
 
 

 

 

 

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. 

1 
 

中国最新法令 < 速報 > 

※月 2 回発行                   2019 年 11 月 15 日号（No.314） 

 

Ⅰ. 全人代レベル 

Ⅱ. 国務院レベル 

1. 「ビジネス環境最適化条例」 

2. 「外資保険会社管理条例（改正）」 

3. 「外資銀行管理条例（改正）」 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

1. 「外国機関投資家のインターバンク債券市場への投資 

のさらなる利便化に関する事項についての通知」 

Ⅳ. 司法解釈 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

 

 

 

Ⅰ.  全人代レベル 

該当なし 

 

Ⅱ.  国務院レベル 

 

1. 「ビジネス環境最適化条例」 

（原文「优化营商条例」） 

国務院 2019 年 10 月 22 日公布、2020 年 1 月 1 日施行 

 

 国務院は、2019 年 10 月 22 日、ビジネス環境最適化条例（以下「本条例」という。）

を公布した。本条例は、2020 年 1 月 1 日より施行される。本条例においては、市場

参入措置の明確化・簡素化、市場参加者の保護、新たな行政サービス等の各側面から、

ビジネス環境を最適化するための措置が打ち出されている。基本的には、従前からの

改革と軌を一にするものである。 

 

（1）市場参入措置の明確化・簡素化 

市場参入管理措置の明確化・縮小や、市場参入の容易化が進められてきたが、本

条例において、従前の改革の方向性が再確認されている。 

国家は、全国統一の市場参入ネガティブリスト制度1を実施するものとされ、ネガ

ティブリストに記載されていない事業については、各市場主体は平等に参入できる

ものとされている（20 条）。すなわち、ネガティブリストに記載のない事業につい

                               
1 現時点の最新版としては、2018年版市場参入ネガティブリストが公布されている。 
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ては、企業は、営業許可書（中国語：営業執照）のみでこれを行うことができる。 

本条例において、国家は、行政許可の新設について、厳格にコントロールするも

のとされている（39 条）。また、国家は、行政許可のリストを社会に向けて公布し、

リストに記載されていない行政許可を違法に実施してはならないものとされている

（40 条）。 

法律や行政法規に定めがない限り、経営許可に関する事項を企業登記の前提条件

としてはならないものとされている。また、「営業許可証と関連許可証の分離」（中

国語：証照分離）改革を進め、経営許可を簡素化し、企業が営業許可を取得した後、

経営活動を展開しやすいようにするものとされている（19 条）。 

 

（2）市場主体の保護 

本条例では、政府や国家機関による、各市場主体の平等な取り扱いや、不合理な

措置の禁止が規定されている。 

政府は、政府資金の分配、土地の供給、税の減免、資格許可、標準制定、プロジ

ェクト申告、人的資源政策等の各側面において、各種市場主体を平等に取り扱うも

のとされている（12 条）。また、入札や政府購買において、各種の市場主体を平等

に扱い、不合理な条件や、製品の原産地等に基づく制限、排斥を行ってはならない

ものとされている（13 条）。 

また、政府や国家機関が、法律等の根拠なく、各種の不合理な措置（目録に記載

のない費用や補償金の徴収、担当者交代等を理由とした契約破棄、特定の仲介業者

の使用強制）を行うことは禁止され（25 条、31 条、43 条）、その違反については法

に基づく責任追及がなされるものとされている（69 条）。 

 

（3）行政サービス 

国家は、全国一体化オンライン政務サービスプラットフォームを速やかに設置す

るものとされている。全国の行政サービスが、同プラットフォーム上で行われるこ

とが想定されている。また、同プラットフォームにおいては、地区や部門を超えて

データの共有が行われるものとされている（37 条）。 

 

（全 72 条） 

 

2.「外資保険会社管理条例（改正）」 

3.「外資銀行管理条例（改正）」 

 

2019 年 9 月 30 日、国務院は、「国務院による『外資保険会社管理条例』及び『外

資銀行管理条例』の改正に関する決定」2（以下「本決定」という。）を公布した。こ

                               
2 原文「国务院关于修改《中华人民共和国外资保险公司管理条例》和《中华人民共和国外资银行管理条

例》的决定」（国務院令 720号、国務院 2019年 9月 30 日公布、同日施行） 
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れより、「外資保険会社管理条例」及び「外資銀行管理条例」を改正した。 

本決定は、2019 年 5 月 5 日に銀行保険監督管理委員会主席が記者会見で発表した

12 条の対外開放新措置3（以下「新措置」という。）及び 2019 年 7 月 20 日に国務院

金融安定発展委員会が発表した「金融業の対外開放のさらなる拡大に関する関連措

置」4（以下「関連措置」という。）による銀行業、保険業の対外開放政策を着実に実

現するため、「外資保険会社管理条例」及び「外資銀行管理条例」を一部修正するも

のである5。本決定は、公布と同日から施行されている。 

具体的な内容は以下の通りである。 

 

（1）外資保険会社管理条例の改正 

保険業の対外開放政策について、新措置及び関連措置は、外資保険会社の参入条

件を緩和することや、外国保険団体による中国国内における外資保険会社の設立及

び外国資本による外資保険会社への資本参加を認めることなどを定めていた。 

これを受けて、本決定は、まず、外資保険会社を設立する場合、「保険業務を 30

年以上取り扱っていること」及び「中国国内に代表機構を設立して 2 年以上経過し

ていること」を要するとしていた「外資保険会社管理条例」8 条 1 項及び 2 項を削

除した。 

また、本決定は、40 条に外国保険団体が中国国内で外資保険会社を投資設立でき

る旨の規定を、41 条に外国金融機構による外資保険会社への資本参加ができる旨の

規定を新設した。これらの追加された 40 条、41 条の具体的な管理規則は、今後授

権を受けた国務院保険監督管理機構が制定することとされている。 

 

 

                               
3 具体的には： 

（1）内資・外資一致の原則に従い、各中資銀行及び各外資銀行の中資商業銀行への持分比率の上限を

同時に取り消す。 

（2）外国金融機関が中国国内で法人銀行を設立する場合、100億米ドルの総資産要件を取り消す。外資

銀行が中国国内で支店を設立する場合、200億米ドルの総資産要件を取り消す。 

（3）国外金融機構による信託会社への資本参加につき、10億米ドルの総資産要件を取り消す。 

（4）国外金融機関による外資保険会社への資本参加を認める。 

（5）外資保険会社を設立する場合、「保険業務を 30 年以上取り扱っていること」及び「総資産が 2 億

米ドルを下回ってはならないこと」との制限を取り消す。 

（6）中外合弁銀行における中国側出資者向けの制限を緩和し、「中国側出資者の唯一または主要の株主

は金融機構でなければならないこと」との要求を取り消す。 

（7）国外金融機構と民間資本が持分支配する銀行業及び保険業機構の持分、業務及び技術上等の提携

を支持する。 

（8）外国保険集団会社が中国国内で外資保険会社を投資設立することを認める。 

（9）中資保険集団会社の資質要件を参考として、国内における外資保険集団会社が、保険機構を発起

設立することを認める。 

（10）内資・外資一致の原則に従い、各中資金融機構及び各外資金融機構による、消費金融会社の設立

につき、市場参入政策を同時に緩和する。 

（11）外資銀行による人民元業務の取扱開始につき、審査認可を取り消す。 

（12）外資銀行による「金員の代理受払」業務の取扱を認める。 
4 詳細は本ニュースレターNo.309（2019年 8月 23日発行）をご参照ください。 
5 「国務院による『外資保険会社管理条例』及び『外資銀行管理条例』の改正に関する決定」の記者会

見 

http://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/chinese-nl/309.html
http://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/chinese-nl/309.html
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（2）外資銀行管理条例の改正 

銀行業の対外開放政策について、新措置は、中外合弁銀行における中国側出資者

の制限の緩和、外資銀行又は外資銀行の支店の設立についての総資産要件の取り消

し、外資銀行業務範囲の拡大等を定めていた。 

これを受けて、本決定は、まず、中外合弁銀行における中国側出資者につき、「中

国側の唯一の株主又は主要株主が金融機関でなければならない」としていた「外資

銀行管理条例」11 条を削除し、中外合弁銀行の中国側出資者の制限を緩和した。 

また、外国金融機構が中国国内で法人銀行を設立する場合、「100 億米ドル」が必

要とされ（「外資銀行管理条例」10 条 2 項、11 条 2 項）、外資銀行が中国国内で支店

を設立する場合、「200 億米ドル」が必要とされていた（「外資銀行管理条例」12 条

1 項）が、これらの純資産要件も本決定により削除された。 

更に、本決定は、「外資銀行管理条例」の 25 条を修正し、中国国内で、外資銀行

が外商独資銀行と外国銀行支店、または中外合弁銀行と外資銀行支店を同時に設立

できる旨の規定を新設した。 

改正前は、外資銀行が「政府債券の代理発行、代理償還、元引受」及び「金員の

代理受払」業務に従事することができなかった（「外資銀行管理条例」29 条、31 条）

が、いずれも本決定により外資銀行が従事できる業務として規定された。 

また、改正前は、外国銀行の支店は、中国国内の公民の 1 人あたり 100 万人民元

以上の定期預金のみを受け入れることができるとされていた（「外資銀行管理条例」

31 条 2 項）が、本決定により、下限が 100 万人民元から 50 万人民元に引き下げら

れた。 

改正前において、外資銀行による人民元業務の取扱開始につき、審査認可が必要

とされていた（「外資銀行管理条例」34 条）が、本決定により、この審査認可も廃

止された。 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

 

1. 「外国機関投資家のインターバンク債券市場への投資のさらなる利

便化に関する事項についての通知」 

（原文「关于进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的通知」） 

中国人民銀行、国家外貨管理局 2019 年 9 月 30 日公布、同年 11 月 15 日施行 

 

中国人民銀行及び国家外貨管理局は、2019 年 9 月 30 日、「外国機関投資家のイン

ターバンク債券市場への投資のさらなる利便化に関する事項についての通知」（以下

「本通知」という。）を公布した。 

 

（1）本通知制定の背景 

現在、外国機関投資家は、中国インターバンク債券市場への主な投資ルートとし
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て、適格外国機関投資家（QFII）又は人民元適格外国機関投資家（RQFII）（以下「QFII

／RQFII」と総称する。）を通じた投資、インターバンク債券市場への直接投資（以

下「直接投資」という。）等を利用することができる。本通知は、主に、同一の外国

機関投資家が異なるルートにより投資した場合に生じる債券の名義書換、資金振替

及び重複届出の解消について規定している。 

 

（2）本通知の主な内容 

① 債券の名義書換 

外国機関投資家は、QFII／RQFII における債券口座及び直接投資における債券口

座内で保有するインターバンク市場債券の名義書換により、名義を統一することが

できるとされた。外国機関投資家は、QFII／RQFII の国内保管受託銀行又は直接投

資の決済代理人を通じて、中央国債登記決済有限責任公司（以下「中央決済公司」

という。）又はインターバンク市場清算所株式会社（以下、中央決済公司と併せて「債

券登録保管決済機構」という。）に対して、自己が保有するインターバンク市場債券

の名義書換に係る申請を提出する。なお、名義書換の申請手続等は、債券登録保管

決済機構が公布した業務ガイドライン6に規定される。 

 

② 資金振替 

外国機関投資家が保有する QFII／RQFII 保管受託口座及び直接投資資金口座内の

資金は、国内で直接に双方向に振替することができるとされた。外国機関投資家は、

QFII／RQFII の国内保管受託銀行又は直接投資の決済代理人に対し、資金振替の申

請を提出する。ただし、かかる口座内の資金の振替は、通貨が同一である場合に限

られる。 

 

③ 重複届出の解消 

外国機関投資家は、QFII／RQFII を通じた投資及び直接投資の両方により国内イ

ンターバンク債券市場に投資した場合、QFII／RQFII の国内保管受託銀行又は直接

投資の決済代理人を通じて、中国人民銀行上海本部に対し、一回のみ投資家として

届出をすれば足りるとされた。 

 

Ⅳ.  司法解釈 

該当なし 

 

Ⅴ.  地方レベル 

該当なし 

                               
6 中央決済公司による「『中央国債登記決済有限責任公司取引外名義書換業務のガイドライン』の公布に

関する通知」（中債字〔2019〕154号）を参照。 
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Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

該当なし 
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