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今回は、「技術輸出入管理条例」及び「中外合弁企業法実施条例」が改正されたため、これをトピックとして取り上げ速報

します。  

ⅠⅠ  トトピピッックク 

一一 「「国国務務院院にによよるる一一部部のの行行政政法法規規のの改改正正にに関関すするる決決定定（（22001199））」」    

（原文「国务院关于修改部分行政法规的决定(2019)」） 

国令 709号、国務院、2019年 3月 2日公布、同日施行 

  2019年 3月 2日、国務院は、「国務院による一部の行政法規の改正に関する決定」を公布し、49の行政法規に対

する改正を行った。そのうち、「技術輸出入管理条例」（以下「本条例」という）及び「中外合弁企業法実施条例」におけ

る技術移転に関連する規定で、中国国内のライセンシーの利益を保護する規定が削除された点が注目される。特

に、技術輸入契約に係る①第三者の権利侵害責任に関するライセンサーの保証義務（本条例 24条 3項）、②改良技

術のライセンシーへの帰属（本条例 27 条）に関する規定が削除されたことにより、契約当事者はこれらの事項につい

て自由に決定できることになる。ただし、ライセンサーによる提供技術の完全性等の保証義務（本条例 25 条
1
）は残さ

れている。 

改正の背景は以下のとおりである。中国がWTOに加盟した後の 2002年から施行された本条例においては、外国

から技術ライセンスを受ける際に、中国国内のライセンシーの利益を保護する規定が定められていたため、中国国内

企業に比べ外国企業が差別的に扱われているとして米国等から問題視されていた
2
。そのような批判及び米国との貿

易摩擦における交渉を受け、2019年 3月 15日に制定された「外商投資法」
3
は自由意思の原則に基づく技術協力の

奨励、技術譲渡の強要の禁止や平等な協議による技術協力条件の確定等を規定した
4
。今回、この外商投資法の規

定に合わせるために、本条例及び「中外合弁企業法実施条例」が改正された。 

その具体的な改正の内容は、以下のとおりである。 

 

                                                      
1 「技術輸出入管理条例」25 条 技術輸入契約の供与側は、その供与する技術が完全で、瑕疵がなく、有効であり、契約に定めた技術目標を達成できることを

保証しなければならない。 
2
 2018年 3月 22日に公表された米国通商代表部（USTR）による 1974年通商法 301条の調査報告書による。 

3
 本ニュースレターNo.298（2019年 3月 18日発行）をご参照ください。 

4 「外商投資法」22 条 2 項 国は、外商投資の過程において、自由意思の原則及びビジネスルールに基づき技術協力を実施することを奨励する。技術協力の

条件は、投資する各当事者の公平原則に基づく平等な協議により確定するものとする。行政機関及びその職員は、行政手段により技術譲渡を強制してはなら

ない。 

Ⅰ 全人代レベル 

Ⅱ 国務院レベル 

Ⅲ 中央行政部門レベル 

Ⅳ 司法解釈 

Ⅴ 地方レベル 

Ⅵ その他 

2019年 3 月 28日 ｜ No.299 ※月２回発行 

 

中中国国最最新新法法令令  <<  速速報報  >>     
 

http://www.mhmjapan.com/ja/practices/international-practice/china.html
http://www.mhmjapan.com/ja/practices/international-practice/china.html
http://www.mhmjapan.com/
http://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/512.html
http://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/541.html
http://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/544.html
http://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/569.html


森・濱田松本法律事務所 中国プラクティスグループ 

森・濱田松本法律事務所 中国プラクティスグループ 

2019年 3月 28日 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますよう 

お願い申し上げます。                                          © 2019 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. - 2 -  

中国最新法令 < 速報 > 第 299号                                 Mori Hamada & Matsumoto 

                                                    
 

 
 
                                                        

1. 第三者の権利侵害責任に関するライセンサー保証義務の削除 

改正前の本条例 24条 3項においては、ライセンサーは、ライセンシーが許諾技術の使用により第三者の権利を侵

害した場合に責任を負うとの規定が定められていた。しかし、この点について、「契約法」353 条は、原則ライセンサー

が責任を負うとしつつ、当事者が別途契約で定めた場合を除くという例外を認めている。当事者の意思自治原則に反

する本条例の規定が削除されることにより、技術の使用により第三者の権利を侵害した場合の責任負担について、

「契約法」の規定を適用し、当事者間で自由に決定することが可能になる。 

 

削除された本条例 24条 3項 契約法 353条 

技術輸入契約の受入側が供与側の供与

した技術を契約の定めに従って使用し、第

三者の合法的権益を侵害した場合、供与側

が責任を負う。 

譲受人が契約の定めに従い特許を実施し、技

術秘密を使用し、他人の合法的権益を侵害するこ

とになった場合は、譲渡人が責任を負う。但し、当

事者が別途契約で定めた場合を除く。 

 

2. 改良技術のライセンシーへの帰属規定の削除 

改正前の本条例 27 条においては、技術改良の成果は改良側（すなわち、ライセンシー）に帰属するとされていた

が、これは当事者の意思自治原則に基づく「契約法」354 条の規定と抵触していた。今回の改正により、当該規定が

削除されたため、外国企業は、許諾技術を改良した技術成果の帰属について、「契約法」に基づき、中国企業との協

議で決定することができる。 

 

削除された本条例 27条 契約法 354条 

技術輸入契約の有効期間内において、技

術改良の成果は改良側に属する。 

当事者は、互恵の原則に従い、技術譲渡契約

において、特許の実施又は技術秘密の使用にお

いて後続改良をした技術成果の享受方法を契約

で定めることができる。契約で定めておらず、又は

契約の定めが明確でなく、本法第 61条の規定
5
に

照らしても確定できない場合は、一方が後続改良

をした技術成果について、その他の各当事者は、

これを享受する権利を有しない。 

 

3. 制限的条項の禁止規定の削除 

改正前の本条例29条は、技術輸入契約において定めることができない7種類の制限条項を規定しているが、今回

の改正では当該規定が削除された。ただし、「契約法」329 条は、不法に技術を独占し、技術の進歩を妨げ、又は他

人の技術成果を侵害する技術契約は、無効とすると規定している。さらに、下表のとおり、これらの制限条項は、「契

約法」344 条及び「技術契約紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（最高人民法院 2004 年

12 月 16 日公布、2005 年 1 月 1 日施行）10 条に規定されている。そのため、今後も上記司法解釈の規定に該当す

るような内容の制限的条項を技術ライセンス契約に設けても人民法院により無効とされる可能性がある。 

 

削除された本条例 29条 契約法 344 条、技術契約紛争事件の審理におけ

る法律適用の若干問題に関する解釈 10条 

技術輸入契約には、下記の制限条項を

定めてはならない。 

下記の状況は契約法第 329 条にいう「技術の違

法独占、技術進歩の妨害」に該当するものとする。 

                                                      
5 「契約法」61条 契約が効力を生じた後に、当事者が品質、代金又は報酬、履行場所等の内容につき契約で定めていない場合又は契約の定めが明確でな

い場合は、合意の上で補充することができ、補充の合意に達することができないときは、契約の関連条項又は取引慣習に従い確定する。 



森・濱田松本法律事務所 中国プラクティスグループ 

森・濱田松本法律事務所 中国プラクティスグループ 

2019年 3月 28日 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますよう 

お願い申し上げます。                                          © 2019 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. - 3 -  

中国最新法令 < 速報 > 第 299号                                 Mori Hamada & Matsumoto 

                                                    
 

 
 
                                                        （一）不可欠ではない技術、原材料、製

品、設備又は役務の購入を含む、技

術輸入に不可欠ではない付帯条件の

受入を受入側に要求するもの 

（四）技術の受入者に技術の実施に必要でない付

帯条件を受け入れるよう要求すること。これ

は、不必要な技術、原材料、製品、設備、サー

ビスの購入及び不必要な人員の受入等を含

む。 

（二）特許権の有効期間が満了し、又は特

許権の無効が宣告された技術につい

て、使用費の支払又は関連する義務

の負担を受入側に要求するもの 

契約法 344条 

特許実施許諾契約は、当該特許権の存続期

間中のみ有効とする。特許権の有効期間が

満了し又は特許権の無効が宣告された場合、

特許権者は当該特許につき第三者と特許実

施許諾契約を締結してはならない。 

（三）受入側が供与側の供与した技術を改

良することを制限し、又は受入側がそ

の改良した技術を使用することを制

限するもの 

（一）当事者の一方が契約の目的技術を基礎にし

て新しい研究開発を行うことを制限し、又はそ

の改良した技術を使用することを制限し、又は

双方の改良技術の交換条件が平等でないこ

と。これは、当事者の一方にその者が自ら開

発した技術を無償で相手側に提供し、互恵原

則に依らずに相手側に譲渡し、当該改良技術

の知的財産権を無償で独占又は共有させるよ

う要求することを含む。 

（四）供与側の供与した技術と類似の技術

又はこれと競合する技術を、受入側

が他の供給源から入手することを制

限するもの 

（二）当事者の一方がその他の出所から技術提供

者と類似する技術又はそれと競争関係にある

技術を取得することを制限すること 

（五）受入側が原材料、部品、製品又は設

備を購入するルート又は供給源を不

合理に制限するもの 

（五）技術の受入者の原材料、部品、製品又は設備

等の購入ルート及び出所を不合理に制限する

こと 

（六）受入側の製品の生産数量、品種又は

販売価格を不合理に制限するもの 

（三）当事者の一方が市場の需要に基づき、合理

的な方法により契約の目的技術を充分に実施

することを妨害すること。これは、技術の受入

者が契約の目的技術を実施して生産する製品

又は提供したサービスの数量、種類、価格、

販売ルート及び輸出市場を著しく不合理に制

限することを含む。 

（七）受入側が輸入した技術を利用して生

産した製品の輸出ルートを不合理に

制限するもの 

― （六）技術の受入者が契約の目的技術の知的財産

権の有効性に異議を提出することを禁止し、

又は異議の提出に条件を付けること 

 

4. 「中外合弁企業法実施条例」における技術移転に係る規定の改正 

「国務院による一部の行政法規の改正に関する決定」により、「中外合弁企業法実施条例」の技術移転に関連する

一部規定も改正された。具体的には、「中外合弁企業法実施条例」43 条 2 項
6
3 号（技術移転契約の期間は 10 年を

超えないこと）、及び 4号（技術移転契約の期間満了後の中国企業の技術継続使用権）が削除された。 

ⅡⅡ 国国務務院院レレベベルル 

一一  

 
「「生生産産安安全全事事故故緊緊急急対対応応条条例例」」    

                                                      
6 「中外合弁企業法実施条例」の 43条 2項 合弁企業が締結する技術移転協議書は、審査認可機関に報告して認可を受けなければならない。技術移転協議

書は、次の各号の規定に合致しなければならない。 

（1）技術使用料が公平かつ合理的でなければならない。 

（2）両者に別途協議がある場合を除き、技術輸出側は、技術輸入側がその製品を輸出する地域、数量及び価格を制限してはならない。 

（3）技術移転協議書の期間は、通常、10年を超えないものとする。 

（4）技術移転協議書の期間が満了した後、技術輸入側は、当該技術を継続使用する権利を有する。 

（5）技術移転協議書を締結した両者による改良技術の相互交換条件が対等でなければならない。 

（6）技術輸入側は、自らが適切と認める調達先から必要な機械設備、部品及び原材料を購入する権利を有する。 

（7）中国の法律、法規により禁止される不当な制限条項を含んではならない。 
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（原文「生产安全事故应急条例」） 

国令 708号、国務院、2019年 2月 17日公布、2019年 3月 1日施行 

  国務院は、2019年 2月 17日、「生産安全事故緊急条例」（以下「本条例」という）を公布した。本条例は、2019年 4

月 1 日より施行される。本条例においては、主に、生産安全事故に備えた緊急対応準備、実際に生産安全事故が生

じた場合の緊急対応の措置・対応等が定められている。生産安全事故に関する規定は、「安全生産法」の第 5 章にも

規定があるが、本条例はこれをより具体化するものである。 

本条例の主な規定内容は以下の通りである。 

 

1. 緊急対応準備 

（1）生産安全事故緊急救援計画 

県級以上人民政府等や生産経営単位は、生産安全事故緊急救援計画を作成するものとされている（5 条 1 項、2

項）。生産安全事故緊急救援計画には、緊急時対応の組織体制、役割分担、緊急時の救援措置の順序及び措置等

が定められるものとされている（6 条）。危険化学品等の危険物品の生産、経営、貯蔵等を行う会社（以下「危険物品

生産会社等」という）や人口が密集する施設を経営する会社は、その計画を県級以上人民政府の安全生産監督管理

部門に届出し、社会に向けて公表しなければならないとされている（7 条）。また、上記会社は、少なくとも半年に一

度、生産安全事故緊急救援計画の訓練を手配し、訓練状況を県級以上人民政府の安全生産監督管理部門に提出し

なかればならないとされている（8条）。 

（2）緊急救援部隊 

県級以上人民政府及び危険物品生産会社等や人口が密集する施設の経営会社は、緊急救援部隊を設置するも

のとされている（9条、10 条）。緊急救援部隊の構成員は、必要な専門知識、技能、身体的・精神的素養を備えている

ことが必要であり、定期的に訓練を行うとされている（11条）。 

（3）緊急当番制 

①県級以上人民政府等、②危険物品生産会社等、③緊急救援部隊は、緊急当番制度を設け、当番担当者を配置

しなければならないとされている（14 条）。規模が比較的大きく、危険性が比較的高い危険物品生産会社等は、緊急

措置技術班を設け、24時間の当番制を実施しなければならないとされている（14条）。 

 

2. 緊急時の措置・対応 

（1）必要な措置の実施 

生産安全事故が発生した場合、生産経営単位や地方人民政府等は、速やかに危険発生源をコントロールし、救護

人員を組織する等の必要な措置をとり、法令の定めに従い事故の状況の報告等を行うものとされてる（17 条、18

条）。 

（2）現場指揮部制 

人民政府が必要と認める場合には、緊急救援現場指揮部を立ち上げ、現場指揮部総指揮官を指定することができ

るとされている（20条）。緊急救援に参加する法人や個人は、現場指揮部の指揮に従うものとされている（21条）。 

 

3. 法的責任 

生産を行う事業者等が生産安全事故緊急救援計画の作成、訓練等を行わない場合、「安全生産法」の関連規定
7

                                                      
7
 「安全生産法」94 条 生産経営単位に次の各号に掲げる行為のいずれかがある場合には、期限を定めて是正を命じ、5 万元以下の過料に処することができ
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に従い法的責任を追及するとされている（30条）。また、生産を行う事業者等が生産安全事故緊急救援計画の届出を

行わない場合、緊急当番制を確立しない場合、会社に 5 万人民元以下の過料、会社の責任者に 2 万人民元以下の

過料が科され得るものとされている（32条）。 

（全 35条） 

二二  

 

「「国国務務院院にによよるる一一連連のの行行政政許許可可事事項項のの廃廃止止及及びび委委譲譲にに関関すするる決決定定」」    

（原文「国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定」） 

国発［2019］6号、国務院、2019年 2月 27日公布、2019年 3月 6日施行 

  近年、中国において行政許可事項の削減が進められているが、国務院は、本決定により、25件の行政許可等の

廃止及び6件の行政許可等の権限の委譲の決定を行った。本決定により行政許可等が廃止される事項について、関

連部門は本決定の公布日から 20営業日以内に事中・事後の監督管理細則を制定、公布するものとされた。 

廃止される行政許可事項の中でも重要なものとして、企業名称事前審査確認許可が挙げられる。企業名称事前審

査確認とは、会社を設立する場合、事前に名称審査確認を申請しなければならないとする制度であり（会社登記管理

条例 17条）、会社設立を申請する場合、企業名称事前審査確認通知書は必要書類の一部として必要とされてきた。

しかし、国務院及び国家市場監督管理総局は、これまで企業名称事前審査確認制度の廃止を図って、一連の法令
8

を公布・施行しており、本決定により、原則として、全国的に企業名称事前審査確認が不要となる見込みである。 

そのため、企業は企業名称申告システムを通じて企業名称を照会・申告し、企業名称事前審査確認通知書を取得

することなく、会社を設立することが可能となる
9
。また、企業登記管理部門は、本決定により、企業名称データベース

と企業名称申告システムを設立し公開し
10
、また、企業登記管理部門は、企業名称に関する禁止・制限規則を明確に

し、企業名称争議処理体制を整備する予定である
11
。 

企業名称事前審査確認の他に本決定により廃止が決定された行政許可事項として、石油天然ガス対外合作プロ

ジェクト全体開発方案の審査認可、合弁船船員搭乗証の交付、国際コンテナ船・一般貨物運輸船業務の審査認可等

があり、また、下級行政機関に権限が委譲が決定された行政許可事項として宣伝品・出版物又はその他商品に人民

元紙幣図案使用の審査認可、看護師執務許可証の登録等が挙げられる。 

ⅢⅢ  中中央央行行政政部部門門レレベベルル 

一一  

 

「「科科創創ボボーードド株株式式新新規規公公開開登登録録管管理理規規則則（（試試行行））」」    

（原文「科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）」） 

証券監督委員会令第 153号、国家証券監督委員会、2019年 3月 1日公布、同日施行 

「「科科創創ボボーードド上上場場会会社社継継続続監監督督管管理理規規則則（（試試行行））」」    

                                                                                                                                                                                                     
る。期限を過ぎても是正しないときは、生産停止、営業停止して整頓を行うよう命じ、併せて 5万元以上 10万元以下の過料に処し、その直接責任を負う主管人

員及びその他の直接責任者を 1万元以上 2万元以下の過料に処する。 

（6） 規定に従い生産安全事故応急救援案を制定していない場合又は定期的に訓練を組織していない場合 
8
 「企業名称審査確認全過程電子化実施に関する通知」（本ニュースレターNo.212（2015 年 11 月 13 日発行））、「企業名称データベースを開放し企業名称登

記管理改革を秩序をもって推進することに関する指導意見」（本ニュースレターNo.237（2016 年 11 月 14 日発行））、「第 13 次五カ年計画市場監督管理計画」

（本ニュースレターNo.246（2017 年 2 月 17 日発行））、「登記効率の向上及び企業名称登記管理改革の積極的推進に関する意見」（本ニュースレターNo.252

（2017 年 5 月 15 日発行））、「企業名称自主申告改革試行業務の推進に関する通知」、「企業名称登記管理条例（意見募集稿）」（本ニュースレターNo.283

（2018年 8月 3日発行））をご参照ください。 
9
 国家市場監督管理総局は 2019 年 3 月 4 日に「企業名称事前審査確認行政許可事項の取消の連係作業の遂行に関する通知（意見募集稿）」を公布した。

当該意見募集稿によれば、2019 年 5 月までに、各地の市場監督管理機関は企業名称の自主申告を実現し、企業名称事前審査確認書の交付を停止するとさ

れている。 
10

 「企業名称事前審査確認行政許可事項の取消の連係作業の遂行に関する通知（意見募集稿）」の二の（二）によれば、会社を設立しようとする者は、企業名

称申告システムを通じて企業名称を申告し、又は企業登記を行う際に直接登記機関に企業名称を申告することができるとされている。 
11

 「企業名称事前審査確認行政許可事項の取消の連係作業の遂行に関する通知（意見募集稿）」の二の（四）によれば、企業名称によって生じた争議につい

て、当事者は企業登記機関に申立て、又は人民法院に訴訟を提起することができるとされている。 
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（原文「科创板上市公司持续监管办法（试行）」） 

証券監督委員会令第 154号、国家証券監督委員会、2019年 3月 1日公布、同日施行 

 2019 年 3 月 1 日に中国証券監督管理委員会は「科創ボード株式新規公開登録管理規則（試行）」（以下「登録管

理規則」という）及び「科創ボード上場会社継続監督管理規則（試行）」（以下「監督管理規則」という）を公布した。登録

管理規則と監督管理規則は、2019年 3月 2日に上海証券取引所が公布した「上海証券取引所科創ボード株式上場

規則」（以下「上場規則」という）等と合わせて、科創ボード（中国資本市場に新たな活力をもたらすことを目標として、

ハイテク企業のために上海証券取引場に新設された市場）についての規則を定めており、登録管理規則は主に株式

発行登録制度について、監督管理規則は主に上場後の監督管理について定めている。これらの規則は公布と同日

に施行されている。 

主な内容は下記の通りである。 

 

1. 株式発行登録制度のもとにおける上場のプロセス 

科創ボードにおいては、株式上場について、株式発行登録制度が試行される。株式発行登録制度は、従来の株式

発行審査確認制度に比べ、上場の条件を一部緩和しているが、情報公開については、より厳格に実行されることとな

る。株式発行登録制度のもとにおける株式の上場は以下のプロセスにより行われる。 

（1）発行者による一定の事項の決定 

科創ボードに上場しようとする企業は、董事会において、公募する株式の種類及び数量、発行の相手方、価格の

設定方法、資金調達の目的、決議の妥当性その他の事項について決議し、株主総会に提出しなければならない（登

録管理規則 14条、15条）。 

（2）上海証券取引所による同意 

（1）の事項について決議した発行者は、株式の公募及び科創ボードへの上場について、中国証券監督管理委員会

の関連規定に従って登録申請書を作成し、上海証券取引所に申告をする（登録管理規則 16条）。 

 申告を受理した上海証券取引所は受理より 5営業日以内に同意の可否を判断しなければならず（登録管理規則 16

条）、同意する場合、監査意見及び登録出願申請書類等を中国証券監督管理委員会に提出する（登録管理規則 20

条）。 

（3）中国証券監督管理委員会による登録 

中国証券監督管理委員会は、監査意見及び登録出願申請書類を受領したのち、登録の審査を行う。この審査は、

取引所の上場監査に漏れがあるか否か、監査手続きを順守しているかどうか、発行者が開示の条件に関する規定を

順守しているかどうかという観点から行われる（登録管理規則 23条）。登録の可否の判断は 20営業日以内に行われ

る（登録管理規則 24条）。 

（4）発行者による上場の決定 

中国証券監督管理委員会による登録の決定は 1年間有効であり、発行者は有効期間内に自らの選択で発行時期

を決定する（登録管理規則 25条）。 

 

登録管理規則には、上記の他、情報公開（登録管理規則 34条から48条）、発行と元引受に関する特別規定（登録

管理規則 49条から 55条）、株式発行推薦人に関する特別規定（登録管理規則 56条から 59条）、監督管理及び法

律責任（登録管理規則 60条から 79条）等が規定されている。 
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2. 上場後の監督管理 

監督管理規則には、会社コンプライアンス（監督管理規則 4 条から 7 条）、情報公開（監督管理規則 8 条から 15

条）、株式保有減少（監督管理規則 16 条から 18 条）、重大資産変動、組織再編（監督管理規則 19 条から 20 条）、

株式のインセテンティブ（監督管理規則 21 条から 25 条）、上場廃止（監督管理規則 26 条から 30 条）等が規定され

ている。科創ボードに上場後、上場した企業は透明性のあるガバナンス体制を構築することが求められ（監督管理規

則 4 条）、投資家の投資判断に影響を及ぼす事項が生じた場合には速やかに開示することが求められる（監督管理

規則 8条）。これらの開示義務に違反した場合その他上場終了廃止に該当した場合などには上場廃止となる（監督管

理規則 26条から 30条）。 

（登録管理規則全 81条、監督管理規則全 36条） 

二二  

  

「「公公平平競競争争審審査査第第三三者者評評価価実実施施ガガイイドドラライインンのの公公布布ににつついいててのの公公告告」」    

（原文「关于发布公平竞争审查第三方评估实施指南的公告」） 

市場監督総局公告 2019年第 6号、国家市場監督管理総局 2019年 2月 12日公布、同日施行 

  

中国の地方保護政策、違法な優遇政策等の市場公平競争を妨げる措置の制定・施行を防止する目的として、国務

院は、2016年 6月 1日に「市場体系建設における公平競争審査制度の確立に関する意見」を公布し、市場参入、産

業発展、企業誘致等の市場主体経済活動に関わる政策に対する公平競争審査制度を設立した。国家市場監督管理

総局は、公平競争審査に第三者評価機関の関与を新たに導入するため、2019 年 2 月 12 日に、本ガイドラインを公

布した。本ガイドラインの主な内容は以下のとおりである。 

 

1. 適用範囲 

 第三者評価機関による評価は、①制定しようとしている政策措置に対する公平競争審査、 ②公平競争審査を経て

制定された政策措置に対する定期評価、③例外規定12を適用して制定された政策措置に対する年次評価、 ④公平

競争審査制度実施前に既に制定された政策措置の整理、⑤公平競争審査制度の実施状況に関する総合評価等の

段階において実施することができるとされている。（5条） 

 

2. 評価機関 

第三者評価機関とは、政策制定機関及び評価対象事項につき利害関係を有さず、相当の評価能力を備えた諮問

研究機関を指し、政府政策決定諮問評価機関、高等学術機関、科学研究所、専門諮問機関、法律事務所等を含むと

されている。（12条） 

 

なお、本ガイドラインの有効期間は 3年間とされている。（24条） 

（全 24条）  

三三  

 

「「全全国国投投資資ププロロジジェェククトトオオンンラライインン審審査査認認可可監監督督管管理理ププララッットトフフォォーームムのの投投資資審審査査認認可可管管理理事事項項統統一一名名称称及及びび申申請請資資

料料リリスストトのの印印刷刷配配布布にに関関すするる通通知知」」    

（原文「关于印发全国投资项目在线审批监管平台投资审批管理事项统一名称和申请材料清单的通知」） 

発改投資［2019］268号、国家発展改革委員会等の 15部門 2019年 2月 12日公布、同日施行 

                                                      
12 「市場体系建設における公平競争審査制度の確立に関する意見」においては、「例外規定」により、競争を排除・制限する内容の政策であっても、国家経済

安全の保護や、貧困者救済等社会公共の利益を目的とする場合等の一定の場合には、実施することができるものとされている（意見の 3条 4項）。その場合に

は、政策制定機関は、当該政策の実施効果につき年次評価を行うものとされている。 
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 2017年 1月 25日、国家発展改革委員会は、「全国投資プロジェクトオンライン審査認可監督管理プラットフォーム

の正式運用に関する通知」
13
を公布し、2017 年 2 月 1 日から、全国投資プロジェクトオンライン審査認可監督管理プ

ラットフォーム（以下「オンライン・プラットフォーム」という）の運用を正式に開始した。これにより、国家の秘密に関わる

プロジェクトを除いて、プロジェクトの審査認可、審査確認、届出その他の各種の審査認可に関する事項は、オンライ

ン・プラットフォームを通じて処理することとなり、また、各級政府関連部門は、オンライン・プラットフォームで作成され

たプロジェクトコードを統一的に使用して、関連手続を行うこととされた。2019 年 2 月 12 日、これらのオンライン審査

認可の水準を向上させるため、国務院の「放管服改革」
14
の重点事項として、国家発展改革委員会、工業及び情報化

部、国家安全部、生態環境部等の15部門は、「全国投資プロジェクトオンライン審査認可監督管理プラットフォームの

投資審査認可管理事項統一名称及び申請資料リストの印刷配布に関する通知」（以下「本通知」という）を公布した。

本通知の主な内容は以下のとおりである。 

 

1. 名称の統一 

関連部門は、本通知の付属文書に従って、関連業務ガイドラインの中で、投資プロジェクト承認管理事項に関わる

名称を統一しなければならない（1条）。 

 

2. 提出書類の明確化 

関連部門は本通知の付属文書に従って審査及び承認に関するガイドラインを明確にしなければならず、審査及び

承認を行う部門は本通知に規定する以外の申請資料の提出を申請者に対し、要求してはならない（2条）。 

 

3. 資料の重複提出の要求禁止 

オンラインで申請資料及び部門の認可書類を提出した場合、その提出書類の中に後続する審査認可の手続の申

請書類があれば、関連部門は、オンライン・プラットフォームの共有を通じて取得しなければならず、重複提出を要求

することができない（4条）。 

 

4. 付属文書 

本通知には 42の各投資プロジェクトについて事前の審査認可・確認・届出を要する手続と、各投資プロジェクトごと

に提出を要する申請書類が規定されたリスト（申請書類の総数は 258）が添付されている。同リストは、審査認可の手

続において、関連部門から重複して申請書類の提出が求められること、及び各部門の要求が一致しないことなどが

従前問題とされていたことから、投資に関する審査認可の手続を明確化することで、こうした事態の発生を防止し、手

続を効率化することを目的として規定されたものである
15
。例えば、同リストの「企業投資プロジェクトの審査確認」に

関する関連記載は下記の表のとおりである。 

 

全国投資プロジェクトオンライン審査認可監督管理プラットフォームの投資審査認可管理事項統一名称リスト（2018

年版）（付属文書 1抜粋） 

                                                      
13

 国家発展委員会：http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201701/t20170126_837095.html      
14

 「放管服改革」とは、「簡政放権、放管結合、優化服務」に関する改革の総称である。「放」は行政簡素化・権限移譲、「管」は新技術や新制度を生かした監督

機能強化、「服」は行政の市場干渉や審査業務を減らし市場のメカニズムによる発展促進を意味する。より詳細な内容については、全国「簡政放権、放管結合、

優化服務」の改革について、国務院総理李克強氏がテレビ電話会議で重要な演説を発表した内容。

（http://www.gov.cn/guowuyuan/2017-06/13/content_5202214.htm）をご参照ください。  
15

 http://www.tzxm.gov.cn/xwzx/201902/t20190218_7424.html 全国投資プロジェクトオンライン審査認可監督管理プラットフォームによる解説。 

http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201701/t20170126_837095.html
http://www.gov.cn/guowuyuan/2017-06/13/content_5202214.htm
http://www.tzxm.gov.cn/xwzx/201902/t20190218_7424.html
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全国投資プロジェクトオンライン審査認可監督管理プラットフォームの投資審査認可管理事項申請資料リスト（2018

年版）（付属文書 2抜粋） 

番

号 

審査認

可事項

の名称 

資料

番号 
申請資料リスト 提供者 適用される場合 

4 

企業投

資プロ

ジェクト

の審査

確認 

01 プロジェクト申請報告 プロジェクト単位  

02 用地選定意見書 主管部門 割当方式により国有土地

使用権を提供するプロジェ

クト 

03 土地使用（海域使用）事前審査

意見 

自然資源主管部門 自然資源部門が土地使用

（海域使用）事前審査を行

わなくてよい旨を明確に定

める場合を除く 

04 プロジェクトに関する社会安定リ

スク評価報告及び審査意見 

プロジェクト提出単位、

プロジェクト所在地の

人民政府又はその関

連部門 

重大プロジェクト 

05 住民移動再配置計画審査 水利水力発電工事住

民移動管理機関 

住民の移動再配置に係る

大中型水利水力発電プロ

ジェクト 

06 中外投資各当事者の企業登録

証明資料及び会計監査を経た最

新の企業財務諸表（貸借対照

表、損益計算書及びキャッシュフ

ロー計算書を含む）。投資意向

書及び増資、買収プロジェクトに

関する会社董事会決議。国有資

産により出資する場合は、関連

部門が発行した確認文書を提供

しなければならない。買収プロジ

ェクト申請報告には、さらに買収

者の状況、買収計画、資金調達

計画及び被買収者の状況、買収

プロジェクト単位、国有

資産主管部門 

外商投資プロジェクト 

番号 審査認可事項の名称 適用される場合 

4 

企業投資プロジェクトの

審査確認 

企業投資に関する「政府が審査確認を行う投資プロジェクト目録」に含まれる

固定資産投資プロジェクト（非企業組織が自己資金を利用し、政府投資を申

請せずに建設する固定資産投資プロジェクトを含む）。 
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された後の経営方式、範囲及び

持分構造、所得収入の使用計画

等を含めなければならない。 

注：国務院による審査確認が必要な特殊な業種のプロジェクトは、国務院投資主管部門が法により手続ガイ

ドラインを別途制定し公布する。 

 

（全 6条） 

ⅣⅣ  司司法法解解釈釈 

   

ⅤⅤ  地地方方レレベベルル 

一一  「「北北京京市市ササーービビスス業業開開放放拡拡大大のの総総合合試試行行業業務務のの全全面面的的推推進進案案にに関関すするる回回答答」」    

（原文「关于全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案的批复」） 

国函（2019）16号、国務院 2019年 1月 31日公布、同日施行 

 2015 年 5 月、国務院は、北京市及び商務部の要請に応じ、北京市でのサービス業の対外的な開放を拡大する方

案の試行に同意した（以下「2015 年回答」という）
16
。その後、2017 年 6 月、国務院は、北京市及び商務部の要請に

応じて、2015 年回答の試行期間において、より広い範囲での開放措置に関する方案に同意した（以下「2017 年回

答」という）。本回答は、北京市及び商務部の再度の要請に応じて、国務院が、2015年回答及び 2017年回答を継続

的に試行すると共に、サービス業の開放範囲をさらに拡大するものである。本回答の試行期間は公布日から 3 年間

とされている。ただし、本回答に規定されている開放措置は基本的な方針であり、その具体的な運用は今後注目する

必要がある。本回答における開放措置の主な内容は下記のとおりである。 

 

1. 海外旅行業務に従事する資格の緩和 

中国では、原則として外商投資旅行会社が海外旅行業務に従事することは禁止されている。2015 年回答により、

中外合弁旅行会社について海外旅行業務を開放する方針が示された。本回答により、外商独資旅行会社についても

海外旅行業務を開放する方針が示された。 

 

2. 投資性会社の設立条件の緩和 

 中国では、原則として外国投資家が投資性会社を設立する場合、①前年度の資産総額が 4 億米ドル以上、かつ中

国国内において外商投資企業をすでに設立しており、実際に払い込んだ登録資本が 1,000 万米ドルを超えているこ

と、又は、②中国国内においてすでに 10 以上の外商投資企業を設立しており、外国投資家が実際に払い込んだ登

録資本が 3,000 万米ドルを超えていることが設立条件となっている。2017 年回答は、北京市における①の資産総額

に関する基準を 2 億米ドルに引き下げ、②の外商投資企業の設立数に関する基準を 5 以上としていた。本回答によ

り、②の外商投資企業の設立数に関する基準を開放する方針が示された。 

 

3. 電信業務に対する持分比率の制限の取消 

                                                      
16

 本ニュースレターNo.202（2015年 6月 12日発行）をご参照ください。 
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中国では、原則として付加価値電信業務を行う外商投資電信企業の外国側投資者の企業における出資比率は 50

パーセントを超えてはならないとされている。本回答によれば、北京市では、付加価値電信業務
17
の中で、記憶転送

類業務、国内マルチ通信サービス業務、インターネット接続サービス業務（インターネットユーザーへのインターネット

接続サービスの提供に限定）に対する持分比率の制限を開放する方針が示された。 

 

4. 適格国内機関投資家（QDII）の範囲の拡大 

中国では、原則として適格国内機関投資家になるためには、中国国内において資金を募集し、募集した一部又は

全部の資金を運用し、資産ポートフォリオ方式により国外証券投資の管理を行う国内基金管理会社又は証券会社等

の証券経営機関でなければならないとされている。本回答により、北京市における前記の適格国内機関投資家の範

囲が、国内外の機構が北京で設立する投資管理機構（国内の国内基金管理会社、証券会社及び先物取引会社を含

む）まで拡大した。 

 

5. 外国弁護士の執務年限の緩和 

 原則として外国弁護士が中国国内の法律事務所で働く場合、3 年以上の執務経験を有しなければならないとされて

いるが、本回答により、北京市における当該執務経験に関する要件を緩和する方針が示された。 

 

 上記のほか、本回答により、北京市における外商投資企業による認証機構資格の取得、外商独資の公演仲介機

構による全国でのサービス提供等について開放措置が示された。 

ⅥⅥ  そそのの他他 
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 付加価値電信業務の分類及び各種類の業務内容について、「電信業務分類目録（2015年版）」をご参照ください。 
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