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ⅠⅠ  全全人人代代レレベベルル 

   

ⅡⅡ 国国務務院院レレベベルル 

   

ⅢⅢ  中中央央行行政政部部門門レレベベルル 

一一  「「中中国国人人民民銀銀行行にによよるる企企業業銀銀行行口口座座許許可可のの廃廃止止にに関関すするる通通知知」」  

（原文「中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知」） 

銀発［2019］41号、中国人民銀行 2019年 2月 12日公布、2019年 2月 25日施行 

 これまで中国では、企業が銀行で基本預金口座及び臨時預金口座（以下「基本預金口座等」と総称する）の開設等

をする場合、中国人民銀行の審査確認を受け、許可を取得する必要があった
1
。しかし、国務院常務会議は、2018 年

12 月 24 日に、試験施行
2
を行った上で、2019 年末までに、企業法人、法人でない企業、個人商工業者（以下「企業

等」と総称する）の基本預金口座等に関する業務に対する審査確認を届出に変更し、企業の銀行口座開設許可制度

の廃止を決定した
3
。当該決定を受け、中国人民銀行は、2019年 2月 12日に「企業銀行口座許可の廃止に関する決

定」を公布し、2019年 2月 25日から全国で段階的に銀行口座開設許可制度を廃止し、企業等の基本預金口座等に

関する業務に対する審査確認を届出に変更することとした。本通知は、上記銀行口座開設許可制度の廃止及び届出

制への変更につき具体的に規定するものである。本通知の主な内容は以下のとおりである。 

 

1. 銀行口座開設許可制度の廃止及びスケジュール 

本通知によれば、中国国内に設立された企業等による銀行での基本預金口座等に関する業務に対して、審査確

認制から届出制へ変更し、中国人民銀行は口座開設許可証を発行しないと規定されている。そのスケジュールは、

2019年 2月 25日より、試験施行を行った江蘇省泰州市及び浙江省台州市から江蘇省及び浙江省の全域に拡大し、

その他の各省（区、市）は、2019年末までに上記許可制度を廃止するとされている（2条）。 

                                                      
1
 「人民元銀行口座決済管理規則」6条 

2
 中国人民銀行は、2018年 6月 11日より、江蘇省泰州市及び浙江省台州市において企業の銀行口座開設許可制度の廃止に関する試験施行を行うことを決

定した（「中国人民銀行による企業銀行口座開設許可証の発行の取消のテスト施行に関する通知」）。 
3
 http://www.gov.cn/premier/2018-12/24/content_5351724.htm 
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2. 届出制への変更後の管理制度 

本通知によれば、銀行口座開設許可制度の廃止後、企業等の基本預金口座等の開設、変更、抹消及び口座の管

理は、本通知の付属文書 1 である「企業銀行決済口座管理規則」（以下「管理規則」という）に従い執行するとされて

いる（4条）。管理規則によれば、銀行は、企業の銀行決済口座の合法性について主体責任を負い（管理規則 5条）、

口座開設申請書類を審査し（管理規則 8 条）、直面やテレビ等の方法を通じて、企業の法定代表者等に口座開設の

希望を確認しなければならない（管理規則 10 条）と規定されている。また、銀行は、企業のために基本預金口座等を

開設した場合、当日中に人民元銀行決済口座管理システムを通じて現地の中国人民銀行の分支機構に届出を行

い、かつ 2 営業日以内に口座開設に関する資料の写しを当該分支機構に提出しなければならないと規定されている

（管理規則 15条）。 

上記のほか、管理規則は、口座の開設、変更、抹消、使用、リスク管理、監督検査等を規定した。 

 

3. 届出制の実施の準備 

本通知は、中国人民銀行の各省レベルの分支機構が、制度の改正等の業務上の準備、技術上の準備、事故発生

時の緊急対応措置上の準備等を行うことを要求している。緊急対応措置については、本通知の付属文書 3である「企

業銀行決済口座業務緊急対応計画」が、突発事故の等級判定基準、緊急対応処置の原則及び措置を詳細に規定し

た。 

（全 6条） 

二二  「「外外商商投投資資をを奨奨励励すするる産産業業のの目目録録（（意意見見募募集集稿稿））」」  

（原文「鼓励外商投资产业目录（征求意见稿）」） 

国家発展改革委員会・商務部、2019年 2月 1日公布 

 外資を活用する新しい情勢に適応し、外商投資産業及び地域産業構造を改善するため、国家発展改革委員会及

び商務部は、現行の「外商投資産業指導目録（2017 年版）」
4
における外商投資を奨励する全国版の産業の目録及

び「中西部地区外商投資優位産業目録（2017 年版）」
5
を改正するとともに、両目録を一つの目録の中で併記する形

で統合し、新たな「外商投資を奨励する産業の目録（意見募集稿）」（以下「本意見募集稿」という）を公布した。便宜

上、全国版の奨励類の目録を「全国版奨励類目録」といい、中西部地区における外商投資優位産業の目録を「中西

部優位産業目録」という。なお、本意見募集稿は、2019 年 3 月 2 日まで意見募集期間中であるため、正式に制定さ

れるまで法的拘束力はない。 

 今回の改正では、全国版奨励類目録において列挙される項目の数は、2017年版の 348項目から 402項目に増加

し、中西部優位産業目録において列挙される項目の数は、2017年版の 639項目から 682項目に増加している。その

中で、特に注目される内容は、主に以下のとおりである。 

 

1. 全国版奨励類目録についての改正
6
 

                                                      
4 本ニュースレターNo.256（2017年 7 月 14日発行）ご参照。その後制定された「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2018年版）」においては、ネ

ガティブリストとして制限類及び禁止類のみが規定され、奨励類については「外商投資産業指導目録（2017年版）」以降、改正は行われてこなかった。 
5 本ニュースレターNo.248(2017年 3月 17日発行)ご参照 
6
 奨励類に属する事業に係る外商投資プロジェクトついては、(i)投資総額の範囲内で自社用設備を輸入する際に、当該設備について関税の免除措置を受ける

ことができることや（「税関総署公告 2008 年第 103 号」）、(ii)優先的に土地の提供を受け、またその価格についても有利な条件を享受できる場合があること

（「対外開放の拡大及び外資の積極利用における若干措置に関する通知」）等の優遇措置の対象になる。 
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今回の全国版奨励類目録において、食品、紡織、化学原料、医薬、設備製造等の領域をカバーする製造業分野で

は、ロボット及び工業ロボットのシステム、自動車用動力蓄電池、スマートカーの基幹部品の製造や、自動運転及びコ

ネクテッドカーに関連する自動車電子装置の製造及び研究、新エネルギー車用の熱管理システム、集中式ブレーキ

システムの製造、量子及び脳型等の新型コンピューターシステムの製造等が追加されている。この改正には、ハイテ

ク分野での外商投資を促進する目的があると思われる。 

また、エネルギーを節約し、資源を総合的に利用し、かつ環境汚染を防止するため、土壌汚染の処理及び回復設

備、余熱・余圧・余気の利用設備、節水工業設備の製造、天然ガス分散式エネルギーステーション等の建設及び経

営等の項目も全国版奨励類目録に加えられた。 

さらに、中国の電子商取引が発展している現状に鑑み、電子商取引システムの開発及び応用や、速達サービス関

連の科学技術設備、並びに環境負荷が少ない包装の研究及び応用が新たに追加された。 

 

2. 中西部優位産業目録についての改正
7
 

今回の中西部優位産業目録の改正趣旨は、地方の特色ある資源等の優位性の発揮を重視し、中西部地区及び

東部地区が国際及び東部地区の外資産業を引き受けることを支持し、「一帯一路」沿線国との連携を強化することに

ある。 

今回の中西部優位産業目録においては、越境電子商取引小売センター及び大口商品輸出入仕分け物流センター

の建設（チベット自治区、陜西省、新疆自治区、黒龍江省、河南省、海南省）、健康医療観光の開発（広西自治区、河

南省、湖南省）、スマートフォン、タブレットパソコン等のスマート端末製品及び基幹部品の技術開発及び生産（四川

省、海南省）、宇宙飛行関連設備の製造（海南省）、太陽光発電システム集積技術の開発応用（青海省）等が追加さ

れている。 

なお、2017 年版の中西部優位産業目録においては、いくつかの項目において「中国側の持分支配」、「合弁、合作

に限定」という制限が付けられていたが、今回の中西部優位産業目録では、このような制限は削除されている。 

三三  「「独独占占合合意意行行為為のの禁禁止止にに関関すするる規規定定（（意意見見募募集集稿稿））」」  

（原文「禁止垄断协议行为的规定（征求意见稿）」 

国家市場監督管理総局、2019年 1月 3日公布 

 国家市場監督管理総局は、2019 年 1 月 3 日、独占合意行為の禁止に関する規定（意見募集稿）を公布し、2019

年 2 月 3 日まで意見募集を行った。本意見募集稿は、あくまで意見募集稿であり、法令として制定されるまでは法的

拘束力を有しない。 

 

1.  本意見募集稿の背景 

独占合意に関する規定は、価格に関するものは国家発展改革委員会により、価格以外に関するものは旧国家工

商総局により、それぞれ別々に定められいる
8
。2018 年国務院組織改革により、国家市場監督管理総局が新設され

た。国家市場監督管理総局には、国家工商行政管理総局の権限、国家発展改革委員会の独禁法執行権限が統合さ

                                                      
7
 中西部における優位産業に係る外商投資プロジェクトについては、2011 年 1月 1日から 2020 年 12月 31 日までの期間に設立される優位産業企業に対し

て企業所得税の 15％の減税が認められる（「西部大開発戦略を深く掘り下げて実施する際の企業所得税に係る問題に関する公告」）等の優遇措置の対象とな

る。 
8
 ①価格に関するカルテルについては国家発展改革委員会により制定された反価格カルテル規定、反価格カルテル行政執行手続規定が、②価格以外のカル

テルについては、旧国家工商総局により制定された独占合意行為の禁止に関する規定、独占合意・市場支配的地位濫用案件手続規定等が制定されている。 
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れている。これにより、国家市場監督管理総局が、価格に関するものであるか否かにかかわらず、独占合意につき執

行権限を有することになった。そこで、独占合意に関し、統一的な規定を定めることを企図したのが、本意見募集稿で

ある。本意見募集稿の内容は、基本的に従前の規定を踏襲・整理するものであるが、そのうち特筆すべき点は以下

の通りである。 

 

2. セーフハーバー制度 

本意見募集稿は、独占合意に関するセーフハーバーを定めている。セーフハーバー制度については、従前の規定

には定められていない点で特徴的である。 

競争関係にある事業者間の独占合意については、価格カルテル、生産・販売数量カルテル等、本意見募集稿で列

挙されている類型に該当せず、合意に参加する事業者の市場シェア合計が 15％を越えない場合には、当該合意が

競争を排除し又は制限することを証明する証拠がある場合を除き、競争制限効果を有しないものと推定されるものと

されている（14条）。 

垂直関係にある事業者間の独占合意については、再販売価格拘束等、本意見募集稿で列挙されている類型に該

当せず、合意に参加する事業者の市場シェアがいずれも 25％を越えない場合には、当該合意が競争を排除し又は

制限することを証明する証拠がある場合を除き、競争制限効果を有しないものと推定されるものとされている（14

条）。 

 

3.  リニエンシー制度 

リニエンシー制度とは、独占合意につき、事業者が主体的に当局に対して報告し、調査に協力することを通じて、処

罰の減免を求める制度である。リニエンシーについては、独占合意・市場支配的地位濫用案件手続規定 20 条、反価

格カルテル行政執行手続規定 14条にも規定がある。 

もっとも、本意見募集稿では、リニエンシー申請の時点につき明確化している。すなわち、リニエンシー申請は、行

政処罰告知前まで行うことができるものとされている（38 条 1 項）。リニエンシー申請による処罰減免の内容について

は、反価格カルテル行政執行手続規定 14 条ではリニエンシーの順位ごとに具体的な減免内容が定められているの

に対し、本意見募集稿では、報告順序、提供した証拠の重要度、独占合意の組成、実施に関する状況等に応じて決

するとの規定がなされている（38条 2項）。 

（全 45条） 

ⅣⅣ  司司法法解解釈釈 

   

ⅤⅤ  地地方方レレベベルル 

   

ⅥⅥ  そそのの他他 
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tokyo-sec@mhmjapan.com 

BEIJING 

北京市朝陽区東三環北路5号 

北京発展大厦3階 100004 

TEL ： 86-10-6590-9292 

FAX ： 86-10-6590-9290 

beijing@mhmjapan.com 

SHANGHAI 

上海市浦東新区陸家嘴環路1000号 

恒生銀行大厦6階 200120 

TEL ： 86-21-6841-2500 

FAX ： 86-21-6841-2811 

shanghai@mhmjapan.com

 

 
www.mhmjapan.com 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(当事務所に関するお問い合わせ) 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
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