に特有の旧制

度はほぼ無くなり、ほとんどの事項は中国系企

業と同じ基準で処理されるようになっている。 

2020年華鐘春季中国セミナー（オンラインセミナー）「当面の中国経済情況と日系企業事例報告」
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そもそもプランニング力は中国コンサルタ

ントに求められる重要資質のひとつである。プ

ランニング力とは、顧客から何か相談や依頼を

受けた際に、先ず瞬時にその実行可能性を判断

し、プロジェクトを如何に推進して行くべきか、

どのあたりで躓く可能性があるかを予想して、

事前に顧客に対し大まかな青写真を示す能力

のことである。以前の規制の多かった時代には、

プランニング力よりも規制事項を熟知してい

る方がある意味重要であった。規制事項を熟知

しているがあまり、あれも問題、これも問題と、

規制を理由にしてとにかく顧客のプランに対

しケチをつけまくり、軽重の区別なくリスクを

羅列し、最終的に廃案に追い込むというタイプ

のコンサルティングになりがちであるが、規制

の多かった時代には、こうしたコンサルもあな

がち無駄ではなく、却って顧客から重宝がられ

ることもあった。 

また、規制緩和を踏まえた今後の中国コンサ

ルティングにおいては、プランニング力に加え、

より自由な発想で顧客プランの実現を支援す

るスタンスが重要になって来る。例えば、外資

系企業が親子ローンにより資金調達を行う場

合の外債枠管理モデルのひとつに投注差方式

がある。投注差とは総投資額と登録資本金との

差額を指し、総投資額に対しては最低の登録資

本金比率が決められているが、会社設立時に総

投資額と登録資本金とを同額で登記している

或いは総投資額を規定上最大比率で登記して

いないケースが少なからず存在する。この場合、

投注差がゼロになる或いは規定最大の投注差

が確保できないことになる。従来は、総投資額

を増やす場合には必ず同時に増資が必要であ

り、且つ増資額に応じてその比率分の総投資額

が増やせるだけであった。つまり、規定上最大

の総投資額を登記していなかった場合でも、一

旦それで登記完了してしまうと、投注差ゼロの

状態を一生是正できなかった訳である。しかし、

今では登録資本金はそのままにして、総投資額

のみを最大比率まで増額することも可能であ

る。これは外資系企業の設立や変更が届出制に

なったからであり、商務部門が総投資額の合理

性を審査しなくなったことによるものである。

2016年 10月の規制緩和の意味を正しく理解し

ていれば、従来は考えられなかったこうした提

案も可能になる訳である。 

また、来年からの外商投資法の施行により、

外資三法が廃止され、会社法が全会社共通の根

拠法となる。これにより、出資比率に応じて利

益と損失を分担し、董事を任命派遣し、最重要

決定事項（増減資、定款変更、解散・分社・合

併）については董事会での全会一致決議が法律

で強制されていた中外合弁企業のあり方はか

なり変わって来ることになる。どういうことか

と言うと、来年からは、より機動的な形での合

弁会社の設立が可能になるということである。

具体的には、現行法（『中外合弁経営企業法』

及び『同実施条例』）下での中外合弁企業は、

中国資本が 1%でも入っていれば必ず董事が最

低一人は任命派遣され、その董事が合弁会社の

最重要決定事項に対して拒否権を有すること

になるので、経営不振等の理由で日方が撤退し

たくても、中方からの派遣董事の賛同が得られ

なければ持分譲渡も会社清算もできないとい

うデッドロック状態に陥り、これが合弁会社の

再編を阻害する大きな要因になっていたが、来

年からは中方に優先配当を実施する代わりに、

合弁会社の経営には一切関与させないことも

可能になる。もちろん、既存会社については、

猶予期間が 5年あるので、その間は中方董事の

同意が無ければ従来通りとならざるを得ない

が、新規であれば、中外合弁の形でしか進出で

きない外資制限分野への投資の場合でもあっ

ても、サイレントパートナー方式で中国側企業

に資本参加を募ることも可能になる訳である。

もちろん、今でも中外合作企業では同様の形で

の会社設立が可能であるが、現行の合作法に比

べ、会社の組織形態等について格段に内容の濃

い『会社法』を根拠として、このような臨機応

変な形で J/V が設立できるようになるのは外

資にとって大変喜ばしいことである。 

（副総経理 能瀬徹 2019/12/9記) 
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299 号巻頭言 

2020 年の新年、新しい年代と時代の始まり 

会員企業の皆様、2020年の新年、明けまし

ておめでとうございます。お客様各位の常日

ごろの弊社に対するご愛顧に感謝し、本年も

引続き宜しくご指導の程お願い申し上げます。 

2010年代最後の年となった、昨年 2019年は、

中国では「建国 70 周年」という区切りの年で

したが、中米貿易摩擦が激しさを増して、同時

に構造的な世界不況が表面化した年でした。昨

年の世界経済は、欧州経済をけん引してきたド

イツが経済成長率 0.5％（IMF 国際通貨基金予

測）、日本も消費税上げ直前の駆け込み需要を

含んで実質経済成長率 0.6％（日経 NEEDSの年

末予測）、ASEAN経済を牽引するシンガポール

すら過去 10年間で最低の経済成長率 0.7％（シ

ンガポール貿易産業省発表）と極端に低迷し、

惨憺たる情況でした。そういう中で中国は自動

車新車販売台数が前年比 8.2％減の 2,577万台

まで減少するという想定外の情況に直面しな

がらも、前述の各国成長率の 10 倍も高い 6％

前後の経済成長率を達成する見込みであり、

相変わらず世界経済成長の 3 分の 1 を中国が

牽引するという情況が続いています。 

昨年 11 月までの金額累計で中国の米国向

け輸出は 20％以上減少しているにもかかわら

ず、国全体としての輸出の減少は僅か 0.3％

であり、貿易黒字は前年比 28％も増加してい

ます。昨年の 11月 11日独身の日の売上高は、

日本円換算でアリババが前年比 25.7％増の

4.18兆円、京東が前年比 27.9％増の 3.18兆円

と一般大衆の消費意欲は極めて旺盛であり、ネ

ット販売2社のたった1週間ほどの売上高が日

本最大小売業であるイオングループの年間売

上高に迫る規模になっています。日本への旅行

者も 11 月までの累計で前年比 14.2％増の 888

万人で、人々の消費意欲は相変わらず堅調であ

り、日本のマスコミが言う経済減退、不況の風

が吹きすさぶ雰囲気は全くありません。 

そのような中で世界は 2010 年代を終わっ

て新しく 2020年代最初の年を迎えました。国

際通貨基金（IMF）が算出するドル換算名目

GDP では、2010 年代はその最初の年に日本は

中国に抜かれて世界第 2 位の経済大国の地位

を失い、最終 2019年までに中国経済は 2.3倍

にまで拡大成長しましたが、日本は逆に 0.9

倍と 10 年で経済規模が縮小したという結果

で終わっています。社会的には日本では東日

本大震災と原発メルトダウンという大事故で

始まり、中国では釣魚島、尖閣列島問題で反

日デモが吹き荒れる情況から始まって、最後

にはトランプ米大統領の中国敵視政策の反動

で、日中関係は急速に回復して相互の首脳が

それぞれの国を互いに訪問するというまでに、

友好関係が好転した 10年間でした。 

そのような中で迎えた 2020 年代最初の年

の新年は何かが新しく始まる予感を持たせる

新年のように思えます。ちょうど今年の干支

は「子（ネズミ）」、すなわち十二支の最初

の年であり、物事が新しく始まる、世界が大

きく変わることを象徴しているかのようです。

2020年代の 10年間、世界は、また日本と中国

の関係はどのように変わるのでしょうか？国

際通貨基金（IMF）をはじめ多くの経済学者は、

現在の GDP 成長格差が続けば、2020 年代の終

わり頃には中国は名目 GDP で米国を抜くだろ

う、との見解を発表しています。そうなれば中

米二大国の貿易摩擦と IT 全般や宇宙開発分野

などでの覇権争いは今後とも続くことが避け

られませんが、そのような中にも、世界は５G

技術を中心にすべての分野でデジタル化が進

み、人類が今までに経験したことのないデジタ

ル化社会、デジタル化経済に移行する新しい時

代に入ることは間違いないと思えます。 

私達華鐘コンサルタントグループも創業 25

周年を終えて、今年から新たな 25年に向かっ

て再スタートします。中国で活躍する多くの

日系企業、その中で働く日本人や中国人の私

達こそが、本当の日中友好を支えて行くのだ

との気概を新たにして、2020年代の未知の社

会に挑戦して行きたいと思います。 

最後に本年の皆様の事業とご家族のご発展

とご健康を心よりお祈り申し上げます。 

（総経理 古林恒雄 2020/1/10記）
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300 号巻頭言 

新型肺炎の各方面への影響 

新型コロナウィルスが猛威を振るっている。

本来 1 月 30 日までであった春節休暇は国務院

通知により全国的に 2月 2日まで延長された。 

2月 3日以降も、例えば上海市は 9日までの間

は一部の業種を除き、「仕事に戻さない（必要

時には自宅で仕事をさせる）」との通達を出し、

実質休日扱いとした。2 月 10 日からは仕事復

帰が始まったが、公共交通機関の中や職場等で

大勢の人の接触が一気に始まるのを避ける為、

多くの職場では従業員が輪番で時間差出勤す

るという変則的な形での限定的な仕事復帰で

ある。斯かる情況に対し、日本からの支援物資

の供給や「頑張れ武漢」のメッセージの発信等、

日本政府の対応及び日本国民の反応は中国側

で好意的に受け止められているようで、今回の

事態を契機として良好な日中関係に何か変化

が出るようなことはなさそうである。 

ただ、当然のことながら、日本から中国への

出張は各社で当面禁止となり、筆者が 2月中に

予定していたお客様の来社アポイントは、中国

内のお客様も含め全てキャンセルになり、急ぎ

打合せが必要なものに限って Web 会議や電話

会議で対応することになった。これに伴い、お

客様からご委託頂いた契約業務の進捗速度も

鈍化せざるを得ないが、契約業務に進捗が無い

と、弊社もお客様に対し請求書が出せないので、

売上が立たず、人件費等の経費相当の赤字が出

ることになる。 

また、今回の事態が長期化すれば多くの企業

業績に多大な影響を与えかねない。特に、多く

の人が外出を控え自宅に籠っているので、真っ

先に影響を受けるのは B to Cビジネスであり、

中でも、外食産業への甚大な影響が懸念される。

2月 5日付の時事速報によると、「西貝莜面村」

は、国内 60 都市で展開中の 400 店舗が臨時休

業に追い込まれ、自宅待機中の従業員 2万人へ

の給料支払い負担は 1 億 5000 万元に上り、新

型肺炎が短期間で終息しない場合、3 カ月以内

に手持ち現金が底を尽く見通しだという。日系

では、ワタミが今回の事態の影響長期化懸念と

中国経済の先行き不透明感を理由に中国内の

全店舗の閉鎖による全面撤退を発表した。この

他、弊社に対しても、一部の B to C 関連企業

より、事態が長期化した場合の資金繰り難や、

中国事業撤退を想定した相談が来ている。 

この状態がいつまで続くのか、武漢市以外で

の感染者数の増加ペースはもとからほぼ横ば

いであり、中国政府の採った武漢封鎖の一定の

効果は確実に出ているとみられ、多くの地域で

は早晩事態終息に向かうことが期待される。上

海を例に取ると、累計での感染者数は 300人強

で、上海市全体の人口比での発症率は極めて低

い確率である。上海市での死者数も依然 1人だ

けであり、致死率ではもっと低い確率になる。

もちろん、状況は時々刻々と変化している為、

上記の数字をもって上海は安全というつもり

は毛頭無いが、確率の低い感染を恐れて、過度

に保守的な対応を採り続けるのも中国経済に

とっては非常に大きなマイナス要素である。 

今回のウィルスの主な感染ルートは飛沫と

接触なので、マスクの着用、うがい、手洗いの

励行により感染はかなりの程度防止できるは

ずである。自由を制限されている武漢市の方々

は本当に気の毒であるが、情況が沈静化しつつ

ある地域では、先ず住民自身が家の外に出て買

い物や食事等の消費活動を再開し、地元政府も

これを後押しするような弾力的な政策を順次

実施して行くべきではないかと思う。日系企業

においても、「一時帰国を至急検討」との外務

省通知が出された中で、判断の難しいところで

はあるが、中国人社員を残して日本人駐在員だ

けが全員日本に逃げ帰っていたのでは現地法

人の士気に影響しかねない。少なくとも日本人

管理職員は現地に残って、現地法人の早期操業

回復の為の陣頭指揮を執るべきだと思う。 

（副総経理 能瀬徹 2020/2/14記）
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301 号巻頭言 

感染症流行下での職場復帰 

2020 年 1 月 23 日の武漢封鎖後、中国の各

業界は全て新型コロナウイルスによる感染症

流行下で業務停止期間を経験しました。上海

の企業は 2月 10日より、相次いで従業員の職

場復帰を開始しました。 

統計データによれば、3 月 8 日現在、上海

市の模範となるビルの職場復帰率は約 65％で

す。外資の職場復帰率は約 99.9％、対外貿易

業界では約 99％となっています。商業貿易業

界のうち、スーパーマーケット売り場の職場

復帰率は 98.8％、ショッピングセンターは

98.9％となっています。電子商取引業は 100％、

物流業は 95.2％、飲食サービス業は 62.6％と

なっています。 

これまでひっそりしていたオフィスビルは

既に満員電車の様な状態で、多くの人が全身

“武装”しています。各棟のオフィスビルの入

り口にはビル管理部門が手配した検査員がい

て、真剣に体温測定を実施し、体温が 37.3 度

を超える人はビルに入ることができません。合

格した人は更に当該ビルの通行証を提示する

か、上海市の「随申碼」(スマホアプリを通じ

て申請できる上海版健康コード)を提示しなけ

ればならず、全てが安全第一となっています。 

また、宅急便やデリバリーの配達員はビル

に入れません。人と接触せずに荷物を受け取

ることしかできないため、オフィスビルの入

り口には整然と荷物用ラックが設置され、郵

便物や宅急便、デリバリーによる食品等はこ

のラックに置かれます。 

華鐘コンサルタントグループ企業も 2月 10

日より職場復帰を開始しました。安全で秩序

ある業務再開のため、感染症流行予防管理制

度一式を制定しました。具体的には職場復帰

申請、事務所の全面的な消毒作業の手配、消

毒物品の準備、ロットごとに分けたマスクの

支給等です。当初は各部門の社員が当番制で

出勤し、その他の残りの社員は在宅勤務する

方法を採用しました。この間の業務に関する

連絡はテレビ会議等の形式をメインとし、会

員企業様の需要に対応できるようにしました。 

上海の感染症流行状況が徐々に安定してき

たことに伴い、2月 20日には全面的な職場復

帰を行いました。上海市政府のサイト「一網

通弁」で職場復帰に関する届出を行い、日々

社員の状況を申告しています。 

企業の感染症流行への予防を全力で支援す

るため、上海市は「上海市において全力で防

疫を実施し、企業が安定かつ健全に発展する

ための支援及びサービスに関する若干の政策

措置」を発表。感染症流行予防重点企業に対

する財税支援の拡大強化、企業の家賃減免、

関係企業及び個人に対する課税優遇の適用、

個人事業主の課税負担を一部免除すること等

の 28ヶ条を示しました。 

この後、3 月 5 日に公布された「上海企業

の職場復帰指南」では、主として企業従業員

の職場復帰、生産再開、市場再開を加速させ

ることが明確にされました。現時点で従業員

の職場復帰が適さない業界は、主として旅行

社、オンライン観光企業が取り扱う団体旅行、

「航空券＋ホテル」の旅行商品、劇場、書店

でのイベント、オフラインでの学習塾等です。

主に閉鎖された場所、人が密集し、感染リス

クのある極少ない業界が業務を再開できない

とされています。現時点で各企業に言えるこ

とは、できることは何でもやってみて、その

歩みを止めないことです。 

職場復帰は始まりに過ぎず、感染症との戦

いは依然として続いています。私たち華鐘コ

ンサルタントグループ企業は会員企業様を始

めとするお客様に対するサービス提供への情

熱を持ち続け、感染症が終息した暁には、温

かい春を迎える様に、笑顔で皆様と再会でき

ることを心から願っています。 

 （副総経理 栄亜華 2020/3/11記）
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202004華鐘通信№302 

302 号巻頭言 

人類運命共同体、疫病には必ず終焉の日が 

本日は 2020年の清明節で、中国人が墓参り

に行き、郊外に出かけて新緑を楽しむ日です。

しかしながら今年の清明節は新型コロナウイ

ルスの猛威に晒され、殆どの中国の家庭では

それを断念しました。午前 10時、全国で車と

船が警笛や汽笛を鳴らし、防空警報が 3 分間

鳴り続け、感染流行によって尊い命を奪われ

た人々に対する哀悼の意が表されました。 

1月の武漢封鎖以降、2ヶ月の努力を経て全国

各地が徐々に感染流行から復帰しつつあります。

しかし、3 月末には世界他国で感染流行が突如

爆発しました。各国政府は次々と通達を発表し、

自国民の早急帰国、他国民の入国制限を実施し

て、世界は突然に鎖国時代に戻ったようです。 

今日の世界の関係は、グローバル化した経済

発展を経て、国と国の間に相互浸透と協同分業

が進展し、世界は益々小さくなりました。しか

しながら、今回の感染流行が全世界に蔓延して

大災害となった時、更にはっきりした「国境」

が見えました。国境閉鎖の結果、苦労して築き

上げたグローバル分業協業の産業チェーンは

あっという間に途切れる様相になりました。 

今回の感染流行でグローバル分業の産業チ

ェーンの脆弱な一面を思い知らされ、感染流

行後、多くの国々が自国の産業安全問題を再

考するに違いありません。 

日本を例にした場合、自動車部品等の生産

の中国依存度が高いことから、感染流行によ

る産業チェーンの途切れを心配し、3 月初め

に安倍首相は「未来投資会議」で、高依存度

と高付加価値の製品の生産基地は日本国内に

戻すことと低依存度の製品も一国に頼らずに

生産基地の多元化を図ることを提言しました。 

一方、自国生産は簡単なことではありませ

ん。自動車部品の場合、その種類が雑多で、

生産・割振過程では冶金精錬、化工、電子等

の工業分野に関連し、その川上業界では鉄鋼、

塑料、ゴム、石油、ファブリック等多種類の

原料に関係するため、自国で完全な生産産業

チェーンを構築するためには何れも欠くこと

ができません。中国内では既に比較的完全な

産業チェーンが確立されており、特に中国は

同時に巨大な自動車と自動車部品の消費市場

でもあり、自動車産業チェーンの脱中国化は

日本企業に多大なコスト圧力と販売圧力を与

えるでしょう。また、中国と日本の距離は近

いので、比較的に容易に自由・安全な物流チ

ェーンを構築できるはずです。 

 以上を踏まえ、自国産業の安全のために日

本は一部のコア製品の生産基地を自国に戻す

可能性はありますが、それにも限界があって、

中国が依然として日本企業に人気のある生産

基地で有り続けることでしょう。 

 新経済情勢に直面しても、中国はこれまで通

り外資誘致を確実に行います。既存の産業チェ

ーンと地縁の優位性を如何に利用し、日本や東

南アジア諸国等周辺各国と合作を強化してい

くのか、そして一緒に「域内での更に安全で強

固な」産業チェーンを確立することが、中国の

今後の重要な課題の一つとなるでしょう。 

 世界の資本は流動的であり、必ず資本家が

安全だと思われる所に流れます。中国は今回

の感染流行防止過程において、高効率な政府、

自律的な国民、安定的な社会に加え、緊急救

済システム、医療資源、食糧供給、国際援助

等の分野に強大な危機対応能力と集中力を発

揮しました。これは中国が全世界の投資家に

発信した「中国は安全である」という信号だ

と言えます。 

ウイルスが人類の前進の歩みを止めること

は出来ません。世界は閉鎖鎖国の時代へと退

くこともありません。中国が提唱している「人

類運命共同体」の理念と同様に、我々人類は

1 つの地球に同居しており、世界の安全性の

問題であれ、自国の経済問題であれ、常に「自

国の発展を模索すると同時に各国の共同発展

を促進しなければならない」のです。 

 (会員部部長 張暁玲 2020/4/4記）
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日刊華鐘通信 No.4689     華鐘コンサルタントグループ会員専用   2020年 2月 25日(火) 

★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 国家税務局の、新型コロナウイルス肺炎の 

       疫病予防制御の為の税優遇政策について（１） 

Q:中国財税部門は、新型コロナウイルスによる肺炎流行期間における税優遇政策を打ち出し

ました。内容の詳細について教えてください。 

＜コロナウイルス＞＜税優遇政策＞ 

A:近日、財務税務部門は一連の公告を共同で発表し、2020 年 1月 1日から一連の疫病予防制

御の重要な領域と重点業界に焦点を当てた税優遇政策を実施し、疫病予防制御抵抗戦に勝

つことを明らかにしました。税務総局は新たに制定した疫病予防制御税優遇政策に対して

整理を行い、2 月 10 日、『国家税務局の新型コロナウイルス肺炎の疫病予防制御の為の税

優遇政策手引き』を公布しています。内容の詳細は以下の通りです。 

一、保護救助の支援 

1.政府が規定する基準の疫病予防治療と一時的な職業補助金と賞与の取得について、個人所得税の徴収を免除する。 

【享受主体】 

疫病の予防治療業務に参加する医療従事者及び防疫従事者 

【優遇内容】 

2020 年 1 月 1 日から、疫病の予防治療業務に参加する医療従事者及び防疫従事者が政府の規定する基

準に従って取得した一時的な職業補助金と賞与について、個人所得税の徴収を免除する。政府の規定する

基準には、各級政府が規定する補助金及び賞与の基準を含む。 

省級及び省級以上の人民政府が規定した疫病予防制御に参与する者の一時的な職業補助金及び賞与を

比較参照して実施する。 

上記優遇政策の適用期限は、疫病の状況に応じて別途公告する。 

【政策根拠】 

「財務部税務総局の新型コロナウイルスに感染による肺炎疫病予防制御の支援に関連する個人所得税政

策に関する公告」(2020年第 10号) 

2.個人が取得する単位が配布した新型コロナウイルス感染肺炎を予防する医薬防護用品等について、個人

所得税の徴収を免除する。 

【享受主体】 

単位が配布した新型コロナウイルス感染による肺炎の予防に用いる薬品、医療用品及び防護用品等の現

物(現金を除く)を取得した個人 

【優遇内容】 

2020 年 1 月 1 日から、単位が個人に配布した新型コロナウイルス感染による肺炎の予防に用いる薬品、

医療用品及び防護用品等の現物(現金を除く)は、給与、賃金収入に計上せず、個人所得税の徴収を免除する。 

上記優遇政策の適用期限は、疫病の状況に応じて別途公告する。 

【政策根拠】 

「財務部税務総局の新型コロナウイルスに感染による肺炎疫病予防制御の支援に関連する個人所得税政

策に関する公告」(2020年第 10号) 

二、物資供給の支援 

3.疫病予防制御重点保障物資生産企業に対し、増値税控除留保増加分を全額還付する。 
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日刊華鐘通信 No.4689     華鐘コンサルタントグループ会員専用   2020年 2月 25日(火) 

【享受主体】 

疫病予防制御重点保障物資生産企業 

【優遇内容】 

2020 年 1 月 1 日から、疫病予防制御重点保障物資の生産企業は、月ごとに主管税務機関に増値税の控

除留保増加分の全額還付を申告することができる。 

控除留保増加分とは、2019年 12月末に比べて新たに増加した期末控除留保税額を指す。 

疫病予防制御重点保障物資生産企業名簿は、省級及び省級以上の発展改革部門、工業情報化部門が確定する。 

上記優遇政策の適用期限は、疫病の状況に応じて別途公告する。 

疫病予防制御重点保障物資生産企業は、増値税控除留保増加分還付政策を適用する場合、増値税納税申

告期間内において、当期の増値税納税申告を完了した後、主管税務機関に控除留保増加分の還付を申請し

なければならない。 

【政策根拠】 

(1)「財政部税務局の新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防制御に関連する税政策に関する公告」

(2020年第 8号) 

(2)「国家税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する税徴収関連の管理事項に関

する公告」(2020年第 4号) 

4.納税者が疫病予防制御重点保障物資輸送を提供することによる収入について、増値税の徴収を免除する。 

【享受主体】 

疫病予防制御重点保障物資輸送サービスを提供する納税者 

【優遇内容】 

2020 年 1 月 1 日から、納税者が疫病予防制御重点保障物資輸送によって取得した収入に対し、増値税

の徴収を免除する。 

疫病防止重点保障物資の具体的な範囲は、国家発展改革委員会、工業情報化部が確定する。 

上記優遇政策の適用期限は、疫病の状況に応じて別途公告する。 

納税者が疫病予防制御重点保障物資輸送によって得た収入について増値税の徴収を免除する場合は、都

市維持建設税、教育費附加、地方教育附加の徴収を免除する。 

納税者は、規定に従って増値税徴収免除の優遇を享受する場合、自主的に免税申告を行うことができ、

免税届出に関する手続きを必要としない。ただし、関連証明書類を保存し、検査に備えなければならない。

増値税の納税申告手続き時に、増値税納税申告表及び「増値税減税・免税申告明細表」の対応する欄に記

入しなければならない。 

納税者は、規定に従って増値税の徴収免除政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはならない。

増値税専用発票を既に発行した場合、対応する赤字発票又は元の発票を破棄し、再度、規定に従って増値

税の徴収免除政策を適用し、普通発票を発行しなければならない。納税者は、疫病予防制御期間中におい

て、既に増値税専用発票を発行し、規定に従って対応する赤字発票を発行しなければならない場合におい

て、遅滞なく発行していないとき、先に増値税の徴収免除政策を適用することができ、対応する赤字発票

は、関連する増値税徴収免除政策の実施期限が到来した後 1ヶ月以内に発行を完了しなければならない。 

納税者は、免税政策を適用した販売額、販売数量を、課税のための販売額、販売数量として増値税申告を行

った場合、当期申告を修正し、又は次期申告時に調整することを選択することができる。免除されるべき増値

税額を既に徴収した場合、納税者が後に納付しなければならない増値税を還付し、又は減額することができる。 

【政策根拠】 

(1)「財政部税務局の新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防制御に関連する税政策に関する公告」

(2020年第 8号) 

(2)「国家税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する税徴収関連の管理事項に関

する公告」(2020年第 4号) 

「国家税務局の、新型コロナウイルス肺炎の疫病予防制御の為の税優遇政策について（２）」へ続く 

（作成：能瀬、長谷川） 
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日刊華鐘通信 No.4690     華鐘コンサルタントグループ会員専用   2020年 2月 26日(水) 

★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 国家税務局の、新型コロナウイルス肺炎の 

       疫病予防制御の為の税優遇政策について（２） 

Q:中国財税部門は、新型コロナウイルスによる肺炎流行期間における税優遇政策を打ち出し

ました。内容の詳細について教えてください。 

＜コロナウイルス＞＜税優遇政策＞ 

A:近日、財務税務部門は一連の公告を共同で発表し、2020 年 1月 1日から一連の疫病予防制

御の重要な領域と重点業界に焦点を当てた税優遇政策を実施し、疫病予防制御抵抗戦に勝

つことを明らかにしました。税務総局は新たに制定した疫病予防制御税優遇政策に対して

整理を行い、2 月 10 日、『国家税務局の新型コロナウイルス肺炎の疫病予防制御の為の税

優遇政策手引き』を公布しています。内容の詳細は以下の通りです。 

「国家税務局の、新型コロナウイルス肺炎の疫病予防制御の為の税優遇政策について（１）」より続く 

5.納税者が公共交通輸送サービス、生活サービス及び住民生活必需品の宅配サービスを提供することによ

る収入について、増値税の徴収を免除する。 

【享受主体】 

公共交通輸送サービス、生活サービス及び住民生活必需品の宅配サービスを提供する納税者 

【優遇内容】 

2020 年 1 月 1 日から、納税者が公共交通輸送サービス、生活サービス及び住民生活必需品の宅配サー

ビスを提供して取得した収入について、増値税の徴収を免除する。 

公共交通輸送サービスの具体的な範囲は、「営業税を増値税に代えて徴収する試行の関連事項について

の規定」（財税〔2016〕36号公布）に従って実施する。 

生活サービス、宅配サービスの具体的な範囲は、「サービス、無形資産、不動産の販売についての注釈」

（財税〔2016〕36号公布）が実行される。 

上記優遇政策の適用期限は、疫病の状況に応じて別途公告する。 

納税者が公共交通輸送サービス、生活サービス、及び住民生活必需品の宅配サービスを提供して取得した収

入について、増値税の徴収を免除する場合、都市維持建設税、教育費附加、地方教育附加の徴収を免除する。 

納税者は、規定に従って増値税徴収免除の優遇を享受する場合、自主的に免税申告を行うことができ、

免税届出に関する手続きを必要としない。ただし、関連証明書類を保存し、検査に備えなければならない。

増値税の納税申告手続き時に、増値税納税申告表及び「増値税減税・免税申告明細表」の対応する欄に記

入しなければならない。 

納税者は、規定に従って増値税の徴収免除政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはならない。

増値税専用発票を既に発行した場合、対応する赤字発票又は元の発票を破棄し、再度、規定に従って増値

税の徴収免除政策を適用し、普通発票を発行しなければならない。納税者は、疫病予防制御期間中におい

て、既に増値税専用発票を発行し、規定に従って対応する赤字発票を発行しなければならない場合におい

て、遅滞なく発行していないとき、先に増値税の徴収免除政策を適用することができ、対応する赤字発票

は、関連する増値税徴収免除政策の実施期限が到来した後 1ヶ月以内に発行を完了しなければならない。 

納税者は、免税政策を適用した販売額、販売数量を、課税のための販売額、販売数量として増値税申告

を行った場合、当期申告を修正し、又は次期申告時に調整することを選択することができる。免除される

べき増値税額を既に徴収した場合、納税者が後に納付しなければならない増値税を還付し、又は減額する
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ことができる。 

【政策根拠】 

(1)「財政部税務局の新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防制御に関連する税政策に関する公告」

(2020年第 8号) 

(2)「財政部税務総局の営業税を増値税に代えて徴収する試行の全面的な実施に関する通知」（財税〔2016〕

36号） 

(3)「国家税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する税徴収関連の管理事項に関

する公告」(2020年第 4号) 

6.疫病予防制御重点物資生産企業の生産能力拡大のための設備購入について、企業所得税の税前一括控除

を許可する。 

【享受主体】 

疫病防止重点保障物資生産企業 

【優遇内容】 

2020 年 1 月 1 日から、疫病予防制御重点保障物資生産企業が生産能力拡大のために新たに購入した関

連設備について、一括で当期原価費用に計上し、企業所得税の税前で控除することを許可する。 

疫病予防制御重点保障物資生産企業名簿は、省級及び省級以上の発展改革部門、工業情報化部門が確定

する。 

上記優遇政策の適用期限は、疫病の状況に応じて別途公告する。 

疫病予防制御重点保障物資生産企業は、企業所得税税前一括控除政策を適用する場合、優遇政策管理等

について「国家税務総局の設備器具控除に関連する企業所得税政策執行の問題に関する公告」(2018年第

46号)の規定を参照して実施する。企業は、納税申告時に、関連の状況を企業所得税納税申告書「固定資

産一括控除」の行に記入する。 

【政策根拠】 

(1)「財政部税務局の新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防制御に関連する税政策に関する公告」

(2020年第 8号) 

(2)「国家税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する税徴収関連の管理事項に関

する公告」(2020年第 4号) 

7.衛生健康主管部門が組織して輸入した疫病の予防制御に直接使用する物資への関税を免除する。 

【享受主体】 

衛生健康主管部門が組織して輸入した疫病の予防制御に直接使用する物資 

【優遇内容】 

2020 年 1 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで、衛生健康主管部門が組織して輸入した疫病予防制御に直

接使用する物資への関税を免除する。 

免税輸入物資は、税関総署の 2020年第 17号公告に基づき、まず登録して通関させた後、規定による関

連の補充手続きを行う。 

【政策根拠】 

「財政部税関総署税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御の為の輸入物資の免税政策に

関する公告」(2020年第 6号) 

 

「国家税務局の、新型コロナウィルス肺炎の疫病予防制御の為の税優遇政策について（３）」へ続く 

（作成：能瀬、長谷川） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 国家税務局の、新型コロナウイルス肺炎の 

       疫病予防制御の為の税優遇政策について（３） 

Q:中国財税部門は、新型コロナウイルスによる肺炎流行期間における税優遇政策を打ち出し

ました。内容の詳細について教えてください。 

＜コロナウイルス＞＜税優遇政策＞ 

A:近日、財務税務部門は一連の公告を共同で発表し、2020 年 1月 1日から一連の疫病予防制

御の重要な領域と重点業界に焦点を当てた税優遇政策を実施し、疫病予防制御抵抗戦に勝

つことを明らかにしました。税務総局は新たに制定した疫病予防制御税優遇政策に対して

整理を行い、2 月 10 日、『国家税務局の新型コロナウイルス肺炎の疫病予防制御の為の税

優遇政策手引き』を公布しています。内容の詳細は以下の通りです。 

「国家税務局の、新型コロナウイルス肺炎の疫病予防制御の為の税優遇政策について（２）」より続く 

三、公的寄贈の奨励 

8.公的社会組織又は県級以上の人民政府とその部門等の国家機関を通じて、疫病に対し現金と物品を寄贈

する場合の企業所得税又は個人所得税の税前全額控除を認める。 

【享受主体】 

公的社会組織又は県級以上の人民政府とその部門等の国家機関を通じて、新型コロナウイルス感染肺炎

の疫病に対し寄贈を行う企業と個人 

【優遇内容】 

2020 年 1 月 1 日より、企業と個人が公的社会組織又は県級以上の人民政府とその部門等の国家機関を

通じて、新型コロナウイルス感染肺炎の疫病に用いる為に寄贈する現金と物品は、企業所得税又は個人所

得税の課税所得額を計算する際に全額控除することを認める。 

国家機関、公的社会組織が受けた寄贈は、もっぱら新型コロナウイルス感染の肺炎疫病に対応するため

の仕事に用いなければならず、他の用途に用いてはならない。 

上記優遇政策の適用期限は、疫病の状況に応じて別途公告する。 

「公的社会組織」とは、法により公的寄贈税前控除資格を取得した社会組織をいう。企業が規定の全額税前

控除政策を享受する際には、「自己判別、申告享受、関連資料留保調査」の方式を採用し、寄贈の全額控除状

況を企業所得税納税申告書の対応箇所に記入する。個人が享受する規定の全額税前控除政策は、「財政部税務

総局の公的慈善事業での寄贈の個人所得税政策に関する公告」(2019年第99号)の関連規定に基づき執行する。 

【政策根拠】 

(1)「財政部税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する為の寄贈関連税収政策に

関する公告」(2020年第 9号) 

(2)「国家税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する税徴収関連の管理事項に関

する公告」(2020年第 4号) 

9.疫病予防治療の任務を担う病院に直接寄贈された疫病対応物品への企業所得税又は個人所得税の税前

全額控除を認める。 

【享受主体】 

疫病予防治療の任務を担う病院に新型コロナウイルス感染肺炎の疫病に対応する物品を直接寄贈する

企業と個人 

【優遇内容】 

2020 年 1 月 1 日より、企業と個人が疫病の予防治療任務を担う病院に新型コロナウイルス感染肺炎の

疫病に対応する物品を直接寄贈する場合、企業所得税又は個人所得税の納税所得額を計算する際に全額控
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除することを認める。 

寄贈者は疫病予防治療の任務を担う病院が発行した寄贈受取書を根拠として税前控除の手続きを行う。 

疫病予防治療の任務を担う病院が受けた寄贈は、もっぱら新型コロナウイルス感染肺炎の疫病に対応す

る仕事のために用いなければならず、他の用途に用いてはならない。 

上記優遇政策の適用期限は、疫病の状況に応じて別途公告する。 

企業が規定の全額税前控除政策を享受する際には、「自己判別、申告享受、関連資料留保調査」の方式

を採用し、寄贈の全額控除状況を企業所得税納税申告書の対応箇所に記入する。個人が享受する規定の全

額税前控除政策は、「財政部税務総局の公的慈善事業での寄贈の個人所得税政策に関する公告」(2019 年

第 99 号)の関連規定に基づき執行する。個人所得税前控除の手続きを行い、「個人所得税公的慈善事業寄

贈控除明細表」を記入する際には、注記欄に「直接寄贈」と明記しなければならない。 

企業と個人は疫病の予防治療の任務を担う病院が発行する寄贈受取書を取得し、税前控除の根拠として

自ら保存し検査に備える。 

【政策根拠】 

(1)「財政部税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する為の寄贈関連税収政策に

関する公告」(2020年第 9号) 

(2)「国家税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する税徴収関連の管理事項に関

する公告」(2020年第 4号) 

10.疫病に対応する為の無償寄贈貨物の増値税、消費税、都市維持建設税、教育費附加、地方教育附加の

徴収を免除する。 

【享受主体】 

疫病に対応する為の貨物を無償で寄贈する単位と個人の商工業者 

【優遇内容】 

2020 年 1 月 1 日より、単位と個人の商工業者が自社生産、委託加工又は購入した貨物を、公的社会組

織と県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を通じて、又は直接疫病の予防治療任務を担う病院に

対し、新型コロナウイルス感染肺炎の疫病に対応するために無償で寄贈する場合の増値税、消費税、都市

維持建設税、教育費附加、地方教育附加を免除する。 

上記優遇政策の適用期限は、疫病の状況に応じて別途公告する。 

納税者は、規定に従って増値税、消費税徴収免除の優遇を享受する場合、自主的に免税申告を行うこと

ができ、免税届出に関する手続きを必要としない。ただし、関連証明書類を保存し、検査に備えなければ

ならない。増値税の納税申告手続き時に、増値税納税申告表及び「増値税減税・免税申告明細表」の対応

する欄に記入しなければならない。消費税の納税申告手続き時に、消費税納税申告書及び「当期減額(免

除)税額明細書」の対応する欄に記入しなければならない。 

納税者は、規定に従って増値税の徴収免除政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはならない。

増値税専用発票を既に発行した場合、対応する赤字発票又は元の発票を破棄し、再度、規定に従って増値

税の徴収免除政策を適用し、普通発票を発行しなければならない。納税者は、疫病予防制御期間中におい

て、既に増値税専用発票を発行し、規定に従って対応する赤字発票を発行しなければならない場合におい

て、遅滞なく発行していないとき、先に増値税の徴収免除政策を適用することができ、対応する赤字発票

は、関連する増値税徴収免除政策の実施期限が到来した後 1ヶ月以内に発行を完了しなければならない。 

納税者は、免税政策を適用した販売額、販売数量を、課税のための販売額、販売数量として増値税、消

費税の申告を行った場合、当期申告を修正し、又は次期申告時に調整することを選択することができる。

免除されるべき増値税、消費税の税額を既に徴収した場合、納税者が後に納付しなければならない増値税、

消費税を還付し、又はそれぞれ減額することができる。 

【政策根拠】 

(1)「財政部税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する為の寄贈関連税収政策に

関する公告」(2020年第 9号) 

(2)「国家税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する税徴収関連の管理事項に関

する公告」(2020年第 4号) 

「国家税務局の、新型コロナウイルス肺炎の疫病予防制御の為の税優遇政策について（４）」へ続く 

（作成：能瀬、長谷川） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 国家税務局の、新型コロナウイルス肺炎の 

       疫病予防制御の為の税優遇政策について（４） 

Q:中国財税部門は、新型コロナウイルスによる肺炎流行期間における税優遇政策を打ち出し

ました。内容の詳細について教えてください。 

＜コロナウイルス＞＜税優遇政策＞ 

A:近日、財務税務部門は一連の公告を共同で発表し、2020 年 1月 1日から一連の疫病予防制

御の重要な領域と重点業界に焦点を当てた税優遇政策を実施し、疫病予防制御抵抗戦に勝

つことを明らかにしました。税務総局は新たに制定した疫病予防制御税優遇政策に対して

整理を行い、2 月 10 日、『国家税務局の新型コロナウイルス肺炎の疫病予防制御の為の税

優遇政策手引き』を公布しています。内容の詳細は以下の通りです。 

 「国家税務局の、新型コロナウイルス肺炎の疫病予防制御の為の税優遇政策について（３）」より続く 

11.寄贈免税輸入範囲を拡大する。 

【享受主体】 

疫病防止制御の為に寄贈する輸入物資 

【優遇内容】 

2020年 1月 1日から 2020年 3月 31日まで、「慈善寄贈物資の輸入税免除暫定弁法」で規定された免税

輸入範囲を適度に拡大し、疫病予防制御用に寄贈される輸入物資に対し、輸入関税と輸入段階での増値税、

消費税を免除する。 

(1)輸入物資に試薬、消毒品、防護用品、救急車、防疫車、消毒用車、緊急指揮車を追加する。 

(2)免税範囲に国内関係政府部門、企事業単位、社会団体、個人及び中国を訪問し、又は中国に滞在する

外国人が中国国外又は税関特殊管轄区域外から輸入し直接寄贈するもの、国内加工貿易企業からの寄

贈を追加する。寄贈物資は直接疫病の防止制御に用いられ、且つ前(1)号又は「慈善寄贈物資の免税輸

入税収暫定弁法」の規定に適合しなければならない。 

(3)受贈者に省級民政部門又はその指定する単位を追加する。省級民政部門は指定する単位の名簿を所在

地の管轄税関及び省級税務部門に書面通達する。 

財政部、税関総署、税務総局公告 2020 年第 6 号に該当する免税輸入物資で、既に徴収された免除され

るべき税金を還付する。そのうち、既に税を徴収して輸入され、且つ仕入増値税の控除申告が行われてい

ないものについては、主管税務機関が発行した「新型コロナウイルス感染肺炎の疫病を予防制御する為の

輸入物資に関わる仕入増値税の未控除証明」に基づき、既に徴収した輸入関税と輸入段階の増値税、消費

税の還付手続きを税関に申請することができる。仕入増値税の控除申告を既に行っている場合、既に徴収

された輸入関税と輸入段階の消費税の還付手続きを税関に対して申請する。関連輸入単位は 2020 年 9 月

30日までに税関での還付手続きを行わなければならない。 

免税輸入物資は、税関総署の 2020年第 17号公告に従い、まず登録して通関した後、規定に基づく関連

補充手続きを行うことができる。 

【政策根拠】 

2020年華鐘春季中国セミナー（オンラインセミナー）「当面の中国経済情況と日系企業事例報告」
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(1)「慈善寄贈物資の免税輸入税収暫定弁法」(財政部税関総署公告 2015年第 102号) 

(2)「財政部税関総署の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病を予防制御する為の輸入物資免税政策に関す

る公告」(2020年第 6号) 

 

四、業務再開と生産再開の支援 

12.疫病の影響が大きい困難業界企業の 2020年度に発生した欠損の最長繰越年限を 8年まで延長する。 

【享受主体】 

疫病の影響が大きい困難な業界企業 

【優遇内容】 

2020年 1月 1日より、疫病の影響が大きい困難な業界企業の 2020年度に発生した欠損は、最長繰越年

数を 5年から 8年に延長する。 

困難な業界企業には交通運輸、飲食、宿泊、観光(旅行会社と関連サービス、観光地管理の 2 種類を指

す)の 4種類を含み、具体的な判断基準は現行の「国民経済業界分類」に基づく。 

困難業界企業の 2020 年度の主要業務収入は、収入総額(非課税所得と投資収益を除く)の 50%以上を占

めなければならない。 

疫病の影響が大きい困難な業界企業は規定により欠損の繰越年数を延長する政策を適用する場合、2020

年度の企業所得税の確定申告時に、電子税務局を通じて「欠損の繰越年数延長政策を適用する声明」を提

出しなければならない。 

【政策根拠】 

(1)「財政部税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する関連税収政策に関する公

告」(2020年第 8号) 

(2)「国家税務総局の新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防制御を支持する税徴収関連の管理事項に関

する公告」(2020年第 4号) 

 

以上 

（作成：能瀬、長谷川） 

 

2020年華鐘春季中国セミナー（オンラインセミナー）「当面の中国経済情況と日系企業事例報告」

17

http://www.gov.cn/zhengce/2016-05/24/content_5076345.htm
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-02/01/content_5473748.htm
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-02/01/content_5473748.htm
http://anhui.chinatax.gov.cn/art/2020/2/17/art_9628_732498.html
http://anhui.chinatax.gov.cn/art/2020/2/17/art_9628_732498.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810346/n810825/c101434/c5143590/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810346/n810825/c101434/c5143590/content.html


 

 

日刊華鐘通信 No.4634     華鐘コンサルタントグループ会員専用  2019年 11月 20日(水) 

★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 『産業構造調整指導目録（2019年版）』について（１） 

Q:『産業構造調整指導目録（2019年版）』の内容及び産業に対する影響について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜産業構造調整＞＜2019年版目録＞＜奨励類＞＜制限類＞＜淘汰類＞ 

A:2019 年 11 月 6 日、国家発改委は『産業構造調整指導目録（2019 年版）』（発改委令第 29

号、以下「2019 年版『目録』」と略）を改訂し、公布しました。奨励類は新たに「人的資

源及び人的資本サービス業」「人工知能」「養老及び介護サービス」「家事」等の 4 つの産

業が追加されました。2019 年版『目録』は、2020年 1月 1日より施行されます。 

1. 2019年版『目録』の改訂 

 『国務院の、「産業構造調整の促進に関する暫定規定」の公布、実施に関する決定』（国発〔2005〕40号）

によると、『産業構造調整指導目録』（以下、『目録』）は、投資の方向性や政府の投資プロジェクト管理の指

針であり、財税、ローン、土地、輸出入等の政策を制定、実施する上での重要な根拠となるもので、内容は

奨励、制限、淘汰の 3つのカテゴリーで構成されています。これらの 3カテゴリーに該当せず、国家の関連

法律法規及び政策の規定に合致するものは、許可類として、『目録』には記載されません。 

 2005 年、国務院の認可を得て、国家発展改革委は『目録（2005 年版）』を公布し、その後、2011 年と

2013 年に改訂、改正が行われました。2013 年に前版『目録』が公布された後、中国の産業発展の規模は

拡大を続け、構造の最適化が進み、競争力は顕著に向上しました。現在、中国経済は既に高速成長段階か

ら高品質の発展段階へと移行し、産業発展が直面する内外部環境には大きな変化が生じていることから、

前版『目録』では新たな情勢、要求に適応できず、改訂が必要となりました。 

 2019 年版『目録』は、現在の中国の新時代の経済発展を背景とし、情勢に対応して、最新の投資方向

や産業構造の調整に適応しています。 

2. 2019年版『目録』改訂のポイント 

（1） 改訂ポイント 4項目 

統計によると、2019 年版『目録』は計 48 産業、1,477 箇条におよび、うち奨励類は 821 箇条、制限類

は 215箇条、淘汰類は 441条箇条となっています。 

前の版に比べて、産業分野の観点では、奨励類で「人的資源及び人的資本サービス業」、「人工知能」、

「養老及び介護サービス」、「家事」の 4産業が追加され、前版の「教育、文化、衛生、スポーツサービス

業」は分割し、各々独立して設定されました。制限類では「消防」産業が削除され、淘汰類では「鉱物採

掘」産業に関する項目が追加されました。条目数の観点では、全体で 69箇条増え、うち奨励類が 60箇条

増加、制限類が 8箇条減少、淘汰類が 17箇条増加しました。改訂の観点からは、全体の 50％以上を占め

る計 822箇条が改訂されました。 

要約すると、2019年版『目録』は以下の 4つの側面に重点を置いて改訂されています。 

① 製造業の質の高い発展を推進し、伝統産業の変革とグレードアップを加速し、新興産業を大いに育

成し、発展させること。 

統計によると、2019年版『目録』において、製造業に関する条項は計 900箇条あまりで、全体の 60％

以上を占めています。 

② 強力な国内市場の形成を促進すること。 

2020年華鐘春季中国セミナー（オンラインセミナー）「当面の中国経済情況と日系企業事例報告」
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農業及び農村のインフラ建設を強化し、農村の生活環境を改善し、農村の第一次、第二次、第三次産業を

統合した発展を促進することに重点を置きます。また、現代サービス業の効率及び質を高め、公共サービス

分野で不足している部分を補い、現代サービス業の発展を加速します。更に、自動車、家電、コンシューマ

ーエレクトロニクス製品等の買い替え消費を促進し、消費の新たな成長ポイントを積極的に開拓します。 

③ 無効な供給を積極的に排除すること。 

制限及び淘汰の基準を適度に高め、制限類、淘汰類を 100 箇条近く追加または改訂すると共に、既

存条項では完全にはカバーできず、且つ法律法規や産業基準に合致しないものについては、制限類及

び淘汰類中で各々排除項目が設定されました。 

④ 科学性、規範化水準を高めること。 

制限類、淘汰類の条項では、品種やパラメータを明確にし、操作性が強調されています。奨励類で

は、発展の方向性が比較的明確な分野については可能な限りインデックスパラメータを明確にし、方

向性が不明確な新産業や新業態については方向性のみを記載しています。また、市場が効果的に調節

し得る経済活動は、制限類から削除されました。 

（2） 新旧『目録』の比較（一部） 

新旧の一部条項の比較は、以下の通りです（太字下線部分は追加された箇所、取消線部分は削除された箇所）。 

新旧『目録』比較表（一部）〔第一類  奨励類〕 

2019年版『目録』 2013年版『目録』 

十六.自動車 

6.スマートカー、新エネルギー車及び主要部品、自動車用高効率内燃機関の研究開発

能力の建設 

7.スマートカーの主要部品及び技術：センサー、車載チップ、中央処理装置、車載オ

ペレーティングシステム及び情報制御システム、車両用ネットワーク通信システム機

器、視覚識別システム、高精度測位デバイス、…（中略）、完成車レベル及びシステ

ムレベルのテスト評価方法、テストの基本的データベースの構築 

本小項目なし 

四十.養老及び介護サービス 

1.長期介護サービス機構（老人ホーム、高齢者向けホーム、農村高齢者向け施設等を含む） 

2.コミュニティ養老サービスの基幹的ネットワーク 

3.養老金融商品サービス業 

4.食事や外出の介助 

5.高齢者向け教育 

6.高齢者ケア住宅 

7.養老サービスの研修教育 

8.リハビリ補助装置設置サービス（リース）機関 

9.高齢者向け住宅の建設及び改修プロジェクト 

10.高齢者向け人的資源の開発 

11.高齢者向け健康管理及びスポーツジム 

12.スマート健康及び養老 

13.児童の早期発達（知力開発、食事栄養、メンタルヘルス） 

14.乳幼児保育の教育研修 

15.乳幼児ケアサービス機関（センター） 

16.乳幼児の健康管理 

17.家庭育児のサポート及び子育て指導 

本大項目なし 

「『産業構造調整指導目録（2019年版）』について（２）」へ続く 

（作成：公関部 兪穎春） 

2020年華鐘春季中国セミナー（オンラインセミナー）「当面の中国経済情況と日系企業事例報告」
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 『産業構造調整指導目録（2019年版）』について（２） 

Q:『産業構造調整指導目録（2019年版）』の内容及び産業に対する影響について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜産業構造調整＞＜2019年版目録＞＜奨励類＞＜制限類＞＜淘汰類＞ 

A:2019 年 11 月 6 日、国家発改委は『産業構造調整指導目録（2019 年版）』（発改委令第 29

号、以下「2019 年版『目録』」と略）を改訂し、公布しました。奨励類は新たに「人的資

源及び人的資本サービス業」「人工知能」「養老及び介護サービス」「家事」等の 4 つの産

業が追加されました。2019 年版『目録』は、2020年 1月 1日より施行されます。 

「『産業構造調整指導目録（2019年版）』について（１）」より続く 

（2）新旧『目録』の比較（一部）の続き 

四十一.家事 

1.コミュニティの家事サービス 

2社員制の家事サービス 

3.家事職業教育及び技能訓練 

4.家事総合情報サービス 

5.家事サービス施設（家事サービスネットワーク）の建設及び運営管理 

6.家事サービスの標準化の構築 

本大項目なし 

四十六.人的資源及び人的資本サービス業 

1.人的資源及び人的資本の情報化の構築 

2.人的資源サービス及び人的資本サービス産業園区のプラットフォームの建設 

3.人的資源の募集、就業及び創業指導、人的資源及び社会保障事務の代理、人的資源

の教育訓練、労務派遣、人的資源の評価、人的資源の管理コンサルティング、人的資

源サービスアウトソーシング、高級人材の発掘、人的資源情報ソフトウェアサービス

等の人的資源サービス業 

4.人的資本価値の評価、測定及び取引、人的資本価値の統計、分析及び応用、人的資

本形成プロセスにおける投資活動 

5.人的資本の金融イノベーションプラットフォームの建設 

6.人的資源と人的資本市場及び付帯サービス施設の建設 

7.農村労働力の移転就業サービスプラットフォームの建設 

本大項目なし 

四十七.人工知能 

1.人工知能チップ 

2.産業用インターネット、公共システム、デジタルソフトウェア、インテリジェント

装置のシステムインテグレーション 

3.ネットワークのインフラ、ビッグデータのインフラ、高性能コンピューティングの

インフラ等のインテリジェント化インフラの建設 

4.仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、音声セマンティック画像認識、マルチセンサー情

報の統合等の技術の研究開発及び応用 

5.無人自主システム等の典型的産業用アプリケーションシステム 

本大項目なし 

2020年華鐘春季中国セミナー（オンラインセミナー）「当面の中国経済情況と日系企業事例報告」
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6.人工知能標準測定及び知財権サービスプラットフォーム 

7.インテリジェント製造の重要技術装置、インテリジェント製造工場、園区の改造 

8.人とコンピューターのインテリジェント相互作用システム 

9.ウェアラブルデバイス、インテリジェントロボット、スマートホーム 

10.インテリジェント医療、医療画像補助診断システム 

11.インテリジェントセキュリティ、ビデオ画像による身元識別システム 

12.インテリジェント交通、インテリジェント交通機関 

13.スマート教育 

14.スマートシティ 

15.スマート農業 

 

新旧『目録』比較表（一部）〔第二類  制限類〕 

第二類  制限類 

2019年版『目録』 2013年版『目録』 

元の第十五項目の消防（小項目 8 項

を含む）を全削除 

十五、消防 

十五.消防 

1.火災警報器（連動型、独立型、エリア型、集中型、集中エリア

兼用型を含む）、消防連動制御装置、ポイント型煙/温度感知火災

探知器（独立式を除く）、ポイント型赤外線/紫外線火炎検出器（独

立式を除く）、手動式火災警報ボタン 

2.粉末型消火器、二酸化炭素消火器 

…（中略） 

8.防火シーリング材、溶剤型鋼構造防火塗料、装飾型防火塗料、

電気ケーブル防火塗料 

 

新旧『目録』比較表（一部）〔第三類 淘汰類〕 

2019年版『目録』 2013年版『目録』 

（十七）鉱物採掘 

1.集中撹土積み込み作業時の鉱石の手動積卸 

2.集塵装置を設置していない乾式掘削作業 

…（中略） 

10.露天堀り鉱山における爆破方式を用いた大型鉱石の二次破砕 

本項目なし。 

従来、左欄の鉱物採掘関連作業は

許可類に該当。 

 

2019年版『目録』は 2020年 1月 1日から正式に施行されます。施行後、奨励類プロジェクトに該当す

るものは、関連規定により審査、認可または届出を行います。制限類プロジェクトは、新規設立が禁止さ

れ、既存の生産能力は一定期限内の改造、グレードアップが認められます。淘汰類プロジェクトは、投資

が禁止され、規定の期限に従い排除されます。 

外資企業においては、自社が所属する産業の『目録』でのカテゴリーを把握して、適格に中長期計画を

作成することが大切です。具体的にプロジェクトを実施する際には、規定に違反することがないよう、所

在地の外資主管部門や専門のコンサルタントにご相談下さい。 

以上 

（作成：公関部 兪穎春） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 『市場参入ネガティブリスト（2019年版）』について（１） 

Q:『市場参入ネガティブリスト（2019年版）』について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜市場参入ネガティブリスト＞＜2019年版＞ 

A:国家発展改革委、商務部は 2019 年 11 月 22 日、『市場参入ネガティブリスト（中国語：市

場准入負面清単）（2019 年版）』（以下、『リスト（2019 年版）』と略）を公布しました。全

131 項目が収められており、『リスト（2018 年版）』から 20 項目（13％）減少し、管理措

置の更なる削減と最適化を図っています。 

 

1. 『市場参入ネガティブリスト』の概要 

（1） 定義 

 市場参入ネガティブリスト制度とは、国務院がリスト方式により、中国国内で投資及び経営を禁止又

は制限する産業、領域、業務などを明確にすることを指します。各級政府は、法に基づき、対応する管

理措置を講じて制度的な配置を行います。 

 『市場参入ネガティブリスト』には、禁止類と許可類の 2 種類のプロジェクトが含まれています。参

入禁止事項については、市場主体が参入できず、行政機関は審査認可、承認を行わず、関連の手続を実

施できません。参入許可事項については、関連の資格要件や手順、技術基準及び許可要件などが含まれ、

市場主体が申請し、行政機関が法律規定に基づいて参入の可否を決定します。市場参入ネガティブリス

ト以外の産業、領域、業務等は、各種市場主体が全て法に基づき平等に参入できます。 

 

（2） 実施の背景 

 時期 実 施 背 景 

2015年 3月 第 12 期全国人大第 3 回会議の際に政府報告の形で提出され、政府が行政簡素化や権

限委譲を強化すべきであることを明確にして、市場参入ネガティブリストを制定。 

2016年 4月 『市場参入ネガティブリスト草案(試験実施版)』公布。天津、上海、福建、広東の四

省市で先行して試験実施。『草案』は全 328項目からなり、参入禁止類は 96項目、制

限類は 232項目。 

2017年 試点実施範囲を 15の省市に拡大。 

2018年 12月 『リスト（2018 年版）』公布。全 151 事項、581 箇条の具体的管理措置を提出。従前

に比較して事項は 177項目（約 54％）減少、具体的管理措置は 288箇条減少。 

2019年 11月 『リスト（2019 年版）』公布。全 131 事項からなり、『リスト（2018 年版）』から 20

項目（13％）減少。 

 

（3） リストに含まれていない管理措置 

 非投資経営活動に対する管理措置、参入後の管理措置、届出類に対する管理措置、職業資格類に対す
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る管理措置、国外の市場主体のみに対する管理措置及び自然保護区等の特定の地域や空間に対する管理

措置等は、『市場参入ネガティブリスト』には含まれず、別途関連の規定に従うこととされています。 

 言い換えれば、外国投資者が中国事業に投資する場合は、依然 2019年 6月 30 日に国家発展改革委、

商務部が各々公布した『外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2019年版）』（第 25号令、以

下『2019年版全国ネガティブリスト』と略）、『自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガティブ

リスト）（2019年版）』（第 26号令、以下『2019年版自貿区ネガティブリスト』と略）及び『外商投資奨

励産業目録（2019 年版）』（第 27号令、以下『2019 年版奨励目録』と略）を参照する必要があるという

ことになります。 

 ※『2019 年版全国ネガティブリスト』、『2019 年版自貿区ネガティブリスト』及び『2019 年版奨励目

録』の内容については、弊社ホームページ（www.shcs.com.cn ）の「ビジネス Q&A」または「法律デー

タベース」にて、「奨励類外商投資産業目録」、「ネガティブリスト」等をキーワードに検索して頂くこと

ができます。 

 

2. 『リスト（2019年版）』の主な特徴 

 『リスト（2019年版）』は、『リスト（2018年版）』に比べ、安定性と連続性の保持を基礎として、更に

管理措置を削減し、最適化しており、主管部門を公表し、統一コーディングを明確にし、リストの科学性

と規範性を高めています。 

 『リスト（2019年版）』の特徴は以下の通りです。 

（1） 「全国共通リスト（中国語：全国一張清単）」システムにより完全性が強化 

 「全国共通リスト」の管理要求を全面的に実現するために、『リスト（2019 年版）』には、『産業構造

調整指導目録』、『政府が承認する投資プロジェクト目録』及び「地方国家重点生態機能区及び農産品主

産区産業参入ネガティブリスト（または禁止制限目録）」が含まれています。 

そのうち、『産業構造調整指導目録』の一部の管理措置には調整を施し、既に『リスト（2019年版）』

付属書 2 に列挙されています。また、『政府が承認する投資プロジェクト目録』も直接『リスト（2019

年版）』に組み込まれています。 

 これまでのところ、『リスト（2019年版）』には、産業構造、政府投資、インターネット、主体機能区等

の全国性市場参入類の管理措置が全て含まれており、「全国共通リスト」システムの整備が進んでいます。 

 

「『市場参入ネガティブリスト（2019年版）』について（２）」へ続く 

（作成：公関部 兪穎春） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 『市場参入ネガティブリスト（2019年版）』について（２） 

Q:『市場参入ネガティブリスト（2019年版）』について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜市場参入ネガティブリスト＞＜2019年版＞ 

A:2019年 11月 22日、国家発展改革委、商務部が『市場参入ネガティブリスト（中国語：市

場准入負面清単）（2019 年版）』（以下、『リスト（2019 年版）』と略）を公布しました。全

131 項目、が収められており、『リスト（2018 年版）』から 20 項目（13％）減少し、管理

措置の更なる削減と最適化を図っています。 

「『市場参入ネガティブリスト（2019年版）』について（１）」より続く 

2．『リスト（2019年版）』の主な特徴の続き 

（2）合法的で有効な参入措置をすべて組み入れ 

 『リスト（2019 年版）』は、各地区が個別に公布していた『市場参入類ネガティブリスト』23 件を取

消し、法に基づき、対応する内容を取り入れました。例えば、「健康用品批准証書の発行（吉林）」、「地

方鉄道運営許可証（臨時運営許可証を含む）の審査、発行（河北）」等、これまで地方政府が法に基づき

設定していた参入措置は、『リスト（2019年版）』に含まれ、地域による相違がより考慮されています（下

表参照、以下同じ）。 

 それと同時に、新たに設定された参入措置もタイムリーに収められています。例えば「科創板株式の新

規公募の登録」等の法に基づき新設された参入措置が含まれており、リストの正確性や有効性が確保され

ています。更に、『リスト（2019年版）』には、リストの位置づけに合致する一部の参入措置も追加されて

います。例えば、「生乳輸送、生乳買取ステーションの許可」、「廃棄電器電子製品処理企業資格の審査認

可」等、リストの位置づけに合致する少数の参入措置が含まれており、リストの完全性を高めています。 

『市場参入ネガティブリスト（2019年版）』（一部） 

項目

№ 
禁止または許可された事項 

項目 

コード 

参入を禁止または 

許可する措置 
主管部門 

地方性 

許可措置 

二、参入許可類 

15 

許可を得ずに、生乳の輸送

や生乳の買付に従事しては

ならない。 

201010 
生乳輸送、生乳買付ステーショ

ンの許可 
農業農村部 - 

27 

許可を得ずに、医療器械ま

たは健康用品の清算及び輸

入に従事してはならない。 

203011 
第二類、第三類医療器械生産企

業許可 
薬監局 

健康用品批

准証書の発

行（吉林） 

69 

許可を得ずに、株式を発行

し、又は特定の上場企業の買

収合併を行ってはならない。 

210008 

会社の株式公募（A株、B株、

優先株、預託証券）の承認、科

創板株式の初回公募の登録 

証監会 - 

90 

許可を得ず、または資格な

く、汚染物のモニタリング、

貯蔵、処置等の経営業務に

従事してはならない。 

214003 

危険廃棄物経営許可 

危険廃棄物の越境移動の承認 

廃棄電器電子製品処理企業資

格の審査認可 

生態環境部 - 
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（3）リスト内容の削減を継続的に推進 

 『リスト（2019版）』には全 131項目が収められており、うち参入禁止類は 5項目、参入許可類は 126

項目です。『リスト（2018年版）』に比べて 20項目（13％）減少しています。 

『リスト（2019 年版）』は、一部の高価値の措置が開放され、リストの位置づけに合致しない一部の

措置が削除されています。例えば、「消防技術サービス機構の資格の審査認可」、「職業技能審査鑑定機構

の設立の審査認可」、「養老機構の設立許可」、「社会福祉機構の設置許可」等の措置が開放されました。 

これら自由化された審査認可や許可も、中国の社会発展の現状を反映しています。今回特に注目され

るのは、養老機構の設立に対する許可を自由化したことで、例えば、制限が厳しすぎると、意欲や実力

のある多くの投資者を門前払いしてしまうことにもなり、中国政府も健康な老後に対し社会的な力が参

与することの必要性を意識していると言えます。 

『リスト（2019版）』の制定過程で、「位置づけに合致しない」内容も削除されました。例えば「船舶

安全検査証書の審査、発行」等、リストの位置づけに合致しない措置は削除されました。また、「外国人

との結婚の紹介機構の設立の禁止、外国人との結婚を紹介する業務に従事または形を変えて従事するこ

との禁止」等の項目も削除されました。これらの産業領域については、中国政府が市場配置の基本的役

割を充分に尊重し、市場管理の重点を、事前の削除から事中事後の管理に移しています。 

（4）「一目瞭然、ワンストップでオンライン処理（中国語：一目了然、一網通弁）」実現の基盤を構築 

『リスト（2019 年版）』は、措置を実施する主管部門を公表し、リスト項目の統一コードナンバーを

作成しました。これにより、市場主体がより迅速に、より明確に主管部門を見つけることができます。

詳細については、本記事で引用した表中の「項目コード」「主管部門」等をご参照下さい。 

（1） 内容の充実 

『リスト（2018 年版）』の主要なフレーム構造を変えないことを基本として、『リスト（2019 年版）』

は内容を充実させ、システムを改善し、科学性や規範性を高めました。 

以下、太字下線箇所が今回『リスト（2019年版）』で新たに追加された内容です。 

『市場参入ネガティブリスト（2019年版）』（一部） 

項

目

№ 

禁止または許可された事項 

目 

項目 

コード 

参入を禁止または許可する措置 主管部門 
地方性 

許可措置 

二、参入許可類 

40 

許可を得ずに、または法廷

の手順を履行せずに、建築

業及び建屋、土木工事等に

関するプロジェクトの建設

に従事してはならない。 

205001 

固定資産投資プロジェクトの省エ

ネ審査（要求に基づき単独で省エ

ネ審査を実施しない場合を除く） 

発展改革委 - 

建設プロジェクト環境影響評価の

審査認可（届出管理のものを除く） 
生態環境部 - 

 総合すると、『リスト（2019 年版）』の公布は、中国が資源配置における市場の決定性作用をよりよく

発揮し、市場参入ハードルの継続的な緩和を推進し、様々な市場主体、特に民間経済の活力を効果的に刺

激する一助となると言えるでしょう。 

 （作成：公関部 兪穎春） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 2019年度第 4四半期の各地の最低賃金基準について 

Q: 各地の最新の最低賃金基準を教えて下さい。 

＜賃金＞＜最低賃金基準＞ 

A:2019 年 12 月 31 日までに発表された最新の省・市・自治区の最低賃金基準は以下の通り

です。 

1． 最低賃金基準 

2019年 12月末までに発表された最新の省・市・自治区の最低賃金基準は以下の通りです。（着色部分

が 2019年の改定） 

中国各省・市・自治区の月額最低賃金基準     （単位：人民元） 

No. 地区 実施日 最低月給額 (一地区内で異なる基準のある地区は複数表示) 

1 上 海 2019.04.01 2,420→2,480    

2 天 津 2017.07.01 2,050    

3 
広東(深圳除く) 2018.07.01 2,100 1,720 1,550 1,410 

広東深圳 2018.08.01 2,200    

4 北 京 2019.07.01 2,120→2,200    

5 浙 江 2017.12.01 2,010 1,800 1,660 1,500 

6 江 蘇 2018.08.01 2,020 1,830 1,620  

7 山 東 2018.06.01 1,910 1,730 1,550  

8 陝 西 2019.05.01 1,680→1,800 1,700 1,600  

9 新 疆 2018.01.01 1,820 1,620 1,540 1,460 

10 河 北 2019.11.01 1,650→1,900 1,790 1,680 1,580 

11 内蒙古 2017.08.01 1,760 1,660 1,560 1,460 

12 山 西 2017.10.01 1,700 1,600 1,500 1,400 

13 河 南 2018.10.01 1,900 1,700 1,500  

14 貴 州 2019.12.01 1,680→1,790 1,670 1,570  

15 雲 南 2018.05.01 1,670 1,500 1,350  

16 湖 北 2017.11.01 1,750 1,500 1,380 1,250 

17 江 西 2018.01.01 1,680 1,580 1,470  

18 遼 寧 2019.11.01 1,620→1,810 1,610 1,480 1,300 

19 安 徽 2018.11.01 1,550 1,380 1,280 1,180 

20 四 川 2018.07.01 1,780 1,650 1,550  

21 福 建 2020.01.01 1,700→1,800 1,720 1,570 1,420 

22 重 慶 2019.01.01 1,500→1,800 1,700   

23 黒龍江 2017.10.01 1,680 1,450 1,270  

24 吉 林 2017.10.01 1,780 1,680 1,580 1,480 

25 寧 夏 2017.10.01 1,660 1,560 1,480  

26 甘 粛 2017.06.01 1,620 1,570 1,520 1.470 

27 海 南 2018.12.01 1,670 1,570 1,520  

28 西 蔵 2018.01.01 1,650    

29 広 西 2018.02.01 1,680 1,450 1,300  

30 湖 南 2019.10.01 1,580→1,700 1,540 1,380 1,220 

31 青 海 2020.01.01 1,500→1,700    
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日刊華鐘通信 No.4664      華鐘コンサルタントグループ会員専用     2020年 1月 6日(月) 

2． 最低賃金に関する諸規定 

1）関連規定 

①『最低賃金規定』（労働社会保障部令第 21号、2004年 3月 1日施行。中国語：『最低工資規定』） 

②地方政府が公布した最低賃金規定 

2）最低賃金とは 

最低賃金とは、労働者が法定労働時間又は労働契約にて約定した労働時間内に正常労働を提供した

場合、雇用単位が支払うべき最低の労働報酬をいいます。労働者が法に拠り享受する年次有給休暇、

帰省休暇、結婚休暇、服喪休暇、生育(出産)休暇、避妊手術休暇等、国が定める休暇期間中、及び法定

労働時間内に法に拠り社会活動に参加した時間は、正常労働を提供したとみなします。 

3）最低賃金に含まない項目 

労働者が正常労働を提供した場合、雇用単位が以下の項目を控除した後の賃金は、所在地の最低賃

金を下回ってはなりません。 

①全国共通 

a） 時間外労働報酬 

b） 遅番、夜勤、高温、低温、井下、有毒有害等特殊労働環境、条件で支払う手当 

c） 法律法規と国が定める労働者の福利待遇等。主には、以下の項目が含まれます。 

・労働者に研修を受けさせる費用 

・国家労働安全衛生規定に基づき労働者に発給する費用と用品及び雇用単位が独自で発給する作業

用品（作業服等） 

・労働者に支給する医療衛生費、弔慰金、帰省旅費、計画生育補助金、生活困難補助金、冬季暖房

手当、防暑降温費等。 

②地方適用 

上記に加えて各地方の規定がありますので、注意が必要です。 

地方 最低賃金に含まない項目 注意事項 

上海市 

・上記①a)～c) 

・社会保険及び住宅積立金の個人納付部分 

・食事手当・通勤手当・住宅手当（※） 

（※）食事手当・通勤手当・住宅手当

を除いた額が最低賃金基準を下回る

ことは不可。 

北京市 
・上記①a)～c) 

・社会保険及び住宅積立金の個人納付部分 

 

江蘇省 
・上記①a)～c) 

・住宅積立金の個人納付部分 

 

寧夏回族自治区 

・上記①a)～c) 

・住宅積立金の個人納付部分 

・食事手当・通勤手当・住宅手当（※） 

 

（上海市と同じ） 

その他省・市 上記①a)～c)  

 

以 上 

（作成：HR部 楊建成） 
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日刊華鐘通信 No.4668     華鐘コンサルタントグループ会員専用   2020年 1月 10日(金) 

★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 利益再投資の税収優遇適用範囲の拡大について 

Q:当社が 2018 年度に国内利益を再投資したとき、当時の国家税務総局の『国外投資者が分

配利益により直接投資する際の源泉所得税の暫時不徴収の実施に係る問題についての公

告』（以下、『税総第 3 号公告』）に基づいて、繰延納税の税収優遇を申請し、適用を受け

ました。その後、2018年 10 月 29日に国家税務総局が『国外投資者が分配利益により直接

投資する際の源泉所得税の暫時不徴収政策の適用範囲拡大に関する問題についての公告』 

（以下、『税総第 53 号公告』）を公布し、上記の税総第 3 号公告を廃止しましたが、当社

の利益再投資になんらかの影響はあるでしょうか？  

＜政策法規＞＜利益再投資＞＜繰延納税優遇＞＜適用範囲の拡大＞ 

A:『税総第 53 号公告』は、国家税務総局が、2018 年 9 月に財政部、税務総局等 4 部委が連

名で公布した『国外投資者が分配利益により直接投資する際の源泉所得税不徴収政策の適

用範囲拡大に関する通知』（以下、『財税〔2018〕102 号』）に歩調を合わせ、更に利益再投

資に対する税収優遇の適用範囲を拡大する新政策で、貴社が過去年度に既に享受した税収

優遇には影響しません。本公告の公布後に貴社が再度利益の再投資を行う場合は、新しい

『税総第 53 号公告』の精神に従って実施されます。新しい公告の調整や変更の概要は、

以下の通りです。 

 

1. 『税総第 53号公告』と廃止された『税総第 3号公告』との違い（概要） 

『税総第 53号公告』、即ち新公告の目的は、より多くの企業が繰延納税を享受するよう促すことであ

り、新旧両者の主要な変更は以下の通りです。 

No. 変更点 税総第 53号公告（新公告） 税総第 3号公告（廃止） 

1 再投資するプロジェクト 

外商投資を禁止していない全て

のプロジェクト及び領域に拡大

する 

『外商投資産業指導目録』に

リストアップされている奨

励類投資プロジェクト 

2 

「中国国内居住者企業の払込

資本金又は資本準備金の新規

増加若しくは転換増加」につ

いての説明 

国外投資者が分配により得た利

益を国内居住者企業にて既に払

込み引受をした登録資本金の補

填、払込資本金又は資本準備金の

追加に用いる場合、左欄「中国国

内居住者企業の払込資本金又は

資本準備金の新規増加若しくは

転換増加」の状況に該当する。 

説明なし 

3 

利益の移転方式は、「国外投資

者が直接投資に用いる利益が

現金形式で支払われる場合、

移転可能：人民元再投資専用預

金口座を介して再投資資金を移

転し、関連の資金を利益分配企

移転不可：利益は、利益分配

企業の口座から被投資企業

又は持分譲渡側の口座へ直
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日刊華鐘通信 No.4668     華鐘コンサルタントグループ会員専用   2020年 1月 10日(金) 

関連の資金は利益を分配する

企業の口座から被投資企業又

は持分譲渡側の口座に直接振

り込まれ、直接投資前に、国

内外のその他の口座へ移転し

てはならない」という規定に

合致すると見なす。 

業の口座から国外投資者の人民

元再投資専用預金口座に振り替

えた当日に、再び国外投資者の

人民元再投資専用預金口座から

被投資企業又は持分譲渡側の口

座へ振り替える場合、左欄の要

求に該当する。 

接振り替えなければならな

い。 

 上記から、『税総第 53号公告』は、外商投資企業の利益再投資の実際状況から出発し、多くの企業の実

際のニーズをよりよく重視していることがわかります。 

 

2. 提出資料の変更 

 『税総第 53号公告』は、税収優遇の申請、届出等において、要求事項は基本的に変化していませんが、

提出資料の面では、「奨励類投資プロジェクトの活動に関する資料」の提出を免除しました。 

 国外投資者が申請者として申請する際の基本的なプロセスは以下の通りです。持分の譲渡、買戻し又は

清算による分配利益を利用してプロジェクトに再投資する場合、当該部分に対して分配された利益につい

て源泉所得税を納付することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 華鐘コンサルティング関連企業は、会員企業様により個別的かつ専門的な税務コンサルティングをご提

供するため、2019年 4月、外資企業の財務税務管理分野に豊富な経験を有するコンサルタントによる「税

務コンサルティング部」を新たに設立しました。税務コンサルティング部は、納税コンプライアンスの審

査、年間税務顧問、特定税務サービス、移転価格に関するサービス、資本運用サービス、社内税務研修及

びその他の税務関連コンサルティングの提供等を専門としています。詳しくは、弊社会員部または税務コ

ンサルティング部（shcs@shcs.com.cn ）までお問合せ下さい。 

 

以上 

（作成：税務コンサルティング部 郭芳） 

国外投資者が申請者として先ず『非居住者企業の源泉所得税繰延納税情報報告表』

を記入する。 

※『税総第 53号公告』の付属書（Excel）参照。 

国外投資者が『非居住者企業の源泉所得税繰延納税情報報告表』を利益分配する

現地法人に提出して確認し、内容を補填して作成する。 

※『税総第 53号公告』の付属書（Excel）参照。 

国外投資者が、『中華人民共和国企業所得税控除報告表』、関連の契約書及び支払

証明等の資料を、管轄の税務機関に届出れば、利益再投資の税収優遇を受けるこ

とができる。 

※税総第 53号公告の付属書（Excel）参照。 
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日刊華鐘通信 No.4651    華鐘コンサルタントグループ会員専用   2019年 12月 13日(金) 

★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 設備の据付、修理メンテサービスに関する合理的な税務計画について 

Q:企業の主要事業が機械設備の販売であり、同時に据付サービス、修理メンテナンスサービ

スも提供する場合、契約の締結や会計処理における税務上のポイントを教えて下さい。 

＜会計処理＞＜税務＞＜据付サービス＞＜修理メンテナンスサービス＞ 

A:国家税務総局が 2018年 7 月 25日に公布した『中外合作学校経営等の若干の増値税徴収管

理問題の明確化に関する公告（中国語：関于明確中外合作弁学等若干増値税征管問題的公

告）』（国家税務総局公告 2018年第 42号、以下『公告』と略）第六条の規定を根拠として、

税務計画を作成することができます。 

 

1. 『公告』第六条の規定 

 税務総局は、以下のように『公告』第六条で、①一般納税人が自社製機械設備を販売し、同時に据付サ

ービスを提供する場合、②機械設備を仕入れ販売し、同時に据付サービスを提供する場合、③据付、運行

開始後の機械設備に対して修理メンテナンスサービスを提供する場合の 3種類に分け、税額計算、納税に

ついて明確に定めています。（太字下線箇所は重点内容） 

六.一般納税人が自社製機械設備を販売し、同時に据付サービスを提供する場合、機械設備と据付サー

ビスの販売額を分けて計算しなければならず、据付サービスは、供給先プロジェクト（※）の選択によ

り、簡易計算方式を適用して税額計算することができる。 

 一般納税人が機械設備を仕入れ販売し、同時に据付サービスを提供する場合で、既に兼営に関する規

定に基づいて機械設備と据付サービスの販売額を分けて計算しているとき、据付サービスは、供給先プ

ロジェクトの選択により、簡易計算方式を適用して税額計算することができる。 

 納税人が据付、運行開始後の機械設備に提供する修理メンテナンスサービスは、「その他の現代サー

ビス」に従って増値税を納付する。 

 ※供給先プロジェクトとは、全部又は一部の設備、材料、動力を工事発注側が自身で購入する建設プロ

ジェクトを指します。 

 

2. 事例紹介 

 上記について、具体的に税務計画を分析してみましょう。 

事例： 

商業企業（A社）は増値税一般納税人で、主として設備を販売し、据付サービスを提供しています。

今般 500万元（税別）の販売契約 1件を締結し、契約には，環境保護設備の本体及び付属品 400万元（税

別）を販売し、据付は 100万元（税別）と記載されています。 

  

分析：現行の税法規定によると、A社の税務処理には、以下の 3つの選択肢があります。 
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① 第 1案： 

 A社が会計処理の際に設備の販売と据付サービスを分けて計算していない場合、関連の税法規定

に基づき、増値税を計算する時には高いほうの税率（適用税率 13％）で計算する必要があります。

（補足：売買契約の金額が、設備販売額と据付サービス額として明確に分類されていない場合も、

高い方の税率で計算します） 

⇒ 販売及び据付の売上増値税：500×13％＝65万 

② 第 2案： 

 A 社が機械設備の販売と据付サービスを分けて計算しており、関連の税法規定に合致する場合、

据付サービスは簡易計算方式（適用税率 3％）を選択することができます。 

⇒ 機械設備販売の売上増値税：400×13％＝52万元 

据付サービスの売上増値税：100×3％＝3万元（サービスに関連する仕入増値税は控除不可） 

③ 第 3案： 

 A 社が機械設備の販売と据付サービスを分けて計算しており、関連の税法規定には合致するが、

据付サービスについて簡易計算方式を選択しない場合、通常の据付サービスに従って売上増値税

（適用税率 9％）を計算します。 

⇒ 機械設備販売の売上増値税：400×13％＝52万元 

据付サービスの売上増値税：100×9％＝9万元（サービスに関連する仕入増値税の控除可） 

  

 結論：上記のように、企業の税負担軽減の観点からは、第 2案と第 3案にメリットがあることがわかり

ます。企業においては、可能な限り契約の段階から業務の内容を分けて計算し、より有利な税収待遇を

受けることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

注 1：第 2案と第 3案の違いは、据付サービスに関する仕入増値税の額の多さ（6万以上であるかど 

うか）です。 

注 2：修理メンテナンスについて単独で計算する場合は、「その他現代サービス」に従って増値税を

計算し、適用税率は 6％です。 

 

弊社では、会員企業様の日常の各種財務問題の解決をサポートし、電話/メールによるコンサルティン

グ（電話/メールにより随時対応、新しい税務通達を解説した報告書を定期的に提出）、定期的税務診断（現

場にて財務資料をチェック、税務コンプライアンス状況を確認）、税務コンプライアンス報告書の作成、

税務リスクと対応策に関する報告書の提出や説明会の実施、税務局と企業との面談、折衝支援など各種サ

ービスをご提供しております。詳しくは、弊社税務コンサルティング部（021-6470-2677）までお問合せ

下さい。 

（作成：税務コンサルティング部 彭雯傑） 

案 売上増値税 

第 1案 65万 

第 2案 52＋3＝55万 

第 3案 52＋9＝61万 
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日刊華鐘通信 No.4669     華鐘コンサルタントグループ会員専用   2020年 1月 13日(月) 

★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 最高人民法院の『外商投資法』に関する契約紛争に関する解釈について（１） 

Q:最高人民法院が公布した『外商投資法』の関連問題に関する解釈について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜外商投資法＞＜最高人民法院＞＜司法解釈＞＜契約紛争＞ 

A:『外商投資法』の裁判領域における公正で高効率な執行を確保するために、2019 年 12 月

26 日、最高人民法院は、『最高人民法院の「中華人民共和国外商投資法」の適用に関する

若干問題についての解釈』(以下、『解釈』と略)を公布しました。2020 年 1 月 1 日より施

行されます。本『解釈』は主として契約争議の解決、特に契約効力の確定の問題に焦点を

あてています。 

 

1. 『解釈』実施の背景 

 2019 年 3 月 15 日、 『中華人民共和国外商投資法』（以下、『外商投資法』と略）が正式に公布され、

2020年 1月 1日から施行されました。『外商投資法』は、対外開放、外商投資促進の基本的国策を確定し、

外商投資の参入、促進、保護、管理等について統一的に規定しており、中国の外商投資領域における新た

な基本的法律です。『外商投資法』第四条の規定に基づき、国家は外商投資に対して参入前国民待遇にネ

ガティブリストを加えた管理制度を実施し、ネガティブリスト以外の外商投資に対して国民待遇を与えて

います。これは、新たな時代の外資管理のための新たな体制を、立法のレベルから確立するものと言える

でしょう。 

 過去の人民法院の裁判の実務を見ると、外商投資領域で発生した紛争のうち、契約に関する紛争がより

顕著であることから、本司法解釈は、契約争議の解決、特に契約の効力確定の問題に焦点をあてています。 

本『解釈』の主たる目的は、『外商投資法』の、裁判領域における公正で高効率な執行を確保すること、

より開放的で、合法的に中外投資者の合法的権益を平等に保護し、安定、公平、透明性のある法治の経営

環境の構築を徹底して実現することです。 

 

2. 『解釈』の主要内容 

 『解釈』は全 7箇条からなり、外商投資ネガティブリスト外（奨励類と許可類を含む）で形成される投

資契約、ネガティブリスト内の禁止領域及び制限領域の投資契約に関し、異なる有効性について明確な判

定が説明されています。 

（1） 「投資契約」の定義と適用範囲の明確化（『解釈』第一条） 

・ 投資契約：外国投資者即ち外国の自然人、企業又はその他の組織が直接或いは間接的に中国国内で

投資する際に作成する関連の協議書を指し、外商投資企業設立契約、株式譲渡契約、持分譲渡契約、

財産シェア又はその他の類似権益の譲渡契約、新規プロジェクト契約等の協議が含まれます。 

・ 適用範囲：外国投資者が贈与、財産分与、企業の合併、企業の分離等の方式により相応の権益を取

得する際の契約紛争には、本解釈が適用されます。 
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（2） ネガティブリスト以外の領域における投資契約の有効性の判定（『解釈』第二条、以下引用。太字下

線箇所は重点内容、以下同じ） 

 『解釈』は、ネガティブリスト以外の領域、即ち奨励類及び許可類において作成される投資契約

については、内外資一致の原則に従って処理しなければならないこと、当事者が、契約が承認、登

記を経ていないことを理由に契約の無効又は未発効を主張した場合、人民法院はこれを支持しない

ことを明確にしました。 

 外商投資企業に対する行政主管部門とは、主として外商投資領域の審査認可機関、つまり商務部

門及び市場監督管理局等を指しているため、現在ネガティブリスト以外の外資プロジェクトについ

ては商務主管部門が今後契約や定款の審査認可を行いませんが、投資者の合法的権益を保護するた

めに、企業はそれを口実に契約の無効を主張することはできません。 

第二条 外商投資法第四条で定める外商投資参入ネガティブリスト以外の領域で作成された投

資契約は、当事者が、契約が関連行政主管部門の承認、登記を経ていないことを理由に契約の無

効又は未発効を主張した場合、人民法院はこれを支持しない。 

前項で規定する投資契約が、外商投資法施行前に締結されたものの外商投資法施行時点で人民

法院が裁判の発効を決定していない場合、前項の規定を適用し、契約の効力を認定する。 

 

（3） ネガティブリストの禁止類領域における投資契約の有効性の判定（『解釈』第三条） 

 『外商投資法』は、「外国投資者は、ネガティブリストが投資を禁止する領域に投資してはならな

い」ことを明確にしており、これは法律の強制的規定であるため、強制的規定に反した契約は無効

と認定されます。『解釈』では、ネガティブリストの禁止類領域への投資の場合、当事者が契約の無

効を主張しても法院はこれを支持しない旨明確にしています。 

第三条 外国投資者が、外商投資参入ネガティブリストにて投資の禁止が規定されている領域に

投資し、当事者が、投資契約の無効を主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。 

 

「最高人民法院の『外商投資法』に関する契約紛争に関する解釈について（２）」へ続く 

（作成：公関部 兪穎春） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 最高人民法院の『外商投資法』に関する契約紛争に関する解釈について（２） 

Q:最高人民法院が公布した『外商投資法』の関連問題に関する解釈について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜外商投資法＞＜最高人民法院＞＜司法解釈＞＜契約紛争＞ 

A:『外商投資法』の裁判領域における公正で高効率な執行を確保するために、2019 年 12 月

26 日、最高人民法院は、『最高人民法院の「中華人民共和国外商投資法」の適用に関する

若干問題についての解釈』(以下、『解釈と略』)を公布しました。2020 年 1 月 1 日より施

行されます。本『解釈』は主として契約争議の解決、特に契約効力の確定の問題に焦点を

あてています。 

「最高人民法院の『外商投資法』に関する契約紛争に関する解釈について（１）」より続く 

 

（4）ネガティブリストの制限類領域における投資契約の有効性（『解釈』第四条） 

 『解釈』は、外国投資者がネガティブリストにて投資の制限を規定する領域に投資した場合、人

民法院は、契約の有効性又は無効性の異なる状況を支持することを明確にしています。そのうち、

人民法院が有効な判決を下す前に、必要な措置を講じて契約の瑕疵を修正し、参入特別管理措施の

要求を満たした場合は、投資契約を有効と認定することができます。これは、可能な限り契約の有

効性を認定しようとする基本的な司法態度の表れと言えるでしょう。 

第四条 外国投資者が、外商投資参入ネガティブリストにて投資の制限が規定されている領域に

投資し、当事者が、制限性参入特別管理措置に違反することを理由に投資契約の無効を主張した

場合、人民法院はこれを支持しなければならない。 

人民法院が有効な判決を下す前に、当事者が必要な措置を講じて参入特別管理措施の要求を満

たし、当事者が、前項に規定する投資契約の有効を主張する場合、支持しなければならない。 

 

（5）ネガティブリストの動的調整下での契約の有効性（『解釈』第五条） 

 外商投資参入ネガティブリストは動的に調整されます。発展の状況から見ると、ネガティブリス

トの要求は、ますます緩和されるはずです。このような状況に対応して、『解釈』は、有効な判決が

下される前に外商投資参入ネガティブリストが調整され、外国投資者が、投資を禁止又は制限され

る領域に属さなくなったものに投資する場合、当事者が投資契約の有効性を主張すれば、人民法院

はこれを支持しなければならないとしています。言い換えると、投資契約を締結する際に、投資が

禁止される領域に投資していたり、制限的参入特別管理措置に違反したりしていても、人民法院が

有効な判決を下す前に、ネガティブリストの調整により投資が禁止又は制限される領域でなくなれ

ば、契約の効力に関する瑕疵事由が消滅したことを主張することができ、契約は有効と認定できる

ということです。 

第五条 判決を下す前に、外商投資参入ネガティブリストの調整により、外国投資者の投資が、

2020年華鐘春季中国セミナー（オンラインセミナー）「当面の中国経済情況と日系企業事例報告」

34

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201912/c1cbc5a2b7c44e68bd9eb7829cf71af5.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201912/c1cbc5a2b7c44e68bd9eb7829cf71af5.shtml


 

 

日刊華鐘通信 No.4670     華鐘コンサルタントグループ会員専用   2020年 1月 14日(火) 

投資を禁止、制限される領域に該当しなくなり、当事者が投資契約の有効を主張した場合、人民

法院はこれを支持しなければならない。 

 

（6）香港、マカオ、台湾投資者等が中国本土で投資する際の契約の有効性の参考（『解釈』第六条） 

 『解釈』は、人民法院が香港特別行政区、マカオ特別行政区の投資者、国外に定住する中国国民

の中国本土への投資、台湾地区の投資者の本土への投資により発生した紛争事案を審理する場合も、

本解釈を参照して適用することができると、特に明確にしています。 

 

 上記を総合すると、『解釈』は、これらの制度設計を通じて、合法的に外資管理の秩序を維持、保障す

ることを前提として、可能な限り投資契約の有効性を促進し、最大限に投資者の合法的権益を保障しよう

としていると言えるでしょう。 

 

3． まとめ 

 統計によると、2018 年以降、人民法院は毎年 1 万件を超える外国関連の民事、商事事案を審理してい

ます。そのうち 2018年に受理した事案は 1万 4,695件、2019年 1～11月に受理した事案は 1万 8,266件

にのぼりますが、これらのデータは、中国の対外開放の成果を裏付けるものでもあります。また、香港、

マカオ、台湾の事案も大幅に増加しています。 

 本『解釈』は、契約の効力に焦点をあてています。契約の効力は、取引や投資において極めて重要であ

り、投資や国際貿易全体において非常に基本的な問題でもあります。『外商投資法』の制定は、中国がよ

り開放的な立場であることを世界に証明することで、最高人民法院の『外商投資法』に対する司法解釈も、

同様の態度を示すことと言えます。近年公布された外商投資参入ネガティブリストを見ると、投資を禁止、

制限する範囲はますます小さくなっています。人民法院は、投資契約の効力認定において、禁止類や制限

類の領域を除き、可能な限り有効と認定し、できるだけ当事者の合法的権益を保障しようとしています。

このように、法律、行政法規、司法解釈が相互に連携することにより、投資者を保護するためのより質の

高いシステムや経営環境が構築されるでしょう。 

 2020 年 1 月 1 日施行の『外商投資法』と並行して施行された本『解釈』も、より開放的な中国のため

に、良質で高効率な司法サービスや法治保障を提供することを目的としています。  

 

以上 

  （作成：公関部 兪穎春） 

2020年華鐘春季中国セミナー（オンラインセミナー）「当面の中国経済情況と日系企業事例報告」

35



 

 

日刊華鐘通信 No.4702    華鐘コンサルタントグループ会員専用   2020年 3月 13日(金) 

★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』について（１） 

Q:司法部が公布した『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜外国人永久居留＞＜意見募集稿＞ 

A:2020年 2月 27 日、司法部は『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』（以下、『意見稿』

と略）を公布し、パブリックコメントを開始しました。完成後に正式公布されます。『意

見稿』は、中国の新時代における最初の体系的な移民管理法規であり、今後外国人が中国

で永住権を取得するための評価や現有の外国人管理システムの改善及び最適化等の内容

について、細分化し、明確にしています。 

 

1. 『意見稿』公布の背景及び特徴 

 中国は 1985 年以来、対外管理に関する法律規定を徐々に構築していますが、現在も依然、非移民国家

に属しています。中国経済の急速な発展や対外開放に伴い、中国人と外国人が相互に移民することは不可

避であることから、本『意見稿』は、中国の新時代において制定される最初の体系的な移民管理法規であ

り、移民プロセス全体の管理を強化しています。 

中国がこれまでに外国人の入国及び永久居留（以下、永居と略）権について定めた関連の法規は、以下

の通りです。 

公布年 法律法規 備考 

1985 『外国人入国出国管理法』 
外国人の入国と出国に関する初めての規定で、

外国人の永居権に関する条文も含まれている。 

2004 『外国人中国永久居留審査認可管理弁法』 
上記の法規に基づいて、更に関連の法律規定を

検討し、実施するもの。 

2013 『外国人入国出国管理条例』 

外国人に対するビザの発行及び外国人が中国

国内で滞在、居住する際の管理に関する付帯法

規。 

2020 『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』 

外国人の永居権を引続き厳格に審査すること

を強調するほか、中国における合法的権益の保

障を要請しており、関連の管理作業に対し法的

根拠を与え、検査の根拠を与えている。従来の

外国人管理業務の経験と立法成果の継承に基

づき、外国人の管理状況及び責任範囲の全体を

カバー。 

  

全体的に見て、現在公布されている『意見稿』には、主として以下の 3つの特徴があります。 

① 永居外国人の権利と義務のバランスを強調し、外国人の中国滞在期間中の社会への融合を促
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進する。 

② 外国人の永居管理業務のための調整メカニズムや情報共有メカニズムの確立を明確に要求する。 

③ 中国における外国人管理システムの構築と制度化のプロセスを加速する。 

 

2. 『意見稿』の主な内容 

 長期にわたり、中国の永居権の審査認可は厳しいことで知られており、中国で長年勤務してきた多くの

外国人からも「中国の永居権取得は極めて困難」の声があがっていました。また、『意見稿』がウェブ上

で公布されると、多くの議論が沸き起こり、多くの中国人が懸念や反対を表明しているとのことです。こ

れらの反対の声は、主として本『意見稿』における永居権の取得に関する制限条件が緩すぎるとの主張で

あり、更に、この政策は、優秀な人材を中国に誘致するのではなく、不法移民が容易に合法的永居に転じ

ることになるのではないかという懸念です。 

 果たして、本『意見稿』が中国の永居ハードルを下げることになるのかどうか、以下にご紹介します（下

記は『意見稿』からの引用、太字下線箇所は重点部分、一部省略。以下同じ）。 

 

（1） 厳格に審査、管理する全体的な方向性には明らかな変化はなく、既存の外国人管理システムを更に

最適化 

 中国の対外管理は長い歴史を持っていますが、関係する主管部門や関連部門が多いため、部門間

の調整メカニズムは完全ではなく、外国人の中国滞在、労働、留学等の問題において一定の管理上

の困難をまねいてきました。本『意見稿』は、外国人の永久居留サービス管理業務の調整メカニズ

ム、情報共有メカニズムの構築を特に規定しており、行政管理とデータ情報の共有という 2つの側

面から現在の制度を改善するものです。また、『意見稿』自体の目的は、既に永居権を得た外国人の

中国における合法的権益を保障することと、将来の発展のために、より合理的なポイント評価シス

テム構築のきっかけを提供することにあります。 

第六条 国家移民管理部門は、国家関連主管部門と共同で、外国人永久居留サービス管理業務調整

メカニズム、情報共有メカニズムを確立する。 

第七条 国家は、外国人永久居留政策定期評価調整メカニズムを確立する。必要に応じて、国務院

の認可を受け、外国人永久居留資格に対して割当審査認可制度を実施する。 

第八条 国家移民管理部門は、科技、人力資源社会保障部門と共同で、適時にポイント評価制度を

制定する。 

 

「 『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』について（２）」へ続く 

（作成：公関部 兪穎春） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』について（２） 

Q:司法部が公布した『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜外国人永久居留＞＜意見募集稿＞ 

A:2020年 2月 27 日、司法部は『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』（以下、『意見稿』

と略）を公布し、パブリックコメントを開始しました。完成後に正式公布されます。『意

見稿』は、中国の新時代における最初の体系的な移民管理法規であり、今後外国人が中国

で永住権を取得するための評価や現有の外国人管理システムの改善及び最適化等の内容

について、細分化し、明確にしています。 

「 『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』について（１）」より続く 

 

（2）申請条件に根本的な変化はなく、顕著な貢献、高い学術的素養を有する人材又は外国投資家等であ

ることを強調 

 2004 年に施行された『外国人中国永久居留審査認可管理弁法』と比較すると、『意見稿』は依然

として申請条件に中国の経済社会の発展への「顕著な貢献」又は様々な分野における「傑出した業

績」を含むことを強調しているほか、高度な学術的素養を持つ科学研究者や外国投資家の誘致に重

点を置いており、永居権の申請条件やハードルは、実際には低下していないことがわかります。 

① 「顕著な貢献」又は様々な分野で「傑出した業績」を達成した人材 

第十一条 外国人が中国の経済社会の発展に顕著な貢献をし、以下の状況のうちひとつに該当する

場合、国家関連主管部門又は省、自治区、直轄市人民政府の推薦により、永久居留資格を申請する

ことができる。（省略） 

第十二条 経済、科学技術、教育、文化、衛生、スポーツ等の分野で国際的に認められた顕著な業

績を達成した外国人は、直接永久居留資格を申請することができる。 

第十三条 国家の経済社会の発展のために誘致する必要のある外国人は、以下の状況のうちひとつ

に該当する場合、永久居留資格を申請することができる。 

（一）国家が重点的に発展させる産業、地域が誘致し、主管部門が推薦する、喫緊に必要な人材。 

（二）国家が重点的に建設する高等教育機関、科学研究機関が誘致して推薦する助教、アシスタン

トフェロー以上のタイトルの学術科学研究者及びその他の高等教育機関、科学研究機関が誘致し、

推薦する教授、研究者。 

（三）ハイテク企業、イノベーション型企業及び国内著名企業が誘致し、推薦する高級経営管理職、

高級専門技術者。 

（四）本条例第十二条の規定に基づき永久居留資格を取得した外国人が推薦する専門人材。 

 

② 中国国内で働く高学歴、コア技術を擁する人材又は高所得者 

第十五条 外国人が法に基づき中国国内で勤務し、以下の状況のうちひとつに該当し、且つ納税記
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録や信用記録が良好である場合、永久居留資格を申請することができる。 

（一）博士・修士課程修了の学歴を有し、又は国際的に著名な大学を卒業して中国国内での勤務が

満 3年であり、その間の実際居住期間が累計 1年を下回らない。 

（二）国家が重点的に発展させる産業、地域において満 3年連続勤務し、その間の実際居住期間が

累計 1年を下回らず、賃金性年間所得が所在地域の前年度都市在職従業員平均賃金の 4倍を下回ら

ない。 

（三）中国国内で満 4年連続勤務し、その間の実際居住期間が累計 2年を下回らず、賃金性年間所

得が所在地域の前年度都市在職従業員平均賃金の 6倍を下回らない。 

（四）中国国内で満 8年連続勤務し、その間の実施居住期間が累計 4年を下回らず、賃金性年間所

得が所在地域の前年度都市在職従業員平均賃金の 3倍を下回らない。 

 

③ 外商投資企業の個人支配株主 

第十六条 外国人が、外商投資法の規定に基づき自然人の身分又は支配株主として企業に投資し、

以下の状況のうちひとつに該当し、且つ 3年連続で投資状況が安定し、納税記録及び信用記録が良

好である場合、永久居留資格を申請することができる。 

（一）中国国内への投資が人民元換算で 1,000万元以上である。 

（二）国家が外商投資奨励措置を実施している地域に投資し、投資額、納税額、雇用する中国人従

業員数が所定の基準に達している。 

（三）中国国内でハイテク企業、イノベーション型企業を設立し、利益が顕著であり、省、自治区、

直轄市人民政府主管部門により推薦されている。 

 

④ 一家集合する必要のある外国人 

第十七条 外国人に一家集合の必要性があり、以下の状況のうちひとつに該当する場合、永久居留

資格を申請することができる。 

（一）配偶者が中国国内に居住する中国国民又は永久居留外国人であり、結婚後に中国国内で配偶

者と 5年間同居し、且つ毎年の実際居住期間が累計 9ヶ月を下回らず、安定した生活保障及び住所

を有する。 

（二）18歳未満の子女が、中国国内に居住する中国籍の父母又は中国国内で永久居留する外国籍の

父母を頼って居住する場合。 

（三）満 60 歳以上で国外に直系親族が無く、中国国内に居住する中国籍の直系親族又は中国国内

で永久居留する外国籍の直系親族を頼って居住し、既に中国国内で 5年連続居住しており、且つ毎

年の実際居住期間が累計 9ヶ月を下回らず、安定した生活保障及び住所を有する。 

 

「 『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』について（３）」へ続く 

 （作成：公関部 兪穎春） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』について（３） 

Q:司法部が公布した『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜外国人永久居留＞＜意見募集稿＞ 

A:2020年 2月 27 日、司法部は『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』（以下、『意見稿』

と略）を公布し、パブリックコメントを開始しました。完成後に正式公布されます。『意

見稿』は、中国の新時代における最初の体系的な移民管理法規であり、今後外国人が中国

で永住権を取得するための評価や現有の外国人管理システムの改善及び最適化等の内容

について、細分化し、明確にしています。 

「 『外国人永久居留管理条例（意見募集稿）』について（２）」より続く 

（3）永居権の審査認可及び管理の明確化 

 『意見稿』は、永居権の審査認可のプロセスや期限を明確にすると共に、後期管理等についても

詳細に規定しています。 

第二十条 外国人は、永久居留資格を申請する場合、居住地の公安機関出入境管理機関に申請しな

ければならず、事実の通りに申請情報を記入し、本人のパスポート又はその他の国際旅行証明、規

定に合致する写真及び申請資料を提出して、規定に基づき面接を受け、指紋等の身体識別情報を保

管するものとする。 

第二十三条 外国人永久居留資格の審査認可期間は最長で 120 日とし、公安機関出入境管理機関が

受理した日から起算する。 

割り当ての待機期間は、審査認可期間にカウントしない。 

第二十四条 条件に合致する外国人には、国家移民管理部門が永久居留資格を認可し、外国人永久

居留身分証を発行する。   

外国人永久居留身分証は、永久居留外国人の中国国内における身分証明である（※）。永久居留

外国人は、本証明書により身分を証明して関連の活動に従事することができ、関連の企業やその職

員は拒否してはならない。 

第二十七条 永久居留外国人は、毎年の中国国内における実際居住期間が 3 ヶ月を下回ってはなら

ない。 

第二十八条 外国人永久居留身分証の有効期間が満了し、又は登記事項に変更があった場合、証明

書保有者は、証明書有効期間満了前 30日まで、又は登記事項に変更があった日から 30日以内に、

居住地の公安機関出入境管理機関に申請し、再発行を受けなければならない。 

※外国人の永久居留証明書の使用を便利にするために、2017 年 4 月に実施された『外国人永久居留

証利便性向上改革方案』は、元の「外国人永久居留証」（下図左）を「外国人永久居留身分証」 （下

図右）に変更し、本人確認機能を強化しました。新「外国人永久居留身分証」は、第 2 世代の住

民身分証を参照してデザインを最適化し、チップを埋め込んで、証明発行管理情報をストレージ
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することにより、鉄道、航空、保険、ホテル、銀行等の関連の情報システムにおける識別機能を

可能にし、永久居留外国人に関する情報の部門間共有を実現しています。 

※弊社古林恒雄董事長・総経理は 2003年に白玉蘭記念賞、2007年に白玉蘭栄誉賞を受賞し、2009年

には中国の経済発展への貢献により「外国人永久居留証」を取得しました。その後 2017年に変更

申請し、以下の「外国人永久居留身分証」（有効期間 10年）を取得しました。 

 

 

（4）永居資格を取得した外国人の正当な権益の保障 

 これまでの経験によると、外国人永居制度においてはまだ関連法規が欠如しており、永居権を取

得した外国人でも、日常の生活では、銀行口座の開設、ホテルのチェックイン、子供の教育等の面

で多くの困難や障害に直面しています。本『意見稿』は、これらの実際運用面における明確な指示

を提示しています。 

第三十六条 国務院関連部門及び地方各級人民政府は、自部門及び地域の実際状況に応じて、永久

居留身分証の社会化応用を段階的に推進し、永久居留外国人が外国人永久居留身分証に基づき中国

国内で金融、外国為替、教育、医療、交通、電信、社会保険、宿泊登記、財産登記、自動車運転免

許証の申請等を行う際の事務手続きに利便性を提供しなければならない。 

第三十八条 永久居留外国人は、中国国内で勤務する際の外国人工作許可の取得を免除し、関連の

規定に基づいて、職称評価、職業資格試験及び政府が設立した自然科学、技術イノベーション分野

における奨励の選考に参加することができる。 

第四十三条 省、自治区、直轄市人民政府は、自地区の実際状況に基づき付帯措置を制定、完備し

て、自地区において永久居留外国人が社会保険に加入したり、自家用住宅を購入したり、本人又は

帯同した未成年の子女が義務教育を受けたりする際の、合法的権益を保障しなければならない。 

 

本『意見稿』が公布された後、世論の注目を浴び、数々の懸念といった否定的な評価も少なくありませ

んが、中国の新時代において制定された最初の体系的移民管理法規として、『意見稿』の制定、改訂及び

正式公布は、前向きに整備を行うひとつのプロセスと言えるでしょう。主管部門も各方面からの意見に合

理的に対応しており、建設的な意見は真剣かつ包括的に扱い、一部の具体的な評価、管理基準についても

徐々に細分化して、今後、中国国内における外国人の永久居留の管理は更に規範化されることでしょう。 

 

以上 

  （作成：公関部 兪穎春） 

 

（左）旧外国人永久居留証    （右）新外国人永久居留身分証 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 上海経営環境最適化 3.0版の主要な政策措置について（１） 

Q:今年初めに上海市政府が発表した上海経営環境最適化 3.0版の内容や、企業のメリットに

ついて、教えて下さい。  

＜政策法規＞＜経営環境の最適化＞＜上海＞＜一網通弁＞ 

A:2017年以降、上海市は経営環境最適化の 1.0版と 2.0版の改革プランを相次いで実施して

きました。今般、より高い標準、より高いレベルで経営環境の継続的な最適化を推進する

ために、また国務院が公布した 2020 年 1 月 1 日施行の『経営環境最適化条例（中国語：

優化営商環境条例）』に合わせて、2020 年 2 月、上海市は『上海市の国際的に一流の経営

環境の建設を全面的に深化させる実施プラン（中国語：上海市全面深化国際一流営商環境

建設実施方案）』（以下、経営環境最適化 3.0版と略）を公布しました。 

 

2020 年 1 月 1 日施行の国務院『経営環境最適化条例』は、中国政府が経営環境の最適化のために公布

した最初の専門的行政法規です。先駆性があり、マイルストーン的な意義があります。また、今回の上海

経営環境最適化 3.0版は、制定や実施の過程において、その内容について的確な措置を提出しただけでな

く、元の 1.0版や 2.0版を実施した経験を基礎として、さらにその調整を行っています。 

 

1. 経営環境最適化 3.0版実施の目標 

 上海市が実施する経営環境最適化 3.0版は、主として以下の「1+2+X」を目標に設計されています。 

「1+2+X」 目標の設計概要 

1.一網通弁 

現在、上海では既に政府サービスの「一網」を基本的に実現しており、「上

海一網通弁」（訳注：ひとつのサイトで全ての手続を行う、の意）という名

称のプラットフォームです。今後は更に効率よく手続できるように、「一網

通弁」の応用機能を向上させます。（詳細は次の第 2項を参照） 

2.世界銀行及び国家

の2つの経営環境評価

における上海のプレ

ゼンスの向上 

経営環境最適化 3.0 版は、シンガポール、香港など、世界銀行による経営

環境評価の高い経済体に照準を合わせ、企業の手続処理における資料、時

間、費用を最大限に削減し、企業の事務処理の利便性向上に注力しており、

関連の評価には、契約指標の実行、企業の設立、施工許可の手続等が含ま

れています。このうち、企業設立については、現在上海では 4 ステップで

9日間を要していますが、改革目標は、2ステップで 2-3日です。これは、

基本的にシンガポール、香港と同じレベルです。 

X：市場主体の活力を

強化、保護、刺激する

包括的な制度供給を

提供 

経営環境最適化 3.0版は、10項目の改革任務を明らかにしており、主とし

て市場主体の訴求への対応、企業の注目度が高く、フィードバックが比較

的集中している事柄について系統的な施策を施し、改革に力を入れます。 
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2. 上海初の政務サービスブランド――「一網通弁」 

 

2018年、上海市政府は初めて「一網通弁」（「上海一網通弁」）サービスプラットフォーム（右下図参照）

を構築しました。個人による手続（中国語：個人弁事）、企業による手続（中国語：企業弁事）等のプレ

ートが設定されています。2020年、政府は「一網通弁」を総合窓口とし、「随申弁」モバイル端末等を開

設して、「効率よく事務処理を行う」ことに重点を置き、サービス項目を開拓しています。 

統計によると、2019年末時点で、「一網通弁」を通じて企業や個人が手続できる項目は、約 2,300件と

のことですが、この数字も日々変化しています。今年、政府は頻度の高い公共サービス項目に的を絞って

重点的に展開しており、年内には、新たに 500項目の公共サービスにアクセスできるようになります。ま

た、今年は電子証明の相互認証や共有にも重点が置かれ、長江デルタの「一網通弁」が継続的に推進され

ます。 

 

（「上海経営環境最適化 3.0版の主要な政策措置について（２）に続く」 

  （作成：公関部 兪穎春） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 上海経営環境最適化 3.0版の主要な政策措置について（２） 

Q:今年初めに上海市政府が発表した上海経営環境最適化 3.0版の内容や、企業のメリットに

ついて、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜経営環境の最適化＞＜上海＞＜一網通弁＞ 

A:2017年以降、上海市は経営環境最適化の 1.0版と 2.0版の改革プランを相次いで実施して

きました。今般、より高い標準、より高いレベルで経営環境の継続的な最適化を推進する

ために、また国務院が公布した 2020 年 1 月 1 日施行の『経営環境最適化条例（中国語：

優化営商環境条例）』に合わせて、2020 年 2 月、上海市は『上海市の国際的に一流の経営

環境の建設を全面的に深化させる実施プラン（中国語：上海市全面深化国際一流営商環境

建設実施方案）』（以下、経営環境最適化 3.0版と略）を公布しました。 

（「上海経営環境最適化 3.0版の主要な政策措置について（１）より続く」 

 

「一網通弁」の中で、企業経営に関する主要な項目は、以下の通りです。詳細は、弊社会員部までお問

合せ下さい。 

No. 手続事項 「一網通弁」の操作 所要時間 

1 企業の設立 

申請者は、「上海一網通弁」 プラットフォームの「企業設立一

窓通」のオンラインサービスまたは各区の行政サービスセンタ

ーの企業設立サービス専用窓口を通じて、1 枚の書式で営業許

可証の手続、発票の申請、従業員の「五険一金（訳注：5 種類

の社会保険と住宅積立金）」の手続、銀行口座開設の予約がで

き、営業許可証、無料の社印、税務サーバー及び発票を一度に

受け取ることができる。 

特殊な状況以

外は、2 日以内

に企業設立が

完了。 

2 
建設プロジェ

クトの承認 

1 万㎡以下の社会投資低リスク産業プロジェクトは、申請者が

「上海一網通弁」 プラットフォームの「工程建設プロジェク

ト審査管理システム」を通じて、ワンストップ方式で施工許可

を（建設工程計画許可証、施工許可証、給排水接続申請を含む）

申請、取得できる。また、同様にワンストップ方式で総合竣工

検収と不動産登記の完了、現場監督招聘費用や地質調査委託費

用の減免、給排水接続する小型プロジェクトに対する外線接続

の無償化、建設企業が委託する施工図審査の取消、施工過程に

おける連合監督検査の実施等が可能になる。 

特殊な状況以

外は、24日以内

に全プロセス

の審査批准サ

ービスが完了。 

3 電力の使用 

企業は、「上海一網通弁」プラットフォームの「公共サービス

専用窓口」を通じて、所属区域を選択し、電力使用を申請する

ことができる。低圧の小型零細企業のプロジェクトについて

電力申請手続

は2ステップあ

り、合計で 10
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は、国網上海電力公司が全行程を代理することができ、顧客は

投資不要。 

日以内。 

4 不動産登記 

企業は、「上海一網通弁」プラットフォームのサービス専用窓

口「一件事一次弁」（訳注：ひとつのことは一度にやる、の意）

を通じて、企業間の不動産移転登記の事前申請を提出する。企

業サービス専用区で資料が一致することを照合し、納税を済ま

せれば、その場で新しい所有権証を受け取ることができる。ま

た、各区の不動産登記ホールの企業サービス専用区で申請する

こともできる。 

90 分以内に登

記完了。 

5 納税 

企業は、「上海一網通弁」プラットフォームの「統一税費処理

プラットフォーム」を通じて、関連の税金、費用の「一網通弁」

を実施できる。また、「上海電子税務局」を通じて企業の税務、

個人所得税、都市農村住民基本医療保険料の納付等の業務を行

うこともできる。 

企業の納税待

機時間は100時

間以内に圧縮。 

6 越境貿易 

企業は、「上海一網通弁」プラットフォームの税関口岸欄を通

じて、「中国（上海）国際貿易単一窓口(照会)」をクリックす

るかまたは、直接中国（上海）国際貿易「単一窓口」プラット

フォームを検索して、輸出入貨物の「事前申告」を行うことが

できる。実際の入境貨物については、先ず概要を申告し、税関

が同意した時点で貨物をひきだすことができ、その後規定の時

間内に申告を完成させる。船舶代理、貨物代理、通関、輸送、

検疫処理及び倉庫企業等は、「単一窓口」で港湾に関連する市

場の費用徴収業務の処理や照会を行うことができる。 

- 

7 入札(*) 

企業は、「上海政府調達ネット」及び「工事入札プラットフォ

ーム」を通じてオンラインで入札することや、オンラインで保

証金納付情報を提出したり、代金支払い状況を照会することが

でき、全プロセスの電子化が実現。 

- 

8 動産の抵当（*） 

企業は、上海市「動産融資統一登記公示システム」を通じて、

担保人の名称をキーワードとして、担保品の登記状態を照会す

ることができ、担保人は更に、システムを通じて担保品の登記

状態を修正、撤回することもできる。 

- 

9 
オンラインで

の訴訟処理 

当事者は、「上海一網通弁」プラットフォームの「訴訟サービ

ス」プラットフォームまたは「上海モバイル微法院」プラット

フォームシステムを通じて、オンラインで立件、訴訟費用の納

付、法廷への参加ができるほか、オンラインで各種訴訟事務の

手続きをすることができる。 

- 

（「上海経営環境最適化 3.0版の主要な政策措置について（３）に続く」 

  （作成：公関部 兪穎春） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 上海経営環境最適化 3.0版の主要な政策措置について（３） 

Q:今年初めに上海市政府が発表した上海経営環境最適化 3.0版の内容や、企業のメリットに

ついて、教えて下さい。＜政策法規＞＜経営環境の最適化＞＜上海＞＜一網通弁＞ 

A:2017年以降、上海市は経営環境最適化の 1.0版と 2.0版の改革プランを相次いで実施して

きました。今般、より高い標準、より高いレベルで経営環境の継続的な最適化を推進する

ために、また国務院が公布した 2020 年 1 月 1 日施行の『経営環境最適化条例（中国語：

優化営商環境条例）』に合わせて、2020 年 2 月、上海市は『上海市の国際的に一流の経営

環境の建設を全面的に深化させる実施プラン（中国語：上海市全面深化国際一流営商環境

建設実施方案）』（以下、経営環境最適化 3.0版と略）を公布しました。 

（「上海経営環境最適化 3.0版の主要な政策措置について（２）より続く」 

 

 

10 

公共信用情報

レポートの照

会 

企業や個人は、「上海一網通弁」プラットフォーム、「随申弁」

APP、「信用中国（上海）」ウェブサイト、信用上海 APP 等を通

じて、公共信用情報レポートを取得することができる。また、

上海市公共信用情報サービスセンター、司法局行政サービスセ

ンター、自貿区総合サービスホール、各区行政サービスセンタ

ーのサービス窓口等で、公共信用情報レポートの照会をするこ

ともできる。 

即時照会可。 

11 市場監督管理 

同一企業の複数の監督管理事項に対し、上海監督管理部門は、

可能な限り合同で、または部門連合の抽出検査の範囲に組み入

れて行い、監督管理が企業の正常な生産経営に与える支障を最

大限に減少させる。 

- 

12 

軽微な違法行

為に対する処

罰の免除 

監督管理部門は、『市場の軽微な違法経営行為の処罰免除リス

ト』に記載された 34 種類の軽微な違法経営行為に対し、法に

基づき行政処罰を免除する。 

- 

13 
企業の区外へ

の移転 

合理的に区外へ移転することが難しい問題について、企業は

「上海一網通弁」プラットフォームの「上海市企業サービスク

ラウド」ページの「上海市企業の区外移転サービス専用窓口」

に苦情を提出することができ、上海市企業サービス連絡会議

は、先頭に立って調整を図る。 

正常な移転条

件に合致して

いる場合、 10

労働日以内に

移転手続を処

理。 

14 企業の抹消 

申請企業は、「上海一網通弁」プラットフォームの上海市企業

抹消「一窓通」オンラインサービスプラットフォームを通じて、

企業の身元検証に合格した後、「国家企業信用情報公示システ

- 
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ム」にて社会に清算チームの情報を公示し、無料で抹消公告を

掲載することができる。抹消申請を提出した後、関連部門は自

主的に予備検査、段階的審査、リアルタイムのフィードバック

を行う。企業は、同時進行できる項目は同時進行で処理し、全

体の処理時間を短縮することができる。 

15 
産業プロジェ

クトの実施 

企業は、「上海一網通弁」プラットフォームの「上海市企業サ

ービスクラウド」インターフェースの「上海市投資促進及び企

業サービスプラットフォーム」を通じて、産業発展情報、政策

情報、空間キャリヤー情報及び企業誘致サービス情報を取得す

ることができる。各区は、重点産業プロジェクトの設立業務担

当者に、「ワンストップ方式」の個性化サポートサービスを提

供する。 

- 

16 

企業優遇政策

に関する問合

せ 

企業は、「上海一網通弁」プラットフォームの「上海市企業サ

ービスクラウド」を通じて、企業優遇政策をオンラインで検索、

閲覧することができる。「上海市企業サービスクラウド」は、

企業優遇政策の“一口公布、一口受理、一口相談”サービスを

提供する。 

- 

17 
企業クレーム

の処理 

企業は、「上海一網通弁」プラットフォームの「上海市企業サ

ービスクラウド」の「クレームのフィードバック」を選択する

（ユーザー登録が必要）か、または「12345」市民サービスホ

ットラインを通じて、オンラインでクレームを提出したり、オ

フラインで各政府主管部門の「クレーム協調部」にクレームを

提出することができる。 

関連部門は、1

労働日目に電

話連絡すれば、

通常の問題は 5

労働日で完結、

難問は 15 労働

日で回答また

は状況説明を

行う。 

18 渉外サービス 

外国籍者は、「上海一網通弁」プラットフォームの「渉外サー

ビス専用窓口」（工事中）を通じて、中国語と英語のサービス

を受けることができる。条件に合致する外国のハイエンド人材

は、外国人の勤務、居住について“ひとつの窓口”で処理する

ことができ、ひとつの窓口で受理し、一括で証書を発行する、

ワンドア方式のサービスが可能。 

条件に合致す

る外国のハイ

エンド人材は、

7 労働日以内に

手続完了。 

※「*」の箇所は、手続項目が現状まだ完全に「上海一網通弁」とリンクしておらず、主管部が整備中

であるもの。 

 

（「上海経営環境最適化 3.0版の主要な政策措置について（４）に続く」 

  （作成：公関部 兪穎春） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 上海経営環境最適化 3.0版の主要な政策措置について（４） 

Q:今年初めに上海市政府が発表した上海経営環境最適化 3.0版の内容や、企業のメリットに

ついて、教えて下さい。 ＜政策法規＞＜経営環境の最適化＞＜上海＞＜一網通弁＞ 

A:2017年以降、上海市は経営環境最適化の 1.0版と 2.0版の改革プランを相次いで実施して

きました。今般、より高い標準、より高いレベルで経営環境の継続的な最適化を推進する

ために、また国務院が公布した 2020 年 1 月 1 日施行の『経営環境最適化条例（中国語：

優化営商環境条例）』に合わせて、2020 年 2 月、上海市は『上海市の国際的に一流の経営

環境の建設を全面的に深化させる実施プラン（中国語：上海市全面深化国際一流営商環境

建設実施方案）』（以下、経営環境最適化 3.0版と略）を公布しました。 

（「上海経営環境最適化 3.0版の主要な政策措置について（３）より続く」 

 

3． 2020年に上海市市場監督管理局が新たに実施する企業サービス最適化の 4つの取り組み 

2020 年、上海市市場監督管理局は、上海に投資した企業により多くの獲得感を持たせるように、主と

して以下のような措置を考えているとのことです。 

（1） 電子営業許可証と電子印章を同時に発行し、電子営業許可証と電子印章の応用を大いに推進する 

 2020 年、市場監督管理局は統一的な規範と全面的なカバーを原則として、電子営業許可証システ

ムと「上海一網通弁」をリンクさせました。今後、企業は電子営業許可証を使用するだけでネット上

にて身分の認証ができ、「上海一網通弁」において、1 回の認証で全てのオンライン手続が可能にな

ります。また、現在市場監督管理局は関連部門と共同で、税務関連事項、従業員の雇用や保険加入、

積立金など、企業において頻繁に発生する事務処理についても電子営業許可証の応用を進めており、

今後は、電子営業許可証を用いて関連業務の手続一元化が実現されるでしょう。 

 市場監督管理局は、電子営業許可証と電子印章の同時発行が企業にもたらすメリットを次のように

考慮し、実施を加速しています。 

① 取得が便利 

企業は、設立してすぐ電子営業許可証を取得し、同時に電子印章一式（企業の公印、法人印、財務

印、発票専用印の 4種類）が自動的に作成されます。申請者は、電子営業許可証アプリを通じて無料

でそれらの電子印章を取得することができます。 

② 使用が簡単で便利 

電子印章は、電子営業許可証アプリを搭載した携帯電話を用いて使うことができ、企業は QR コー

ドをスキャンするだけで電子文書に捺印することができます。 

③ 応用が安全 

電子印章は『中華人民共和国電子署名法』（日刊華鐘通信ビジネス Q&A の『電子署名法』に関する

解説をご参照）の規定に合致しており、企業が電子印章を用いて署名した電子文書ファイルは完全性、

真実性を備えているため、企業にとって、電子印章の使用は安全なものと言えます。 

（2） 企業に対するサービスの方法を更に最適化する 
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 2020年、上海市市場監督管理局は、既に形成されている「一表申告、一窓受領（訳注：1 枚の書

類で申告し、ひとつの窓口で受領する、の意）」の中心となる業務プロセスを更に強化するとしてお

り、全市の各区行政サービスホールでは、「企業設立サービス専用区」という単一の窓口を通じて統

一的に、処理結果を外部へフィードバックし、紙の営業許可証、発票及び無料の実体印章一式を発

行しています。申請者は、企業設立にあたって「一表申告、一窓受領」により、1ステップ 2日で、

企業設立に関する全ての事項を完成することができます。 

 また、市場監督管理局は、許可証取得手続に関するサービス方式も更に最適化し、ペーパーレス

の全プロセス電子化登記の適用範囲を全面的に拡大しています。これは、各種企業が自主的にペー

パーレス電子化方式を選択して企業設立登記ができるということです。 

（3） 企業名称の告知承諾制を試行する 

 2020年、上海市場監督管理局は、企業名称の告知承諾制を試行します。これは、登記機関は、企

業が申請した名称が他の企業の名称と近似しているか否かについて人的作業での関与をせず、申請

者がオンライン名称申告システムを通じて事前調査を行い、自主的に判断し、自主的に決定し、自

主申告することとし、登記機関は申請者に対して可能性のあるリスクを告知して、申請者は 2 項目

の承諾をするというものです。ひとつの承諾は、申告した企業名称が法律規定に適合していること

の承諾、もうひとつは、法律法規に違反したり他人の合法的権益を侵害することにより発生する法

的責任は、企業が自ら引き受ける意志があるという承諾です。 

この告知承諾制度の施行により、企業の名称登記プロセスが大幅に簡素化されるほか、申請者の

主体的責任や、担うべき法的義務及び責任が強化されると考えられます。 

（4） 企業登記档案のネット上での閲覧を実施する 

 2020年初め、上海市場監督管理局は、企業の電子営業許可証使用によるインターネット認証を実

現し、ネット上で「企業登記档案オンライン閲覧システム」を応用して企業档案を閲覧、印刷でき

るようにしました。このシステムは 24時間作動しており、ユーザーはインターネットを通じていつ

でも調べることができます。また、档案情報の真実性、完全性を確保するために、全ての情報はシ

ステムが自動的に偽造防止の透かしを入れ、档案の安全性を保証しています。 

 

 本稿では、主として上海を例に「上海経営環境最適化 3.0 版」をご紹介しましたが、他の地区（特に、

外資企業が密集している沿海地区）の政府も、相次いで、2020年 1月 1日施行の『経営環境最適化条例』

に基づき、地元の特徴に適合した新たな経営環境最適化政策を制定しています。 

 例えば、蘇州でも、2020年初めに合計 30箇条の『開発再出発に関する若干の政策意見』及び『蘇州市

経営環境最適化革新行動 2020』(蘇州経営環境 3.0 版)等を順次公布し、また 3 月末には「蘇州企業サー

ビスクラウドプラットフォーム」を正式にネット上に公開しました。このプラットフォームは、各種企業

優遇政策、各種企業サービス専門機関などの資源の統括的なとりまとめに用いられます。 

企業においては、所在地の政府ウェブサイトや関連のプラットフォームに常にご注目頂き、各地におけ

る最新の経営環境最適化政策を把握し、今後の行政事務申請のコストの低減、効率の向上を図って頂くこ

とが大切です。 

以 上 

  （作成：公関部 兪穎春） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 広州市の広東・香港・マカオ大湾区の個人所得税優遇政策に係る 

            財政補助金の管理に関する暫定弁法について（１） 

Q:広東・香港・マカオ大湾区の建設にあたり、広州市が発表した人材誘致分野での優遇政策、

特に個人所得税の優遇について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜広東・香港・マカオ大湾区＞＜個人所得税優遇＞＜国外ハイエンド人材＞＜財政補助金＞ 

A:広東・香港・マカオ大湾区（※）をより良く建設し、海外のハイエンド人材を誘致するため、2019

年 8月 13日、広州市財政局等の部門は「広州市の、広東・香港・マカオ大湾区の個人所得税優

遇政策に係る財政補助金の管理に関する暫定弁法」（以下、「弁法」）を公布し、広州市における

同大湾区の個人所得税優遇政策に係る財政補助金の範囲、手続等について明らかにしました。

2019年 1月 1日から施行、1年間試行されます。 

※広東・香港・マカオ大湾区は、香港特別行政区、マカオ特別行政区、及び広東省広州、深圳、珠海、

佛山、恵州、東莞、中山、江門、肇慶の珠江デルタ地区 9都市で構成されています。 

 

1. 政策の根拠 

 今回広州市が公布した「弁法」の主たる政策根拠は、以下の 2019 年 3 月及び 6 月に国家財政部、税務

総局及び広東省財政庁、税務局が公布した個人所得税に関する優遇政策です。 

公布時期 政策名称 主要内容 

2019年 3月 14日 

「広東・香港・マカオ大湾区の個人

所得税優遇政策に関する通知」(財

税〔2019〕31号)  

広東省、深圳市は、中国本土と香港の個人所

得税の負担差額に基づき、大湾区で働く国外

（香港、マカオ、台湾を含む）のハイエンド

人材及び不足人材に対して補助金を支給し、

当該補助金は個人所得税の徴収を免除するこ

とを明確にした。 

2019年 6月 17日 

「広東・香港・マカオ大湾区の個人

所得税優遇政策の徹底実施に関す

る通知」(粤財税〔2019〕2号)  

上記の規定を更に細分化し、大湾区で働く国

外のハイエンド人材及び不足人材に対し、珠

江デルタ 9 都市で納付した個人所得税は、既

納税額のうち課税所得額の 15％に基づき計算

した税額を超える部分について、珠江デルタ 9

都市の人民政府が財政補助金を支給し、当該

補助金は個人所得税の徴収を免除することを

明確にした。また、人材の移動により発生す

る個人所得税補助金の連携について、原則的

な規定を設けた。 

 珠江デルタ 9都市のひとつとして、広州市は、上記の規定の主旨を基本とし、広州市の実情と組み合わ

せて、より細かく、国外(香港、マカオ、台湾を含む)のハイエンド人材及び不足人材に対して税負担の差

額に係る補助金を実施しました。これにより、広州市で働く国外人材の実質税負担水準が明確に低減し、
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才能ある人材の獲得を推進する役割を果たしています。 

 

2. 「弁法」の主要内容 

（1） 適用対象 

「弁法」によると、「広州市国外ハイエンド人材リスト」の規定に合致する国外のハイエンド人材、

及び「広州市不足人材需要リスト」（これらのリストの詳細は、「弁法」の付属書 1、2参照）の規定に

合致し、且つ納税年度の個人所得税課税所得額が 30 万元以上の国外の不足人材は、以下の条件(「弁

法」から抜粋。太字下線箇所は重点内容、以下同じ)を同時に満たすことを前提に、広州市で納付した

個人所得税の既納税額のうち、課税所得額の 15％に基づき計算した税額を超える部分について、財政

補助金が支給され、且つ当該補助金の個人所得税徴収が免除されます。 

（一）申請者が、香港、マカオの永久者、香港入境プログラム（優秀人材、専門家及び企業家）を取

得した香港居住者、台湾居住者、外国籍保持者又は国外の長期居住権を取得した留学帰国者及

び海外の華僑に該当する。 

（二）申請者が、納税年度内に広州市で登録された企業やその他の機関で勤務、雇用され、又は広州

市で独立して個人役務を提供し、且つ納税年度内の広州市における勤務日数が累計満 90日で

あり、広州市で法に基づき個人所得税を納付している。 

（三）申請者は、財政補助金申請前 3年間に、重大な税収違法事案の情報記録が無く、財政資金の虚

偽申告、不正受領、詐取、流用及び科学研究の倫理、信用に反する不誠実行為の記録が無く、

信用失墜者に該当しておらず、刑事罰又は業務停止命令を受け、又は許可証や営業許可証を没

収されておらず、多額の罰金が課される行政処罰等の重大違法記録が無く、且つ申請者がその

源泉徴収納税義務者の上記の行為又は記録に直接若しくは主要な責任を負わず、源泉徴収納税

義務者の法定代表人又は責任者をも務めていない。（※） 

※上記（三）の違法事案及び不誠実項の記録等の情報は、「信用中国」「信用広州」ウェブサイト又は政

府情報共有等のチャネルを通じて照会することができます。 

  

 また、「弁法」によると、上記でいうところの個人所得税の既納税額には、以下の所得について「中

華人民共和国個人所得税法」の規定に基づき納付した個人所得税が含まれます。 

（一）給与、賃金所得  

（二）役務報酬所得 

（三）原稿料所得 

（四）特許権使用料所得 

（五）事業所得 

（六）区級以上の政府又は政府工作部門、直属機関の人材工程又は人材プロジェクトに入選し、取得

した補助性所得 

 

「広州市の広東・香港・マカオ大湾区の個人所得税優遇政策に係る 

財政補助金の管理に関する暫定弁法について（２）」へ続く 

（作成：広州分公司  許進） 
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 広州市の広東・香港・マカオ大湾区の個人所得税優遇政策に係る 

           財政補助金の管理に関する暫定弁法について（２） 

Q:広東・香港・マカオ大湾区の建設にあたり、広州市が発表した人材誘致分野での優遇政策、

特に個人所得税の優遇について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜広東・香港・マカオ大湾区＞＜個人所得税優遇＞＜国外ハイエンド人材＞＜財政補助金＞ 

A:広東・香港・マカオ大湾区をより良く建設し、海外のハイエンド人材及び海外に居住するハイエ

ンド人材を誘致するため、2019年 8月 13日、広州市財政局等の部門は連名で「広州市の、広東・

香港・マカオ大湾区の個人所得税優遇政策に係る財政補助金の管理に関する暫定弁法」（以下、

「弁法」）を公布し、広州市における同区の個人所得税優遇政策の実施に係る財政補助金の範囲、

手続等について明らかにしました。2019年 1月 1日から施行、1年間試行されます。 

「広州市の広東・香港・マカオ大湾区の個人所得税優遇政策に係る 

財政補助金の管理に関する暫定弁法について（１）」より続く 

（2）財政補助金の計算方法 

「弁法」によると、規定の条件を満たす申請者が享受する広州市年度財政補助金の計算式は以下の

通りです。このうち、個人所得税の負担差額の計算は、一納税年度（西暦 1月 1日～12月 31日）に基

づいて行います。 

財政補助金=∑（項目別年度別の個人所得税負担差額×項目別既納税額が全体に占める割合） 

項目別既納税額が全体に占める割合＝項目別年度別の広州市における個人所得税既納税額÷項目別年度

別の中国国内個人所得税既納税額。 

上記計算式における項目別年度別の個人所得税の負担差額は、以下のように分類できます。 

大項目 小項目 計算式 

1.総合所得 4項目 

（給与・賃金所得、

役務報酬所得、原

稿料所得，特許権

使用料 

居住者 

個人 

総合所得 

4 項目 

年度別個人所得税負担差額＝総合所得の個人所得税既納税

額－総合所得の課税所得額×15％ 

非 居 住

者 

給与・賃金 
年度別個人所得税負担差額＝給与、賃金所得の個人所得税

既納税額－給与、賃金所得の課税所得額×15％ 

役務報酬 
年度別個人所得税負担差額＝役務報酬所得の個人所得税既

納税額－役務報酬所得の課税所得額×15％ 

原稿料 
年度別個人所得税負担差額＝原稿料所得の個人所得税既納

税額－原稿料所得の課税所得額×15％ 

特許権 

使用料 

年度別個人所得税負担差額＝特許権使用料所得の個人所得

税既納税額－特許権使用料所得の課税所得額×15％ 

2.事業所得 - 
年度別個人所得税負担差額＝事業所得の個人所得税既納税

額－事業所得の課税所得額×15％ 

3.人材工程または

人材プロジェクト

に入選し取得した

補助性所得 

- 

年度別個人所得税負担差額＝人材工程又は人材プロジェク

トに入選し取得した補助性所得の個人所得税既納税額－人

材工程又は人材プロジェクトに入選し取得した補助性所得

の課税所得額×15％ 

（3）申請資料 

財政補助金を申請する場合、以下の資料を提出します（一部省略、詳細は「弁法」を参照下さい）。 
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日刊華鐘通信 No.4717     華鐘コンサルタントグループ会員専用   2020年 4月 3日(金) 

① 個人所得税財政補助金申請表 

② 源泉徴収納税義務者及び申請者が監督検査に協力すること、申請者は財政補助金申請前 3年間に、重大な

税収違法事案の情報記録、信用失墜記録等が無いことを約束する承諾書（書式は「弁法」付属書を参照） 

③ 申請者の有効な身分証明書のコピー 

④ 申請者が国家、省級政府、広州市の認定を受けた国外のハイエンド人材や不足人材であることに関

する栄誉証書、招聘書、確認状、証明状、又は就業資格証、職称証明書、技能証明書、外国人工作

許可証等の資料コピー 

⑤ 申請者の広州市における年間勤務日数が累計 90日に達していることの資料（任職証明、労働契約等） 

⑥ 申請者の年間個人所得税納税記録及び個人所得税源泉徴収申告表、個人所得税年間自己納税申告

表、個人所得税事業所得納税申告表等の申告書 

⑦ 申請者本人の、中国本土で開設した銀行口座の情報、申請者の預金通帳又は銀行カードのコピー 

（4）申請期限と補助金交付手続き 

「弁法」によると、財政補助金の手続は年 1回で、その年度の財政補助金申請は、翌年の 7月 1日～8

月 15日に受理されます。補助の条件に合致するものの所定の期間内に申請しなかった場合、翌年度の補

助金申請期間内に補足申請することができます。再度期限が切れた場合は、受理も補助も行われません。 

また、申請者又は源泉徴収納税義務者が、広州市人力資源社会保障局、広州市科技局が共同で使用

するインターネット手続システムに財政補助金の申請を提出し、広州市国外ハイエンド人材に該当す

る場合は、広州市科技局が処理を担当し、広州市国外不足人材に該当する場合は、広州市人力資源社

会保障局が処理を担当します。 

受理審査部門が個人所得税財政補助金申請資料の予備審査を完了した後、関連する人材認定又は管

理部門、国家税務総局広州市税務局等が、審査協力を実施します。審査が終了すると、受理審査部門

は、財政補助金を支給する人材の名簿を同部門のウェブサイトに 7 労働日公示します。審査、公示を

経て人材に対する異議が無い場合、受理審査部門は、正式な財政補助名簿を作成し、広州市財政支払

システムを通じて、申請者の個人口座に直接、財政補助金を支給します。 

 なお、源泉徴収納税義務者（一般に、大湾区内の企業）及び申請者は 今回の「弁法」の有効期間が

2019 年 6 月に広東省が公布した「広東・香港・マカオ大湾区の個人所得税優遇政策の徹底実施に関する

通知」と同様、2019 年 1 月 1 日から 1 年間であり、2019 年 12 月 31 日終了であることにご注意下さい。

補助金を申請する納税年度は本「弁法」の有効期間、即ち 2019年の納税年度ですので、申請は 2020年 7

月 1日～8月 15日に受理されます。 

 この個人所得税優遇の補助金政策が試行された後、関連の主管部門が実際の運用を基本として元の「弁

法」を調整、最適化し、それに応じて有効期限が延長されることにより、国外のハイエンド人材に対する

大湾区の魅力が継続的に保障され、国外人材の個人所得税の負担水準が実質的に引き下げられ、中央及び

広東省の関連政策の着地が確保されると考えられます。 

                                    

当社は 2002 年に広州事務所を開設し(2005 年、広州分公司に格上げ)、今日まで 18 年間、広州及びそ

の周辺地域の 40 社以上の会員企業に対し、日常業務の対応、新会社の設立、増資、経営範囲の変更、分

公司の設立、会社清算のほか、月次や年度の会計コンサルティングなど、様々なコンサルティング及びサ

ービスを提供しております。広東・香港・マカオ大湾区など華南地区での企業運営に関するご相談は、お

気軽に広州分公司までお問合せ下さい。 

以上 

  （作成：広州分公司  許進） 
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中華人民共和国外商投資法実施条例 

中华人民共和国外商投资法实施条例 

中華人民共和国国務院令 

第 723 号 

『中華人民共和国外商投資法実施条例』は、2019 年 12 月 12 日に国務院第 74 回常務会議に

て可決したため、ここに公布し、2020 年 1 月 1 日より施行する。 

《中华人民共和国外商投资法实施条例》已经 2019 年 12 月 12 日国务院第 74 次常务会议

通过，现予公布，自 2020 年 1 月 1 日起施行。 

総 理  李克強  

2019 年 12 月 26 日  

 

翻訳：華鐘コンサルタントグループ 

 

（注：日本語訳の各条見出しは翻訳者が便宜的に付したものであり、中国語原文にはない。） 

中国語原文 日本語訳 

第一章 总  则 第 1 章 総  則 

第一条  

根据《中华人民共和国外商投资法》（以下简

称外商投资法），制定本条例。 

第1条 （総則） 

  『中華人民共和国外商投資法』（以下、外商投資

法と称する）に基づき、本条例を制定する。 

第二条 

国家鼓励和促进外商投资，保护外商投资合法

权益，规范外商投资管理，持续优化外商投资环境，

推进更高水平对外开放。 

第 2条（目的） 

  国家は外国企業の投資を奨励、促進し、外商投

資の合法的権益を保護し、外商投資の管理を規範化

し、外国企業の投資環境を継続的に最適化し、より

高いレベルの対外開放を推進する。 

第三条 

外商投资法第二条第二款第一项、第三项所称

其他投资者，包括中国的自然人在内。 

第2条 （中国の自然人） 

 外商投資法第 2条第 2項第 1、第 3でいうところ

のその他の投資者には、中国の自然人を含む。 

第四条 

外商投资准入负面清单（以下简称负面清单）

由国务院投资主管部门会同国务院商务主管部门

等有关部门提出，报国务院发布或者报国务院批准

后由国务院投资主管部门、商务主管部门发布。 

国家根据进一步扩大对外开放和经济社会发

展需要，适时调整负面清单。调整负面清单的程序，

适用前款规定。 

第 4 条（ネガティブリスト） 

 外商投資参入ネガティブリスト（以下、ネガティ

ブリストと称する）は、国務院投資主管部門が国務

院商務主管部門等の関連部門と共同で提出し、国務

院に提出して公布するかまたは国務院の批准を得

た上で国務院投資主管部門、商務主管部門が公布す

る。 

 国家は、対外開放の更なる拡大及び経済や社会の

発展のニーズに基づいて、適時ネガティブリストを
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調整する。ネガティブリストを調整する手順は、前

項の規定を適用する。 

第五条 

国务院商务主管部门、投资主管部门以及其他

有关部门按照职责分工，密切配合、相互协作，共

同做好外商投资促进、保护和管理工作。 

县级以上地方人民政府应当加强对外商投资

促进、保护和管理工作的组织领导，支持、督促有

关部门依照法律法规和职责分工开展外商投资促

进、保护和管理工作，及时协调、解决外商投资促

进、保护和管理工作中的重大问题。 

第 5 条（外商投資所管部門） 

 国務院商務主管部門、投資主管部門及びその他の

関連部門は、職責分担に従い、緊密に協力し、相互

に連携して、共同で、外商投資の促進、保護及び管

理業務を良好に実施する。 

 県級以上の地方人民政府は、外商投資の促進、保

護及び管理業務の計画や指導を強化し、関連部門が

法律法規及び職責分担に基づき実施する外商投資

の促進、保護及び管理業務を支援、監督し、外商投

資の促進、保護及び管理業務における重大な問題を

速やかに調整、解決しなければならない。 

第二章 投资促进 第 2 章 投資の促進 

第六条 

政府及其有关部门在政府资金安排、土地供

应、税费减免、资质许可、标准制定、项目申报、

人力资源政策等方面，应当依法平等对待外商投资

企业和内资企业。 

政府及其有关部门制定的支持企业发展的政

策应当依法公开；对政策实施中需要由企业申请办

理的事项，政府及其有关部门应当公开申请办理的

条件、流程、时限等，并在审核中依法平等对待外

商投资企业和内资企业。 

第 6 条（内外資の平等待遇） 

 政府及びその関連部門は、政府の資金配置、土地

の供給、税費の減免、資格の許可、基準の制定、プ

ロジェクトの申請、人力資源政策等の分野におい

て、法に基づき外商投資企業と内資企業を平等に扱

わなければならない。 

 政府及びその関連部門が制定する、企業の発展を

支援する政策は、法に基づき公開しなければならな

い。政策の実施において企業が申請手続きする必要

のある事項については、政府及びその関連部門が申

請手続の条件、手順、期限等を公開すると共に、審

査においては、法に基づき外商投資企業と内資企業

を平等に扱わなければならない。 

第七条 

制定与外商投资有关的行政法规、规章、规范

性文件，或者政府及其有关部门起草与外商投资有

关的法律、地方性法规，应当根据实际情况，采取

书面征求意见以及召开座谈会、论证会、听证会等

多种形式，听取外商投资企业和有关商会、协会等

方面的意见和建议；对反映集中或者涉及外商投资

企业重大权利义务问题的意见和建议，应当通过适

当方式反馈采纳的情况。 

与外商投资有关的规范性文件应当依法及时

公布，未经公布的不得作为行政管理依据。与外商

第 7条（意見聴取、政策公開） 

 外商投資に関連する行政法規、規律、規範性文書

を制定する場合、または政府及びその関連部門が外

商投資に関連する法律、地方性法規を起草する場

合、実際状況に基づき、書面によるコメントの請求、

座談会や座談会、論証会、公聴会の開催など様々な

方式により、外商投資企業及び関連の商工会議所、

協会等の意見や提案を聴取しなければならない。反

応が集中した問題、または外商投資企業の重大な権

利や義務の問題に関する意見や提案は、適切な方式

により意見採用の状況をフィードバックしなけれ
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投资企业生产经营活动密切相关的规范性文件，应

当结合实际，合理确定公布到施行之间的时间。 

ばならない。 

 外商投資に関連する規範性文書は、法に基づき速

やかに公布しなければならず、公布していない場合

は、行政管理の根拠としてはならない。外商投資企

業の生産経営活動に密切に関連する規範性文書は、

実情に照らし、公布から施行までの期間を合理的に

確定しなければならない。 

第八条 

各级人民政府应当按照政府主导、多方参与的

原则，建立健全外商投资服务体系，不断提升外商

投资服务能力和水平。 

第 8 条（政府のサービス体制） 

 各級人民政府は、政府が主導し、多方面が参画す

ることを原則として、外商投資に対するサービスシ

ステムを確立、改善し、外商投資に対するサービス

の能力やレベルを継続的に向上させるものとする。

第九条 

政府及其有关部门应当通过政府网站、全国一

体化在线政务服务平台集中列明有关外商投资的

法律、法规、规章、规范性文件、政策措施和投资

项目信息，并通过多种途径和方式加强宣传、解读，

为外国投资者和外商投资企业提供咨询、指导等服

务。 

第 9 条（情報の公開） 

 政府及びその関連部門は、政府ウェブサイト、全

国統合オンライン政務サービスプラットフォーム

を通じて、外商投資に関する法律、法規、規律、規

範性文書、政策措置及び投資プロジェクトの情報を

一元的に列挙すると共に、様々なチャネルや方法に

より宣伝や説明を強化し、外国投資者や外商投資企

業にコンサルティング、ガイダンス等のサービスを

提供しなければならない。 

第十条 

外商投资法第十三条所称特殊经济区域，是指

经国家批准设立、实行更大力度的对外开放政策措

施的特定区域。 

国家在部分地区实行的外商投资试验性政策

措施，经实践证明可行的，根据实际情况在其他地

区或者全国范围内推广。 

第 10 条（特殊経済区域） 

 外商投資法第 13 条でいう特殊経済区域とは、国

家の批准を得て設立され、より積極的な対外開放の

政策措置を実施する特定区域を指す。 

 国家が一部の地区で実施する外商投資に関する

試験的政策措置は、実践により実行可能であること

が証明された上で、実際状況に基づきその他の地区

または全国範囲で普及させるものとする。 

第十一条 

国家根据国民经济和社会发展需要，制定鼓励

外商投资产业目录，列明鼓励和引导外国投资者投

资的特定行业、领域、地区。鼓励外商投资产业目

录由国务院投资主管部门会同国务院商务主管部

门等有关部门拟订，报国务院批准后由国务院投资

主管部门、商务主管部门发布。 

第 11 条（奨励産業目録） 

 国家は、国民経済及び社会の発展のニーズに基づ

いて、外商投資を奨励する産業の目録を制定し、外

国投資者の投資を奨励、誘導する特定の産業、領域、

地域を列挙する。外商投資奨励産業目録は、国務院

投資主管部門が国務院商務主管部門等の関連部門

と共同で作成し、国務院に提出して批准を得た上

で、国務院投資主管部門、商務主管部門が公布する。

第十二条 第 12 条（外商投資優遇待遇） 
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外国投资者、外商投资企业可以依照法律、行

政法规或者国务院的规定，享受财政、税收、金融、

用地等方面的优惠待遇。 

外国投资者以其在中国境内的投资收益在中

国境内扩大投资的，依法享受相应的优惠待遇。 

 外国投資者、外商投資企業は、法律、行政法規ま

たは国務院規定に従い、財政、税収、金融、土地使

用等の面の優遇待遇を受けることができる。 

 外国投資者が中国国内での投資収益を中国国内

で拡大投資する場合、法に基づき相応の優遇待遇を

享受するものとする。 

第十三条 

外商投资企业依法和内资企业平等参与国家

标准、行业标准、地方标准和团体标准的制定、修

订工作。外商投资企业可以根据需要自行制定或者

与其他企业联合制定企业标准。 

外商投资企业可以向标准化行政主管部门和

有关行政主管部门提出标准的立项建议，在标准立

项、起草、技术审查以及标准实施信息反馈、评估

等过程中提出意见和建议，并按照规定承担标准起

草、技术审查的相关工作以及标准的外文翻译工

作。 

标准化行政主管部门和有关行政主管部门应

当建立健全相关工作机制，提高标准制定、修订的

透明度，推进标准制定、修订全过程信息公开。 

第 13 条（外商投資の標準化制定参加） 

 外商投資企業は、法に基づき内資企業と平等に国

家基準、産業基準、地方基準及び団体基準の制定、

改訂作業に参加する。外商投資企業は、必要に応じ

て、自社で、または他の企業と共同で、企業基準を

制定することができる。 

 外商投資企業は、標準化行政主管部門及び関連の

行政主管部門に対し、基準の設定を提案することが

でき、基準の設定、起草、技術審査及び基準の実施

情報のフィードバック、評価等のプロセスにおいて

意見や提案を提出すると共に、規定に基づき基準の

起草、技術審査に関する作業及び基準の外国語翻訳

作業を担うことができる。 

 標準化行政主管部門及び関連の行政主管部門は、

関連の作業メカニズムを構築して整備し、基準の制

定、改訂の透明度を高め、基準の制定、改訂の全プ

ロセスの情報公開を推し進めなければならない。 

第十四条 

国家制定的强制性标准对外商投资企业和内

资企业平等适用，不得专门针对外商投资企业适用

高于强制性标准的技术要求。 

第 14 条（強制性基準の平等適用） 

 国家が制定する強制性基準は、外商投資企業と内

資企業に平等に適用するものとし、外商投資企業に

対してのみ強制性基準よりも高い技術要求を適用

してはならない。 

第十五条 

政府及其有关部门不得阻挠和限制外商投资

企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场。 

政府采购的采购人、采购代理机构不得在政府

采购信息发布、供应商条件确定和资格审查、评标

标准等方面，对外商投资企业实行差别待遇或者歧

视待遇，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、

投资者国别、产品或者服务品牌以及其他不合理的

条件对供应商予以限定，不得对外商投资企业在中

国境内生产的产品、提供的服务和内资企业区别对

第 15 条（政府調達市場への自由参加） 

 政府及びその関連部門は、外商投資企業が地域や

産業の政府調達市場に自由に参入することを妨げ

たり制限したりしてはならない。 

 政府調達の購買者、購買代理機構は、政府調達情

報の公布、サプライヤーの条件の確定や資格審査、

入札評価基準等の分野において、外商投資企業に差

別待遇を実施したり、差別的な扱いをしたりしては

ならず、所有制の形式、組織形態、持分構造、投資

者の国別、製品またはサービスのブランド及びその
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待。 他の不合理な条件によってサプライヤーを限定し

てはならず、外商投資企業が中国国内で生産する製

品、提供するサービスに対して内資企業と異なる扱

いをしてはならない。 

第十六条 

外商投资企业可以依照《中华人民共和国政府

采购法》（以下简称政府采购法）及其实施条例的

规定，就政府采购活动事项向采购人、采购代理机

构提出询问、质疑，向政府采购监督管理部门投诉。

采购人、采购代理机构、政府采购监督管理部门应

当在规定的时限内作出答复或者处理决定。 

第 16 条（政府調達への参加） 

 外商投資企業は、『中華人民共和国政府調達法』

（以下、政府調達法と称する）及びその実施条例の

規定に基づき、政府調達活動の購買者、購買代理機

構に問合せや質問をしたり、政府調達監督管理部門

にクレームを提出したりすることができる。購買

者、購買代理機構、政府調達監督管理部門は、規定

の期限内に回答または処理の決定を下さなければ

ならない。 

第十七条 

政府采购监督管理部门和其他有关部门应当

加强对政府采购活动的监督检查，依法纠正和查处

对外商投资企业实行差别待遇或者歧视待遇等违

法违规行为。 

第 17 条（外商投資企業への差別禁止） 

 政府調達監督管理部門及びその他の関連部門は、

政府調達活動に対する監督検査を強化し、外商投資

企業に対する差別待遇の実施や差別的な扱い等、法

律法規に反する行為について、法に基づき是正し、

調査処分しなければならない。 

第十八条 

外商投资企业可以依法在中国境内或者境外

通过公开发行股票、公司债券等证券，以及公开或

者非公开发行其他融资工具、借用外债等方式进行

融资。 

第 18 条（資金調達手段の自由） 

 外商投資企業は、法に基づき中国国内または国外

で、株式、社債等の証券の公開発行により、及びそ

の他の資金調達商品の公開または非公開の発行、外

債借入等により、資金を調達することができる。 

第十九条 

县级以上地方人民政府可以根据法律、行政法

规、地方性法规的规定，在法定权限内制定费用减

免、用地指标保障、公共服务提供等方面的外商投

资促进和便利化政策措施。 

县级以上地方人民政府制定外商投资促进和

便利化政策措施，应当以推动高质量发展为导向，

有利于提高经济效益、社会效益、生态效益，有利

于持续优化外商投资环境。 

第 19 条（外商投資促進及び便利化政策） 

 県級以上の地方人民政府は、法律、行政法規、地

方性法規の規定に基づき、法定の権限内で、費用の

減免、土地使用指標の保障、公共サービスの提供等

の分野での外商投資促進及び便利化政策措置を制

定することができる。 

 県級以上の地方人民政府は、外商投資促進及び便

利化政策措置を制定する場合、質の高い発展方向へ

導き、経済効益、社会効益、生態効益の向上に役立

ち、外商投資環境の継続的な最適化に役立つもので

なければならない。 

第二十条 

有关主管部门应当编制和公布外商投资指引，

为外国投资者和外商投资企业提供服务和便利。外

第 20 条（外商投資ガイド） 

 関連の主管部門は、外商投資ガイドを作成して公

布し、外国投資者や外商投資企業にサービスや利便
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商投资指引应当包括投资环境介绍、外商投资办事

指南、投资项目信息以及相关数据信息等内容，并

及时更新。 

性を提供しなければならない。外商投資ガイドに

は、投資環境の紹介、外商投資の手続ガイド、投資

プロジェクトの情報及び関連のデータ情報等の内

容を含み、適時更新しなければならない。 

第三章 投资保护 第 3 章 投資の保護 

第二十一条 

国家对外国投资者的投资不实行征收。 

在特殊情况下，国家为了公共利益的需要依照

法律规定对外国投资者的投资实行征收的，应当依

照法定程序、以非歧视性的方式进行，并按照被征

收投资的市场价值及时给予补偿。 

外国投资者对征收决定不服的，可以依法申请

行政复议或者提起行政诉讼。 

第 21 条（外資接収の不実施） 

 国家は、外国投資者の投資に対して接収を実施し

ない。 

 特殊な状況において、国家が公共の利益の必要性

のために法律規定に基づき外国投資者の投資を接

収する場合は、法定の手順に則り、非差別的な方法

で実施し、接収された投資の市場価値に基づいて速

やかに補償を行わなければならない。 

 外国投資者は、接収に不服がある場合、法に基づ

いて行政再審査を申請するかまたは行政訴訟を起

こすことができる。 

第二十二条 

外国投资者在中国境内的出资、利润、资本收

益、资产处置所得、取得的知识产权许可使用费、

依法获得的补偿或者赔偿、清算所得等，可以依法

以人民币或者外汇自由汇入、汇出，任何单位和个

人不得违法对币种、数额以及汇入、汇出的频次等

进行限制。 

外商投资企业的外籍职工和香港、澳门、台湾

职工的工资收入和其他合法收入，可以依法自由汇

出。 

第 22 条（海外送金の自由） 

 外国投資者の中国国内における出資、利益、キャ

ピタルゲイン、資産処置所得、取得した知的所有権

使用許可料、法に基づき取得した補償または賠償、

清算所得等は、法に基づき人民元または外貨で自由

に送金することができ、如何なる単位や個人も、通

貨の種類、金額、送金の回数等について違法に制限

することはできない。 

 外商投資企業の外国人従業員及び香港、マカオ、

台湾の従業員の賃金収入及びその他の合法的収入

は、法に基づき自由に送金することができる。 

第二十三条 

国家加大对知识产权侵权行为的惩处力度，持

续强化知识产权执法，推动建立知识产权快速协同

保护机制，健全知识产权纠纷多元化解决机制，平

等保护外国投资者和外商投资企业的知识产权。 

标准制定中涉及外国投资者和外商投资企业

专利的，应当按照标准涉及专利的有关管理规定办

理。 

第 23 条（知的所有権の保護強化） 

 国家は、知的所有権を侵害する行為に対する懲罰

力を強化し、継続的に知的所有権の法律執行を強化

し、迅速で調整された知的所有権保護メカニズムの

構築を推進し、知的所有権紛争の多元化解決メカニ

ズムを改善し、外国投資者及び外商投資企業の知的

所有権を平等に保護する。 

 基準の制定において、外国投資者及び外商投資企

業の特許に関与する場合、基準に関与する特許の関

連規定に従って取り扱うものとする。 

第二十四条 第 24 条（行政による技術移転強要禁止） 
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行政机关（包括法律、法规授权的具有管理公

共事务职能的组织，下同）及其工作人员不得利用

实施行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制以

及其他行政手段，强制或者变相强制外国投资者、

外商投资企业转让技术。 

 行政機関（法律法規が授権する、公共事務管理職

能を有する組織を含む。以下同じ）及びその職員は、

行政許可、行政検査、行政処罰、行政強制及びその

他の行政手段を利用して、外国投資者、外商投資企

業に対して技術を譲渡するよう強制したり、形を変

えて強制したりしてはならない。 

第二十五条 

行政机关依法履行职责，确需外国投资者、外

商投资企业提供涉及商业秘密的材料、信息的，应

当限定在履行职责所必需的范围内，并严格控制知

悉范围，与履行职责无关的人员不得接触有关材

料、信息。 

行政机关应当建立健全内部管理制度，采取有

效措施保护履行职责过程中知悉的外国投资者、外

商投资企业的商业秘密；依法需要与其他行政机关

共享信息的，应当对信息中含有的商业秘密进行保

密处理，防止泄露。 

第 25 条（情報収集への制限、商業機密の保護） 

 行政機関が法に基づき職責を履行する上で、外国

投資者、外商投資企業が商業秘密に関する資料、情

報を提供する確たる必要性がある場合、職責履行に

必要な範囲に限定し、知り得る範囲を厳しく規制

し、職責履行に関係のない人員が関連の資料、情報

に接触することの無いようにしなければならない。

 行政機関は、内部管理制度を構築して整備し、効

果的な措置を講じて、職責履行過程において知り得

た外国投資者、外商投資企業の商業秘密を保護しな

ければならない。法に基づき他の行政機関と情報共

有する必要がある場合、情報に含まれる商業秘密に

ついて守秘処理をし、漏洩を防止しなければならな

い。 

第二十六条 

政府及其有关部门制定涉及外商投资的规范

性文件，应当按照国务院的规定进行合法性审核。

外国投资者、外商投资企业认为行政行为所依

据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的

规范性文件不合法，在依法对行政行为申请行政复

议或者提起行政诉讼时，可以一并请求对该规范性

文件进行审查。 

第 26 条（外商投資規制の合法性） 

 政府及びその関連部門が外商投資に関わる規範

性文書を制定する場合、国務院の規定に基づいて合

法性の審査を実施しなければならない。 

 外国投資者、外商投資企業が、行政行為が根拠と

する国務院部門及び地方人民政府及びその部門が

制定した規範性文書を違法であると考え、法に基づ

き行政行為に対して行政再議を申請するかまたは

行政訴訟を起こす場合、併せて当該規範性文書の審

査を請求することができる。 

第二十七条 

外商投资法第二十五条所称政策承诺，是指地

方各级人民政府及其有关部门在法定权限内，就外

国投资者、外商投资企业在本地区投资所适用的支

持政策、享受的优惠待遇和便利条件等作出的书面

承诺。政策承诺的内容应当符合法律、法规规定。

第 27 条（政策承諾） 

 外商投資法第 25 条でいうところの政策承諾と

は、地方各級人民政府及びその関連部門が法定の権

限内で、外国投資者、外商投資企業が当該地区で投

資する際に適用する支援政策、享受する優遇待遇及

び利便性の条件等について行う書面の承諾を指す。

政策承諾の内容は、法律法規の規定に合致していな

ければならない。 
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第二十八条 

地方各级人民政府及其有关部门应当履行向

外国投资者、外商投资企业依法作出的政策承诺以

及依法订立的各类合同，不得以行政区划调整、政

府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替等

为由违约毁约。因国家利益、社会公共利益需要改

变政策承诺、合同约定的，应当依照法定权限和程

序进行，并依法对外国投资者、外商投资企业因此

受到的损失及时予以公平、合理的补偿。 

第 28 条（政策承諾の遵守義務） 地方各級人民政

府及びその関連部門は、外国投資者、外商投資企業

に対して法に基づき実施する政策承諾及び法に基

づき締結する各種契約を履行しなければならず、不

得以行政区分の調整、政府陣容の交代、機構または

職能の調整、関連の責任者の交代等を理由に違約し

たり約定を破棄したりしてはならない。国家の利

益、社会公共の利益のために政策承諾や契約の約定

を変更する必要がある場合、法定の権限及び手順に

従って実施するものとし、それにより外国投資者、

外商投資企業が受けた損失について、法に基づき適

時、公平かつ合理的に補償しなければならない。 

第二十九条 

县级以上人民政府及其有关部门应当按照公

开透明、高效便利的原则，建立健全外商投资企业

投诉工作机制，及时处理外商投资企业或者其投资

者反映的问题，协调完善相关政策措施。 

国务院商务主管部门会同国务院有关部门建

立外商投资企业投诉工作部际联席会议制度，协

调、推动中央层面的外商投资企业投诉工作，对地

方的外商投资企业投诉工作进行指导和监督。县级

以上地方人民政府应当指定部门或者机构负责受

理本地区外商投资企业或者其投资者的投诉。 

国务院商务主管部门、县级以上地方人民政府

指定的部门或者机构应当完善投诉工作规则、健全

投诉方式、明确投诉处理时限。投诉工作规则、投

诉方式、投诉处理时限应当对外公布。 

第 29 条（苦情処理メカニズムの整備） 

 県級以上の人民政府及びその関連部門は、公開

性、透明性、高効率、利便性の原則に従って、外商

投資企業の苦情処理メカニズムを構築して整備し、

外商投資企業またはその投資者から寄せられた問

題を速やかに処理して、関連の政策措置を調整、改

善しなければならない。 

国務院商務主管部門は、国務院関連部門と共同

で、外商投資企業の苦情処理に関する部門間連絡会

議制度を構築し、中央レベルの外商投資企業の苦情

処理の調整、推進を行い、地方の外商投資企業の苦

情処理に対する指導や監督を実施するものとする。

県級以上の地方人民政府は、部門または機構を指定

し、自地区の外商投資企業またはその投資者からの

苦情の受理に責を負わなければならない。 

国務院商務主管部門、県級以上の地方人民政府が

指定した部門または機構は、苦情処理作業の規則を

整備し、苦情処理の方法を改善し、苦情処理の期限

を明確にしなければならない。苦情処理作業の規

則、処理方法、処理期限は、対外的に公表しなけれ

ばならない。 

第三十条 

外商投资企业或者其投资者认为行政机关及

其工作人员的行政行为侵犯其合法权益，通过外商

投资企业投诉工作机制申请协调解决的，有关方面

进行协调时可以向被申请的行政机关及其工作人

第 30 条（苦情処理メカニズムの利用） 

外商投資企業またはその投資者は、行政機関及び

その職員の行政行為がその合法的権益を侵してい

ると見なす場合、外商投資企業苦情処理メカニズム

を通じて調整、解決を申請することができ、関係者
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员了解情况，被申请的行政机关及其工作人员应当

予以配合。协调结果应当以书面形式及时告知申请

人。 

外商投资企业或者其投资者依照前款规定申

请协调解决有关问题的，不影响其依法申请行政复

议、提起行政诉讼。 

は、調整を行う際に、申請された行政機関及びその

職員に対して状況を把握することができる。申請さ

れた行政機関及びその職員はこれに協力しなけれ

ばならない。調整の結果は、書面形式で速やかに申

請人に告知するものとする。 

 外商投資企業またはその投資者が前項規定に基

づき関連問題の調整、解決を申請する場合も、法に

基づき行政再議を申請したり、行政訴訟を起こすこ

とには影響を及ぼさない。 

第三十一条 

对外商投资企业或者其投资者通过外商投资

企业投诉工作机制反映或者申请协调解决问题，任

何单位和个人不得压制或者打击报复。 

除外商投资企业投诉工作机制外，外商投资企业或

者其投资者还可以通过其他合法途径向政府及其

有关部门反映问题。 

第 31 条（苦情処理メカニズムの報復禁止） 

外商投資企業またはその投資者が外商投資企業

苦情処理メカニズムを通じて提出または調整を申

請した問題については、如何なる単位や個人も、抑

圧したり報復したりしてはならない。 

 外商投資企業苦情処理メカニズムに加えて、外商

投資企業またはその投資者は、その他の合法的なル

ートを通じて政府及びその関連部門に問題を提起

することもできる。 

第三十二条 

外商投资企业可以依法成立商会、协会。除法

律、法规另有规定外，外商投资企业有权自主决定

参加或者退出商会、协会，任何单位和个人不得干

预。 

商会、协会应当依照法律法规和章程的规定，

加强行业自律，及时反映行业诉求，为会员提供信

息咨询、宣传培训、市场拓展、经贸交流、权益保

护、纠纷处理等方面的服务。 

国家支持商会、协会依照法律法规和章程的规

定开展相关活动。 

第 32 条（商工会議所、商会の設立） 

外商投資企業は、法に基づき商工会議所、協会を

設立することができる。法律、法規で別途規定する

場合を除き、外商投資企業は商工会議所、協会への

参加または退出を自主的に決定する権利を有し、如

何なる単位や個人も、これに介入してはならない。

 商工会議所、協会は、法律法規及び定款の規定に

基づき、産業の自律を強化し、適時業界の要求を反

映し、会員に情報コンサルティング、宣伝及び研修、

市場開拓、経済及び貿易の交流、権益の保護、争議

の処理等の分野のサービスを提供しなければなら

ない。 

 国家は、商工会議所、協会が法律法規や定款の規

定に基づいて関連の活動を実施することを支援す

る。 

第四章 投资管理 第 4 章 投資の管理 

第三十三条 

负面清单规定禁止投资的领域，外国投资者不

得投资。负面清单规定限制投资的领域，外国投资

者进行投资应当符合负面清单规定的股权要求、高

第 33 条（ネガティブリスト規定の遵守） 

外国投資者は、ネガティブリストが投資の禁止を

規定する領域に投資してはならない。外国投資者

が、ネガティブリストが投資の制限を規定する領域
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级管理人员要求等限制性准入特别管理措施。 に投資する場合、ネガティブリストが規定する持分

要求、高級管理職の要求等の制限付き参入特別管理

措置に合致しなければならない。 

第三十四条 

有关主管部门在依法履行职责过程中，对外国

投资者拟投资负面清单内领域，但不符合负面清单

规定的，不予办理许可、企业登记注册等相关事项；

涉及固定资产投资项目核准的，不予办理相关核准

事项。 

有关主管部门应当对负面清单规定执行情况

加强监督检查，发现外国投资者投资负面清单规定

禁止投资的领域，或者外国投资者的投资活动违反

负面清单规定的限制性准入特别管理措施的，依照

外商投资法第三十六条的规定予以处理。 

第 34 条（ネガティブリストの執行管理） 

関連主管部門が法に基づき職責を履行する過程

において、外国投資者がネガティブリスト内の領域

に投資しようとしているがネガティブリストの規

定に合致しない場合、許可を与えたり、企業の登録

登記等の関連事項の手続を行ってはならない。固定

資産投資プロジェクトの承認に関連する場合、関連

の承認項目の処理を行ってはならない。 

 関連主管部門は、ネガティブリストが執行状況に

対する監督検査の強化を規定している分野におい

て、ネガティブリストが投資の禁止を規定する領域

に外国投資者が投資しようとしていることを発見

した場合、または外国投資者の投資活動が、ネガテ

ィブリストが規定する制限付き参入特別管理措置

に違反していることを発見した場合、外商投資法第

36 条の規定に基づき処理しなければならない。 

第三十五条 

外国投资者在依法需要取得许可的行业、领域

进行投资的，除法律、行政法规另有规定外，负责

实施许可的有关主管部门应当按照与内资一致的

条件和程序，审核外国投资者的许可申请，不得在

许可条件、申请材料、审核环节、审核时限等方面

对外国投资者设置歧视性要求。 

负责实施许可的有关主管部门应当通过多种

方式，优化审批服务，提高审批效率。对符合相关

条件和要求的许可事项，可以按照有关规定采取告

知承诺的方式办理。 

第 35 条（内外同条件審査） 

外国投資者が法に基づき許可を取得する必要の

ある産業、領域に投資する場合、法律、行政法規が

別途規定を有する場合を除き、許可の実施に責を負

う関連主管部門は、内資と同じ条件及び手順に従っ

て外国投資者の許可申請を審査するものとし、許可

条件、申請資料、審査のレベル、審査期間等の面で

外国投資者に差別的な要求を設けてはならない。 

 許可の実施に責を負う関連主管部門は、様々な方

法により、審査批准サービスを最適化し、審査批准

効率を高めるものとする。関連の条件及び要求に合

致する許可事項は、関連規定に基づき告知と承諾の

方法を採用して処理することができる。 

第三十六条 

外商投资需要办理投资项目核准、备案的，按

照国家有关规定执行。 

第 36 条（プロジェクトの承認、届出手順） 

外商投資が投資プロジェクトの承認、届出手続を

必要とする場合、国家の関連規定に基づいて執行す

る。 

第三十七条 

外商投资企业的登记注册，由国务院市场监督

第 37 条（外商投資の登録登記） 

外商投資企業の登録登記は、国務院市場監督管理
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管理部门或者其授权的地方人民政府市场监督管

理部门依法办理。国务院市场监督管理部门应当公

布其授权的市场监督管理部门名单。 

外商投资企业的注册资本可以用人民币表示，

也可以用可自由兑换货币表示。 

部門またはその授権を受けた地方人民政府市場監

督管理部門が法に基づき取り扱う。国務院市場監督

管理部門は、授権した市場監督管理部門の名簿を公

表しなければならない。 

 外商投資企業の登録資本金は、人民元で表示する

ことも、自由に交換可能な通貨で表示することもで

きる。 

第三十八条 

外国投资者或者外商投资企业应当通过企业

登记系统以及企业信用信息公示系统向商务主管

部门报送投资信息。国务院商务主管部门、市场监

督管理部门应当做好相关业务系统的对接和工作

衔接，并为外国投资者或者外商投资企业报送投资

信息提供指导。 

第 38 条（企業信用情報公示システム） 

外国投資者または外商投資企業は、企業登記シス

テム及び企業信用情報公示システムを通じて商務

主管部門に投資情報を提出しなければならない。国

務院商務主管部門、市場監督管理部門は、関連の業

務システムの接続及び業務の連携を良好に実施し、

併せて外国投資者または外商投資企業の投資情報

提出に対しガイダンスを提供しなければならない。

第三十九条 外商投资信息报告的内容、范围、频

次和具体流程，由国务院商务主管部门会同国务院

市场监督管理部门等有关部门按照确有必要、高效

便利的原则确定并公布。商务主管部门、其他有关

部门应当加强信息共享，通过部门信息共享能够获

得的投资信息，不得再行要求外国投资者或者外商

投资企业报送。 

外国投资者或者外商投资企业报送的投资信

息应当真实、准确、完整。 

第 39 条（外商投資情報の報告） 

外商投資情報の報告内容、範囲、頻度及び具体的

な手順は、国務院商務主管部門が国務院市場監督管

理部門等の関連部門と共同で、確たる必要性、高効

率、利便性の原則に従って確定し、公布する。商務

主管部門、その他の関連部門は、情報共有を強化し、

部門間の情報共有により取得し得る投資情報につ

いては、再度外国投資者または外商投資企業に提出

を求めないものとする。 

 外国投資者または外商投資企業が提出する投資

情報は、真実、正確、完全でなければならない。 

第四十条 

国家建立外商投资安全审查制度，对影响或者

可能影响国家安全的外商投资进行安全审查。 

第 40 条（国家の安全審査実施） 

国家は、外商投資安全審査制度を確立し、国家の

安全に影響を及ぼす、または影響を及ぼす可能性の

ある外商投資に対して安全審査を実施する。 

第五章 法律责任 第 5 章 法的責任 

第四十一条 

政府和有关部门及其工作人员有下列情形之

一的，依法依规追究责任： 

（一）制定或者实施有关政策不依法平等对待外商

投资企业和内资企业； 

（二）违法限制外商投资企业平等参与标准制定、

修订工作，或者专门针对外商投资企业适用高于强

第 41 条（政府の法的責任） 

政府、関連部門及びその職員が以下の状況のうち

ひとつに該当する場合、法律法規に基づいて、責任

を追及するものとする。 

（1）関連の政策を制定または実施する際に、不法

律どおりに外商投資企業と内資企業を平等に扱わ

ない。 
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制性标准的技术要求； 

（三）违法限制外国投资者汇入、汇出资金； 

（四）不履行向外国投资者、外商投资企业依法作

出的政策承诺以及依法订立的各类合同，超出法定

权限作出政策承诺，或者政策承诺的内容不符合法

律、法规规定。 

（2）外商投資企業が平等に基準の制定、改訂作業

に参画することを違法に制限した、または、外商投

資企業だけに強制性基準を上回る技術要求を適用

した。 

（3）外国投資者の資金の送金、着金を違法に制限

した。 

（4）外国投資者、外商投資企業に対して法に基づ

き実施する政策承諾及び法に基づき締結する各種

契約を履行していない、法定権限を逸脱して政策承

諾を行っている、または、政策承諾の内容が法律法

規の規定に合致していない。 

第四十二条 

政府采购的采购人、采购代理机构以不合理的

条件对外商投资企业实行差别待遇或者歧视待遇

的，依照政府采购法及其实施条例的规定追究其法

律责任；影响或者可能影响中标、成交结果的，依

照政府采购法及其实施条例的规定处理。 

政府采购监督管理部门对外商投资企业的投

诉逾期未作处理的，对直接负责的主管人员和其他

直接责任人员依法给予处分。 

第 42 条（外資差別待遇への罰則） 

政府調達の購買者、購買代理機構が、不合理な条

件で外商投資企業に差別待遇または差別的な扱い

をした場合、政府調達法及びその実施条例の規定に

基づき法的責任を追及する。落札、取引結果に影響

を及ぼす場合、または影響を及ぼす可能性がある場

合、政府調達法及びその実施条例の規定に基づいて

処理する。 

 政府調達監督管理部門が外商投資企業の苦情に

ついて期限を過ぎても処理しない場合、直接責を負

う主管人員及びその他の直接責任者に対し、法に基

づき処分を与える。 

第四十三条 行政机关及其工作人员利用行政手

段强制或者变相强制外国投资者、外商投资企业转

让技术的，对直接负责的主管人员和其他直接责任

人员依法给予处分。 

第 43 条（技術移転強制への処分） 

行政機関及びその職員が、行政手段を利用して、

外国投資者、外商投資企業に技術の譲渡を強制した

り、形を変えて強制した場合、直接責を負う主管人

員及びその他の直接責任者に対し、法に基づき処分

を与える。 

第六章 附  则 第 6 章 付則 

第四十四条 

外商投资法施行前依照《中华人民共和国中外

合资经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、

《中华人民共和国中外合作经营企业法》设立的外

商投资企业（以下称现有外商投资企业），在外商

投资法施行后 5 年内，可以依照《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》等法律的

规定调整其组织形式、组织机构等，并依法办理变

第 44 条（新法適用推進と 5年の経過措置） 

外商投資法の施行前に、『中華人民共和国中外合

弁経営企業法』、『中華人民共和国外資企業法』、『中

華人民共和国中外合作経営企業法』に基づき設立さ

れた外商投資企業（以下、既存外商投資企業と称す

る）は、外商投資法施行後 5 年以内に、『中華人民

共和国会社法』、『中華人民共和国パートナー企業

法』等の法律の規定に基づいてその組織形式、組織
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更登记，也可以继续保留原企业组织形式、组织机

构等。 

自 2025 年 1 月 1 日起，对未依法调整组织形

式、组织机构等并办理变更登记的现有外商投资企

业，市场监督管理部门不予办理其申请的其他登记

事项，并将相关情形予以公示。 

構造等を調整し、法に基づき変更登記を行うこと

も、引続き元の企業の組織形態、組織構造等を留保

することもできる。 

 2025 年 1 月 1 日より、法に基づく組織形態、組

織構造の調整を行っておらず、変更登記をしていな

い既存外商投資企業に対しては、市場監督管理部門

が、同社の申請するその他の登記事項の手続を行わ

ず、関連の状況を公示する。 

第四十五条 

现有外商投资企业办理组织形式、组织机构等

变更登记的具体事宜，由国务院市场监督管理部门

规定并公布。国务院市场监督管理部门应当加强对

变更登记工作的指导，负责办理变更登记的市场监

督管理部门应当通过多种方式优化服务，为企业办

理变更登记提供便利。 

第 45 条（新法による登記変更作業） 

既存外商投資企業の組織形態、組織構造等の登記

変更の具体的な事項は、国務院市場監督管理部門が

規定して公布する。国務院市場監督管理部門は、登

記変更作業に対する指導を強化するものとし、登記

変更手続きに責を負う市場監督管理部門は、様々な

方法によりサービスを最適化し、企業に対して登記

変更手続きの利便性を提供しなければならない。 

第四十六条 

现有外商投资企业的组织形式、组织机构等依

法调整后，原合营、合作各方在合同中约定的股权

或者权益转让办法、收益分配办法、剩余财产分配

办法等，可以继续按照约定办理。 

第 46 条（既存契約の有効性継続） 

既存外商投資企業の組織形態、組織構造等を法に

基づき調整した後、元の合弁、合作の各方が契約で

約定した持分または権益譲渡方法、収益分配弁法、

余剰財産の分配方法等は、引続き約定に照らして処

理することができる。 

第四十七条 

外商投资企业在中国境内投资，适用外商投资

法和本条例的有关规定。 

第 47 条（外資系企業の国内投資） 

外商投資企業が中国国内で投資する場合、外商投

資法及び本条例の関連規定を適用する。 

第四十八条 

香港特别行政区、澳门特别行政区投资者在内

地投资，参照外商投资法和本条例执行；法律、行

政法规或者国务院另有规定的，从其规定。 

台湾地区投资者在大陆投资，适用《中华人民

共和国台湾同胞投资保护法》（以下简称台湾同胞

投资保护法）及其实施细则的规定；台湾同胞投资

保护法及其实施细则未规定的事项，参照外商投资

法和本条例执行。 

定居在国外的中国公民在中国境内投资，参照

外商投资法和本条例执行；法律、行政法规或者国

务院另有规定的，从其规定。 

第 48 条（香港、マカオ、台湾地区への適用） 

 香港特別行政区、マカオ特別行政区の投資者が内

地で投資する場合、外商投資法及び本条例を参照し

て執行する。法律、行政法規または国務院が別途規

定を有する場合は、かかる規定に従う。 

 台湾地区の投資者が大陸で投資する場合、『中華

人民共和国台湾同胞投資保護法』（以下、台湾同胞

投資保護法と称する）及びその実施細則の規定に従

う。台湾同胞投資保護法及びその実施細則に規定が

ない事項については、外商投資法及び本条例を参照

して執行する。 

 国外に定住する中国国民が中国国内に投資する

場合、外商投資法及び本条例を参照して執行する。
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法律、行政法規または国務院が別途規定を有する場

合は、かかる規定に従う。 

第四十九条 

本条例自 2020 年 1 月 1 日起施行。《中华人民

共和国中外合资经营企业法实施条例》、《中外合资

经营企业合营期限暂行规定》、《中华人民共和国外

资企业法实施细则》、《中华人民共和国中外合作经

营企业法实施细则》同时废止。 

2020年 1月 1日前制定的有关外商投资的规定

与外商投资法和本条例不一致的，以外商投资法和

本条例的规定为准。 

第 49 条（本条例施行と旧条例などの廃止） 

本条例は 2020 年 1 月 1日より施行する。それに

伴い、『中華人民共和国中外合弁経営企業法実施条

例』、『中外合弁経営企業合弁期限暫定規定』、『中華

人民共和国外資企業法実施細則』、『中華人民共和国

中外合作経営企業法実施細則』は廃止する。 

 2020 年 1 月 1 日以前に制定された外商投資に関

する規定と外商投資法及び本条例が一致しない場

合、外商投資法及び本条例の規定に準ずる。 
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