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Ⅰ.  全人代レベル 
該当なし 

Ⅱ.  国務院レベル 
該当なし 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 
 

1．「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2019 年版）」 

（原文「外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）」） 

国家発展改革委員会、商務部令第 25 号、国家発展改革委員会、商務部 2019 年 6

月 30 日公布、2019 年 7 月 30 日施行 

 
2．「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）」 
（原文「自由贸易区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）」） 

国家発展改革委員会、商務部令第 26 号、国家発展改革委員会、商務部 2019 年 6

月 30 日公布、2019 年 7 月 30 日施行 

 

2019 年 6 月 30 日、国家発展改革委員会及び商務部は、①外商投資参入特別管理

措置（ネガティブリスト1）（2019 年版）（以下「ネガティブリスト 2019 年版」とい

                               
1 ネガティブリストに規定のない分野については、外資企業についても、内資と同様の取り扱いを受け

ることになる（外商投資法 28 条）。ネガティブリストにおいて制限が記載されている分野については、

商務主管部門から外資参入許可を受ける必要がある（2019 年度版ネガティブリスト説明 4 条）。 
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う）と、②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）（以下「自由貿易試験区ネガティブリスト 2019 年版」という）をそれぞれ公

布した。これらのネガティブリストは 7 月 30 日より施行される。これにより、外商

投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2018 年版）（以下「ネガティブリスト

2018 年版」という）と、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）（2018 年版）（以下「自由貿易試験区ネガティブリスト 2018 年版」という）

は、いずれも廃止されることになる。 

ネガティブリスト 2019 年版に含まれる項目は、2018 年版の 48 から 40 に削減さ

れている。自由貿易試験区ネガティブリスト 2019 年版に含まれる項目は、2018 年

版の 45 から 37 に削減されている。いずれも、新たに規制が加わった分野は存在し

ない。 

ネガティブリスト 2019 年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2019年版にお

いては、①以前から自由貿易試験区で試行されてきた開放措置が今回の改正により

全国に普及されたもの、②今回の改正により初めて全国と自由貿易試験区で共通の

規制緩和がなされたものと、③全国では規制されているが、自由貿易試験区では規

制緩和がなされたものがある。それぞれの概要につき、以下で説明する。 

 

（1）以前自由貿易試験区で試行されてきた開放措置が全国に普及されたもの 

①鉱業 

ネガティブリスト 2018 年版においては、石油、天然ガス等の探査、採掘は、合弁、

合作に限定されていた（ネガティブリスト 2018 年版 5 項）。ネガティブリスト 2019

年版においては、この規定が削除された。これにより、外国企業は独資で上記の会

社を設立できる。設立には認可は不要で、商務部門への届出で足りる。 

 

②文化、スポーツ及び娯楽業 

ネガティブリスト 2018 年版においては、公演仲立機構については、中国側の持分

支配としなければならない旨が規定されていた（ネガティブリスト 2018 年版 47 項）。

ネガティブリスト 2019 年版においては、この規定が削除された。これにより、外国

企業は公演仲立機構の持分が支配できる。設立には認可は不要で、商務部門への届

出で足りる。 

 

（2）全国と自由貿易試験区で共通の規制緩和 

① 鉱業 

ネガティブリスト 2018 年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2018年版では、

タングステン、モリブデン、錫、アンチモン、蛍石の探査及び採掘への投資（ネガ

ティブリスト 2018 年版 6 項、自由貿易試験区ネガティブリスト 2018 年版 5 項）、

希土類の探査、採掘及び選鉱（ネガティブリスト 2018 年版 7 項、自由貿易試験区

ネガティブリスト 2018 年版 6 項）並びに放射性鉱物の探査、採掘及び選鉱（ネガ
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ティブリスト 2018 年版 8 項、自由貿易試験区ネガティブリスト 2018 年版 7 項）が

禁止されていたが、ネガティブリスト 2019 年版及び自由貿易試験区ネガティブリス

ト 2019 年版では、そのうちモリブデン、錫、アンチモン、蛍石の探査及び採掘への

投資の禁止が削除されている（ネガティブリスト 2019 年版 5 項、自由貿易試験区

ネガティブリスト 2019 年版 4 項）。 

 

② 製造業 

ネガティブリスト 2018 年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2018年版では、

画仙紙及び墨の生産への投資を禁止すると規定されていたが（ネガティブリスト

2018 年版 14 項、自由貿易試験区ネガティブリスト 2018 年版 12 項）、ネガティブ

リスト 2019年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2019 年版では当該規定が削

除された。 

 

③ 電力、熱、ガス及び水の生産及び供給業 

ネガティブリスト 2018 年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2018年版では、

都市人口 50 万以上の都市のガス、熱及び給排水管網の建設及び運営は中国側の持分

支配としなければならない旨が規定されていたが（ネガティブリスト 2018 年版 16

項、自由貿易試験区ネガティブリスト 2018 年版 14 項）、ネガティブリスト 2019 年

版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2019 年版では、ガス及び熱の建設及び運営

が削除されている（ネガティブリスト 2019 年版 12 項、自由貿易試験区ネガティブ

リスト 2019 年版 9 項）。 

 

④ 交通・輸送業務 

ネガティブリスト 2018 年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2018年版では、

国内船舶代理会社は中国側の持分支配としなければならない旨が規定されていたが

（ネガティブリスト 2018 年版 19 項、自由貿易試験区ネガティブリスト 2018 年版

17 項）、ネガティブリスト 2019 年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2019 年

版では、この規定が削除された。 

 

⑤ 情報伝送、ソフトウェア及び情報技術サービス業 

ネガティブリスト 2018 年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2018年版では、

電信会社につき、中国が WTO 加盟時に開放を約束した電信業務に限定し、付加価

値電信業務の外資持分比率は 50%を超えないものと規定されていたが（ネガティブ

リスト 2018 年版 25 項、自由貿易試験区ネガティブリスト 2018 年度版 23 項）、電

子商取引はその例外と 

して、外資持分比率が 50%を超えてもよいとされていた2。ネガティブリスト 2019
                               

2 例えば、全国企業信用情報システム（http://gsxt.saic.gov.cn/）上の公示情報によれば、宜家電子商務

（中国）有限会社は外国法人独資企業であり、経営範囲においてオンラインデータ処理及びトランザク

 

http://gsxt.saic.gov.cn/
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年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2019 年版では、電子商取引に加え、国内

マルチ通信3、蓄積転送類4及びコールセンター5もかかる例外に追加された（ネガテ

ィブリスト 2019 年版 20 項、自由貿易試験区ネガティブリスト 2019 年版 17 項）。 

 

⑥ 水利、環境及び公共施設管理業 

ネガティブリスト 2018 年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2018年版では、

国が保護する中国原産の野生動植物資源の開発への投資を禁止すると規定されてい

た（ネガティブリスト 2018 年版 36 項、自由貿易試験区ネガティブリスト 2018 年

版34項）が、ネガティブリスト2019年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト2019

年版では、この規定が削除された。 

 

⑦ 文化、スポーツ及び娯楽業 

ネガティブリスト 2018 年版及び自由貿易試験区ネガティブリスト 2018年版にお

いては、映画館の建設・運営は中国側の持分支配としなければならない旨が規定さ

れていたが（ネガティブリスト 2018 年版 44 項、自由貿易試験区ネガティブリスト

2018 年度版 42 項）、ネガティブリスト 2019 年版及び自由貿易試験区ネガティブリ

スト 2019 年版ではこの規定が削除された。 

 

（3）全国では規制されているが、自由貿易試験区では規制緩和がなされたもの 

① 農業、林業、牧畜業、漁業  

 自由貿易試験区ネガティブリスト 2018 年版では、中国の管轄海域及び内陸水域に

おける水産物の漁獲が禁止されていたが（自由貿易試験区ネガティブリスト 2018

年版 4 項）、自由貿易試験区ネガティブリスト 2019 年版ではこの規定が削除されて

いる。 

② 製造業 

自由貿易試験区ネガティブリスト 2018 年版では、出版物の印刷は中国側の持分支

配としなければならないとなっていたが（自由貿易試験区ネガティブリスト 2018

年版 8 項）、自由貿易試験区ネガティブリスト 2019 年版ではこの規定が削除された。 

 

                                                                                          
ション処理業務（経営類電子商取引に限る）と記載されている。その他、全国企業信用情報システム上

の公示情報によれば、平和堂（中国）有限会社は外商合資企業（日系企業間の合弁）であり、経営範囲

にも経営類電子商取引が記載されている。 
3 国内マルチ通信サービス業務とは、マルチ通信プラットフォーム及び公用通信ネットワーク又はイン

ターネットを通じて、国内の 2 箇所又は複数箇所の間でリアルタイムのインタラクション又はオンデマ

ンドの音声及び映像通信サービスを実現するものをいう。（「電信業務分類目録（2015 年版）」B22） 
4 蓄積転送類業務とは、蓄積転送メカニズムを利用し、ユーザーのために情報伝送を提供する業務をい

う。（「電信業務分類目録（2015 年版）」B23） 
5 コールセンター業務とは、企業・事業等関連単位の委託を受けて、公用通信ネットワーク又はインタ

ーネットと接続されたコールセンターシステム及びデータベース技術を利用し、情報の収集、加工、蓄

積等を経て情報データベースを構築し、公用通信ネットワークを通じてユーザーに対し当該単位に関連

する業務案内、情報案内及びデータ照会等のサービスを提供することをいう。（「電信業務分類目録（2015
年版）」B24） 
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3．「外商投資奨励産業目録（2019 年版）」 
（原文「鼓励外商投资产业目录（2019 年版）」） 

国家発展改革委員会、商務部令第 27 号、国家発展改革委員会、商務部 2019 年 6

月 30 日公布、2019 年 7 月 30 日施行 

 

2019 年 6 月 30 日、国家発展改革委員会及び商務部は、「外商投資奨励産業目録」

を公布した。外商投資奨励産業目録は、「外商投資産業指導目録（2017 年改正）」6に

おける外商投資を奨励する全国版の産業目録及び「中西部地区外商投資優位産業目

録（2017 年改正）」7を改正し、一つの目録に統合するものである。今回の改正によ

り、外商投資産業指導目録（2017 年改正）及び中西部地区外商投資優位産業目録

（2017 年改正）は廃止される 8。 

今回の改正により、外商投資を奨励する全国版の産業目録において列挙される項

目数は、2017 年版の 348 項目から 415 項目に増加し、中西部地区外商投資優位産

業目録において列挙される項目数は、2017 年版の 639 項目から 693 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）全国版の奨励産業目録についての改正 

 全国版の奨励産業目録における増加及び改正内容の 80%以上は、製造業に関する

項目となっている。その趣旨について、国家発展改革委員会は、外国投資家がハイ

エンド製造 9、スマート製造 10及び環境配慮型製造等の領域に投資することを支持す

るため 11と説明している。主な内容は、以下のとおりである。 

① 医薬製造業について、ワクチン、細胞治療薬物等生産用新型基幹原材料、大規模

の細胞培養製品の開発、製造等が追加された。 

② 装備製造業について、ロボット及び工業用ロボットのプラントシステムの開発、

製造、自動運転システム、新エネルギー自動車及びインテリジェント自動車主要部品の

製造及び開発等が追加又は改正された。 

③ 新材料産業について、航空宇宙用新素材の開発及び生産、直径 200mm以上の単結

晶シリコーン及びポリッシュドウェーハの生産等が追加された。 

④ 電子情報産業について、チップパッケージ設備の製造、第 5 世代モバイル端末に適用

するコンポーネントの開発及び製造、クラウドコンピューティング設備の開発等が追加さ

                               
6 本ニュースレターNo.256（2017 年 7 月 4 日発行）をご参照ください。 
7 本ニュースレターNo.248（2017 年 3 月 17 日発行）をご参照ください。 
8 「外商投資の方向を指導する規定」（国務院令 346 号）は依然として有効であるが、今後修正される

可能性がある。 
9 ハイエンド製造について、「中国製造 2025」は、次世代情報技術、ハイエンド設備、新材料、バイオ

医薬等の分野を例示している。 
10 「スマート製造発展計画（2016-2020 年）」によれば、スマート製造とは、次世代情報通信技術及び

先進的な製造技術の高度融合に基づき、設計、生産、管理、サービス等の製造活動の各部分を貫き、自

己感知、自己学習、自己決定、自己執行、自己適応等の機能を有する新型の生産方式をいうとされてい

る。 
11 国家発展改革委員会による記者会見中の質問に対する回答
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/jd/201906/t20190630_940573.html 

https://www.weblio.jp/content/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/jd/201906/t20190630_940573.html
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れた。 

また、生産性サービス業の発展を強化し、サービス業の転換・高度化を支援する

ため、電子商取引システムの開発及び応用サービス、人工知能技術の開発及び応用、

クリーン生産技術の開発及びサービス、省エネルギー及び新エネルギー利用、検査

測定認証サービス等の項目が改正又は追加された。 

 

（2）中西部地区外商投資優位産業目録についての改正 

 中西部地区外商投資優位産業目録は、中西部、東北部及び海南省の 22 の省（自治

区、市）ごとに、優遇措置を受ける産業項目を列挙している。全国版奨励類目録に

比べて、労働集約型、先進的な活用技術産業及び付帯施設に関する項目が追加され

ている。今回の改正は、外資産業の受入れの支援が目的とされている 12。 

例えば、雲南省、内モンゴル自治区、湖南省等の特色ある農業資源、労働力優位

性を有する省において、農産品加工、紡織服装業、家具製造業等が改正又は追加さ

れた。また、安徽省、四川省、陜西省等の電子産業群が急速に発展している省にお

いては、集積回路、タブレットパソコン等の開発及び製造が追加され、河南省、湖

南省等の交通物流ネットワークを集約している省においては、物流倉庫保管施設、

自動車ガスステーションの建設が追加された。 

 

（3）外商投資奨励産業目録とネガティブリストとの重複項目 

以下の表は、外商投資奨励産業目録に該当すると同時に、全国 2019 年度版ネガテ

ィブリストの項目にも該当する項目である。すなわち、下記の項目に該当する産業

に従事する外商投資企業は、奨励類の優遇措置（（4）ご参照）を受けられる一方で、

投資にあたってはネガティブリスト上の要求を満たさなければならない。今回の改

正によって、このような重複する項目は、2017 年版「外商投資産業指導目録」の 11

項目から 6 項目に削減されている。 

なお、下表のうち、2 については中西部優位産業目録にのみ記載のある項目であ

る。 

 
外商投資奨励産業目録とネガティブリストで重複する項目 

No. 外商投資奨励産業目録 ネガティブリスト 

1 339. 原子力発電所の建設、運営 
11．原子力発電所の建設、運営は中

国側の持分支配としなければならな

い。 

2 
中西部優位産業目録：都市給排水

官網の建設、運営 

12．都市人口 50 万以上の都市の給

排水管網の建設、運営は中国側の持

分支配としなければならない。 

3 358. 公共航空輸送会社 
15．公共航空輸送会社は中国側の持

分支配としなければならず、かつ一

外国企業及びその関連企業の投資比

                               
12 国家発展改革委員会による記者会見中の質問に対する回答
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/jd/201906/t20190630_940573.html 

http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/jd/201906/t20190630_940573.html
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率は 25%を超えてはならず、法定代

表者には中国籍の公民が就任しなけ

ればならない。 

4 
359. 農業、林業、漁業の一般航空

会社 

16．一般航空会社の法定代表者には

中国籍の公民が就任しなければなら

ず、そのうち農業、林業、漁業の一

般航空会社は合弁に限定し、その他

の一般航空会社は中国側の持分支配

に限定する。 

5 357. 民間用飛行場の建設、運営 
17．民間用飛行場の建設、運営は中

国側の相対的持分支配としなければ

ならない。 

6 412. 医療機関 
33. 医療機関は合弁、合作に限定す

る。 
（出典：当事務所作成） 

 

（4）奨励政策の維持 

 奨励産業目録に該当する産業に従事する外商投資企業に適用される優遇措置は、

現在の政策と変わらない。関連企業は、下記の優遇措置を受けることができる。 

① 奨励類に属する外商投資プロジェクトについては、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 13。 

② 関連法令に規定された条件を満たす西部地域の優位産業に従事する外商投資企

業は、15%の軽減税率で企業所得税を納税する 14。 

③ 土地を集約使用する奨励類の外商投資工業プロジェクトに対しては土地が優先

的に供給され、土地払下最低標準価格を確定する際、所在地の土地等級に対応す

る全国工業用地払下最低価格基準の 70%を下回らない基準によることができる 15。 

 

Ⅳ.  司法解釈 
該当なし 

 
Ⅴ.  地方レベル 

該当なし 

 

Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 
該当なし 

 

 

                               
13 「設備輸入税収調整に関する通知」（国発 1997（37 号））1 条。 
14 「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」（税務総局公

告 2012 年 12 号）1 条。 
15 「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」（国発[2017]5 号）3 条第 17
項。 
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セミナー情報 

 セミナー 『2020年 1月施行に備える 外資三法の廃止 技術輸出入管理条例の改正 

外資による投資の新たな枠組み「中国「外商投資法」の実務への影響と採

るべき対応」』 

開催日時 2019 年 9 月 30 日（月）9:30～11:30 

講師 本間 隆浩 

主催 JPI (日本計画研究所) 

 

文献情報 

 論文 「中国における外商投資法の成立」 

掲載誌 旬刊商事法務 No.2202（2019 年 6 月 25 日発行） 

著者 射手矢 好雄、森 規光 
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