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※月 2 回発行                   2020 年 1 月 24 日号（No.319） 

 

Ⅰ. 全人代レベル 

1. 「証券法（2019 年改正）」 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

Ⅳ. 司法解釈 

1.「『外商投資法』適用の若干問題に関する解釈」 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

1.「輸出管理法（草案）」 

2.「『独占禁止法』改正草案（意見募集稿）」 

 

 

Ⅰ.  全人代レベル 

 

1.「証券法（2019 年改正）」 

（原文「中华人民共和国证券法（2019 年修订）」） 

中華人民共和国主席令第 37 号、2019 年 12 月 28 日公布、2020 年 3 月 1 日施行 

 

2019 年 12 月 28 日、「証券法（2019 年改正）」（以下「本法」という。）が公布され

た。本法は、2020 年 3 月 1 日から施行される。 

本法は現行の「証券法」（2014 年最終改正。以下「2014 年証券法」という。）を改

正するものである。今回の改正は、証券の公開発行の登録制への移行、継続開示制度

の整備、投資者保護に関する規定の新設等を主な内容とする。 

本法の主な内容は下記のとおりである。 

 

（1）証券の公開発行の登録制への移行 

2014 年証券法では証券を公開発行1するためには国務院証券監督管理機構又は国

務院が授権する部門による審査確認が必要とされていた（2014 年証券法 10 条）。 

本法は、これを国務院証券監督管理機構又は国務院が授権する部門への登録制に

変更した。登録制の具体的範囲、実施手順は国務院が定める（本法 9 条）こととさ

れており、具体的な内容については今後明らかにされる予定である2。 

                               
1 「公開発行」の条件については本法 9条（2014年証券法 10条）において定められている。本法によ

り、従業員持株会に対して証券を発行する場合、従業員は公開発行か否かの判断に際して対象人数に含

めないことが明確化された。 
2 2015 年 12月に全国人民代表大会常務委員会が決議した「国務院に対する株券発行登録制改革におけ

る『中華人民共和国証券法』関連規定の適用調整の授権に関する決定」では、上海証券取引所及び深圳

証券取引所において登録制を試行することが規定された。
http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2016-02/26/content_1987045.htm  
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（2）株券の公開発行の条件 

株券の公開発行の条件について以下のとおり変更された。また、これまではこれ

らの条件は各株券の公開発行時に満たしていなければならないものとされていた

（2014 年証券法 13 条）が、本法により初回の株券の公開発行時に満たしていれば

足りることとされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）表中の赤字は 2019 改正での修正箇所 

 

（3）証券の上場に関する規定の取引所規則への委任 

 2014 年証券法は証券の上場条件、上場手続について比較的詳細に規定していた

（2014 年証券法 46 条から 62 条）。本法はこれらを廃止し、上場の条件は証券取引

所の上場規則に従うこととした（本法 46 条から 48 条）。 

 

（4）継続開示制度の整備 

2014 年証券法では定期的な継続開示文書として年度報告と半期報告を求めてい

た（2014 年証券法 65 条、66 条）。本法の施行後もこれは変わらないが、その内容

については国務院証券監督管理機構及び証券取引場所が定める内容及び様式に従う

こととされた（本法 79 条）。 

臨時報告書について、本法は社債の取引価格に比較的大きな影響を及ぼす場合の

臨時報告書の制度を新設し（本法 81 条）、株券に関する臨時報告書の提出事由につ

いても追加を行った（本法 80 条）。株券又は社債の取引価格に比較的大きな影響を

生じさせる可能性がある以下のような重大な事実が発生した場合には臨時報告書を

提出しなければならない。 

2014 年証券法 13 条 本法 12 条 

（1）健全かつ良好に運営されている組

織機構を備えていること 

（2）継続的に利益を獲得できる能力を

備えており、財務状況が良好であること 

（3）直近 3 年間の財務会計文書に虚偽

記載がなく、その他重大な違法行為がな

いこと 

（4）国務院の認可を受けた国務院証券

監督管理機構の規定するその他の条件 

 

 

（1）健全かつ良好に運営されている組織機

構を備えていること 

（2）持続的経営能力を有していること 

（3）直近 3 年間の財務会計報告書につい

て、無限定適正意見の会計監査報告書が発

行されていること 

（4）発行者及びその支配株主、実質的支配

者に、直近 3 年間において横領、贈賄、財

産侵奪、財産流用又は社会主義市場経済秩

序の破壊に係る刑事犯罪が存在しないこと 

（5）国務院の認可を受けた国務院証券監督

管理機構の規定するその他の条件 
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株券に関する臨時報告書提出事由 社債に関する臨時報告書提出事由 

（1）会社の経営方針及び経営範囲の重大

な変更 

（2）会社の重大な投資行為であり、会社

の 1 年以内における重大な資産の購入、

売却で、会社の資産総額の 30％を超える

もの、又は会社の営業用主要資産に対す

る抵当権設定、質権設定、売却又は廃棄

処分で、一度で当該資産の 30％を超える

もの 

（3）会社が重要な契約を締結し、重大な

担保を提供し、又は関連取引に従事し、

会社の資産、負債、権益及び経営成果に

重大な影響を生じさせる可能性がある場

合 

（4）会社に重大な債務が発生した場合又

は期限到来済の重大債務を返済できない

違約状況が発生した場合 

（5）会社に重大な欠損又は重大な損失が

発生した場合 

（6）会社の生産経営の外的条件に重大な

変化が生じた場合 

（7）会社の董事、3 分の 1 以上の監事又

はマネージャー（原文は「経理」）に変動

が生じ、董事長又はマネージャーが職責

を履行できなくなった場合 

（8）会社の 5％以上の株式を保有する株

主又は実質的支配者の株式保有状況又は

会社支配の状況に比較的大きな変化が生

じ、会社の実質的支配者及びその支配す

るその他の企業が会社と同一又は類似す

る業務に従事する状況に比較的大きな変

化が生じた場合 

（9）会社の配当の分配及び増資の計画、

会社の持分構成における重大な変更、会

社の減資、合併、分割、解散及び破産申

立の決定、又は法に従い破産手続を開始

（1）会社の持分構成又は生産経営状況に

重大な変更が生じた場合 

（2）社債の信用格付に変更が生じた場合 

（3）会社の重大な資産に対する抵当権設

定、質権設定、売却、譲渡、廃棄処分 

（4）会社に期限到来債務を弁済できない

状況が発生した場合 

（5）会社の新規借入又は対外的な担保提

供が前年度末の純資産の 20％を超える場

合 

（6）会社が放棄する債権又は財産が前年

度末の純資産の 10％を超える場合 

（7）会社に前年度末の純資産の 10％を超

える重大な損失が生じた場合 

（8）会社の配当の分配、減資、合併、分

割、解散及び破産申立の決定、又は法に

従い破産手続を開始し、もしくは閉鎖命

令を受けた場合 

（9）会社にかかわる重大な訴訟、仲裁 

（10）会社に犯罪の疑いがあり、法に従

って立件調査され、会社の支配株主、実

質的支配者、董事、監事、高級管理職に

犯罪の疑いがあり、法に従って強制措置

が講じられている場合 

（11）国務院証券監督管理機構が定める

その他の事項 
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（注）表中の赤字は 2019 改正での修正箇所 

 

また、本法では、任意開示の制度を新設した（本法 84 条）。情報開示義務者3は、

投資者の価値判断及び投資に係る意思決定に関する情報を任意に開示することがで

きる。ただし、証券の発行者及びその支配株主、実質的支配者、董事、監事及び高

級管理職等が公に約束した場合は、開示が強制される。 

なお、情報開示義務者が国内と国外で同時に証券を公開しており、国外において

開示を行う場合、国内での情報開示も同時に行わなければならない（本法 78 条）。 

 

（5）投資者保護制度の整備 

 本法は投資者保護に関する規定を新設した。主な内容は以下のとおりである。 

 

① 委任状勧誘に関する制度の整備（本法 90 条） 

委任状勧誘（いわゆるプロキシ―ファイト）について、上場会社の董事会、独立

董事、1％以上の議決権付株式を保有する株主等は勧誘者として、自ら又は証券会社

もしくは証券サービス機構に委託して、上場会社の株主に対し、株主総会への代理

出席並びに提案権及び議決権等の株主の権利の代理行使を自らに委任するよう公に

請求することができるとされた。この場合、勧誘者は、勧誘文書を開示しなければ

ならず、上場会社はこれに協力しなければならない。有償又は形を変えた有償の方

式で株主の権利の行使委任を公に勧誘することは禁止される。 

 

② 社債保有者会議、社債受託管理者（本法 92 条） 

社債を公開発行する場合は、社債保有者会議を設置し、社債受託管理者との間で

                               
3 発行者並びに法律、行政法規及び国務院証券監督管理機構に定められるその他の情報開示義務者をい

う（本法 78条）。 

し、もしくは閉鎖命令を受けた場合 

（10）会社にかかわる重大な訴訟もしく

は仲裁、又は法に従って株主総会もしく

は董事会決議が取り消され、もしくは無

効を宣言された場合 

（11）会社に犯罪の疑いがあり、法に従

って立件調査され、会社の支配株主、実

質的支配者、董事、監事、高級管理職に

犯罪の疑いがあり、法に従って強制措置

が講じられている場合 

（12）国務院証券監督管理機構が定める

その他の事項 
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社債受託管理契約を締結しなければならない。社債保有者会議は社債受託管理者の

変更を決議することができる。社債受託管理者は、社債発行者が期限通りに元利金

を償還しない場合に社債保有者の委託を受けて自らの名で民事訴訟を提起し、清算

手続きに参加することができる。 

 

③ 先行賠償について賠償制度の創設（本法 93 条） 

発行者が詐欺的発行、虚偽の陳述又はその他の重大な違法行為により投資者に損

失をもたらした場合、発行者の支配株主、実質的支配者、関連する証券会社は、投

資者保護機構に委託して、損失を被った投資者と合意した上で、自ら賠償すること

ができる。賠償を行ったこれらの者は、他の連帯責任者に対し求償することができ

る。 

 

④ 代表訴訟制度、集団訴訟制度の整備（本法 94 条、95 条） 

投資者保護機構4は、投資者の利益に損害を与える行為について、投資者を支持し

て、人民法院に訴訟を提起することができるとされ、代表訴訟の制度が新設された。

発行者の董事、監事、高級管理職、発行者の支配株主又は実質的支配者等が発行者

に損失を与えた場合にも、当該発行者の株式を保有している投資者保護機構は、自

らの名義により人民法院に訴訟を提起することができるとされる。 

また、投資者が虚偽の陳述等の証券に係る民事賠償請求訴訟を提起する場合、訴

訟の目的物が同一の種類であり、かつ当事者の一方の人数が多いときは、代表者を

選任して訴訟を行うことができる集団訴訟の制度も新設された。投資者保護機構は

50 人以上の投資者の委託を受けて、代表者として訴訟に参加することができる。 

 

（6）違反時の過料の額の引上げ 

本法は、違反時の過料額を引き上げた。具体的には、違法行為で得た収入を対象

に過料を科す場合について、過料の基準はこれまで違法行為で得た収入の 1～5 倍だ

ったが 1～10 倍とされた。また、違法行為で得た収入がない場合の過料について、

これまでは最高でも 60万元であったが、200万元～2,000万元（181条の虚偽発行）、

100 万元～1,000 万元（197 条の虚偽陳述、192 条の証券市場操縦、183 条である募

集資金の用途の無断変更）、50 万元～500 万元（191 条のインサイダー取引、185 条

の公開発行した証券により募集した資金の用途を無断変更）までそれぞれ引き上げ

られた。 

 

（7）証券法適用範囲の拡大 

本法では、「証券法」の適用対象に預託証券5を追加した。 

                               
4 投資者保護機構は、法律、行政法規もしくは国務院証券監督管理機構の定めに従い設立されるとされ

ている（本法 90条）が、本ニュースレター発行時点では設立されていないようである。 
5 預託者が中国国外の証券を基礎として中国国内で発行する、中国国外の基礎証券の権益を代表する証
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  その他、本法の第 7 章から第 12 章（96 条～179 条）において、証券取引所、証

券会社、証券登録決済機構、証券サービス機構、証券業協会、証券監督管理機構に

ついて規定されている。 

 

（全 226 条） 

 

Ⅱ.  国務院レベル 

該当なし 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

該当なし 

 

Ⅳ.  司法解釈 

 

1．「『外商投資法』適用の若干問題に関する解釈」 

（原文「关于适用《外商投资法》若干问题的解释」） 

最高人民法院、2019 年 12 月 26 日公布、2020 年 1 月 1 日施行 

 

最高人民法院は、2019 年 12 月 26 日、「『外商投資法』適用の若干問題に関する解

釈」（以下「本解釈」という。）を公布した。「外商投資法」及び「外商投資法実施条

例」と同様に、本解釈も 2020 年 1 月 1 日から施行されている。 

本解釈は、「外商投資法」に関わる人民法院の司法解釈であり、主に外商投資参入

ネガティブリストと中国国内における投資に関する契約の有効性の考え方について

解釈を示している。本解釈の具体的な内容は以下のとおりである。 

 

（1）投資契約の範囲 

本解釈 1 条 1 項では、本解釈において用いられている投資契約を、外国投資者、

すなわち、外国の自然人、企業又はその他の組織が直接又は間接的に中国国内にお

いて投資を行ったことによって形成される関連合意と定義し、外商投資企業設立契

約、株式譲渡契約、持分譲渡契約、財産持分又はその他類似する権益の譲渡契約、

プロジェクト新規建設契約等の合意が含まれることを明確にした。 

なお、外国投資者が贈与、財産分割、企業合併、企業分割等の方式により相応の

権益を取得したことに起因する契約上の紛争も本解釈が適用される（1 条 2 項）。 

                                                                                          
券（いわゆる CDR）をいう。証券監督管理委員会は、2018年 3月 22日、「核心企業による国内での株

式又は預託証券の発行試行の展開に関する若干意見」を公布し、レッドチップ企業（登録地が中国国外

（香港、マカオ、台湾を含む。）にあるが、主要な経営活動が中国国内（香港、マカオ、台湾を含まない。）

にある企業）に CDR の発行及び上場を認めていた（本ニュースレターNo.276（2018年 4月 27日発行）

をご参照ください。）。これに基づき、シャオミが 2018年に CDRによる中国本土への上場を検討したと

される（その後中止）。 

http://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/chinese-nl/8.html
http://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/chinese-nl/8.html
http://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/chinese-nl/8.html
http://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/chinese-nl/8.html
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（2）投資に関する契約の有効性の解釈 

本解釈 2 条から 5 条では、投資契約を、外商投資参入ネガティブリスト以外の分

野に投資する投資契約（2 条）、外商投資参入ネガティブリストにより投資が禁止さ

れる分野に投資する投資契約（3 条）及び外商投資参入ネガティブリストにより投

資が制限される分野に投資する投資契約（4 条）に分類した上で、各投資契約の有

効性に関する解釈を示している。 

 

① 外商投資参入ネガティブリスト以外の分野に投資する投資契約 

外商投資参入ネガティブリスト以外の分野に投資する投資契約について、当事者

は、契約が関連行政主管部門の認可又は登記を経ていないことを理由に、契約の無

効又は効力未発生を主張したとしても、人民法院はこれを支持しない（2 条 1 項）。

「外商投資法」の施行以前では、外商投資参入ネガティブリスト以外の分野に投資

する契約は関連政府部門への届出手続きにより管理され6、審査認可を受けなくとも

契約の法的有効性に影響を与えないものとされていた。本解釈では、従前と同様の

解釈を明確にした。 

 

② 投資禁止分野及び投資制限分野への投資契約 

外商投資参入ネガティブリストにより投資が禁止される分野に投資する契約につ

いて、契約の無効を主張する場合、人民法院はその主張を認める（3 条）。また、外

商投資参入ネガティブリストにより投資を制限される分野に投資する契約について、

制限的参入特別管理措置に違反したことを理由に契約の無効を主張する場合、人民

法院はその主張を支持する（4 条 1 項）。すなわち、外商投資参入ネガティブリスト

に違反する投資については、当該投資に関する投資契約自体も無効と解釈されるこ

とになる。 

 

（全 7 条） 

 

Ⅴ.  地方レベル 

該当なし 

 

Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

 

1. 「輸出管理法（草案）」 

（原文「出口管制法（草案）」） 

全国人民代表大会常務委員会、2019 年 12 月 28 日公布、意見募集期限 2020 年

1 月 26 日 

                               
6「中外合弁企業法」15条、「中外合作経営企業法」25 条、「外資独資企業法」23条 
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全国人民代表大会常務委員会は、2019 年 12 月 28 日、「輸出管理法（草案）」（以下

「本草案」という。）を公表した。 

本草案は、商務部が 2017 年 6 月 16 日に公布した「輸出管理法（意見募集稿）」を

踏まえ、主に輸出管理制度の適用範囲等を規定した。また、本草案は、現在中国にお

いて施行されている①「管理規制化学品管理条例」7、②「核輸出規制条例」8、③「軍

需品輸出管理条例」9、④「核両用品及び関連技術輸出規制条例」10、⑤「ミサイル並

びに関連品目及び技術輸出規制条例」11、⑥「生物両用品並びに関連設備及び技術輸

出規制条例」12という 6 つの輸出管理行政法規の内容を統合した。 

なお、本草案は、現時点でまだ草案であり、意見募集を踏まえて内容は修正される

可能性があり、正式に公布・施行されるまでは法令としての効力を有しない。 

本草案の主な内容は、以下のとおりである。 

 

（1）輸出管理制度の適用範囲 

本草案は、両用品目13、軍需品14、核15並びに国際義務の履行及び国の安全の維持

保護に関連するその他の貨物、技術、サービス等の品目（以下「規制品目」という。）

の輸出規制に対し適用される（2 条 1 項）。現行の輸出管理制度において、軍需品以

外の規制品目は、貨物及び技術のみを対象とし、サービスを含まない16。これに対し

て、本草案は、現行の輸出管理制度における輸出規制の適用範囲を一部サービスに

まで拡大している。 

また、本草案にいう「輸出規制」とは、「中華人民共和国国内から国外への規制品

目の移転」及び「中華人民共和国の公民、法人及びその他の組織による外国の自然

人、法人及びその他の組織に対する規制品目の提供」に対し禁止措置又は制限的措

置を講じることをいう（2 条 2 項）。前者には、規制品目の対外貿易輸出のみならず、

対外投資、対外贈与等国境を跨いだ移転はすべて含まれる。また、電子メールの送

信、国外サイトへのアップロード等の方式での移転も含まれる。後者は一般的に「み

なし輸出」と呼ばれる。後者には、中国公民、法人及びその他の組織が中国国内に

おいて外国の自然人、法人及びその他の組織に規制品目を提供することが含まれる

ほか、条文上地域的な制限がないため、中国公民、法人及びその他の組織が中国国

                               
7 1995年 12月 27日公布、2011年 1月 8日改訂（国務院令第 588号） 

8 1997年 9月 10日公布、2006年 11月 9日改訂（国務院令第 480号） 
9 1997年 10月 22日公布、2002年 10月 15日改訂（国務院・中央軍事委員会令第 366号） 
10 1998年 6月 10日公布、2007年 1月 26日改訂（国務院令第 484号） 
11 2002年 8月 22日公布（国務院令第 361号） 
12 2002年 10月 14日公布（国務院令第 365号） 
13 民生用途を有し、軍事用途も有する又は潜在的軍事力の向上に資する、特に大量破壊兵器の設計、開

発、製造もしくは使用に用いることができる貨物、技術及びサービスをいう（2条 3項）。 
14 軍事目的に用いる装備、専用生産設備並びにその他の関連する貨物、技術及びサービスをいう（2条

4項）。 
15 関連する核物質、核設備、原子炉用非核物質並びに関連する技術及びサービスをいう（2条 5項）。 
16「管理規制化学品管理条例」（2011年改訂）3条、「核輸出規制条例」（2006年改訂）2条、「軍需品輸

出管理条例」（2002 年改訂）2 条、「ミサイル並びに関連品目及び技術輸出規制条例」（2007 年改訂）2

条、「核両用品及び関連技術輸出規制条例」（2007 年改訂）2 条、「生物両用品並びに関連設備及び技術

輸出規制条例」2条 
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外において外国の自然人、法人及びその他の組織に規制品目を提供することも含ま

れる可能性がある。この点については、前回の草案において日本を含む国外から多

くの懸念が表明されたが、本草案においても引き続き規定がされている。 

さらに、規制品目の通過、中継及び通し運送のほか、やはり国外から多くの懸念

が示された再輸出（既に中国国外に輸出された物品等の他国へのさらなる輸出）に

ついても、輸出管理法の関連規定に基づき実施される旨が規定された（45 条）。 

 

（2）輸出管理制度の管理体制 

輸出管理制度の管理体制について、本草案は現行の管理体制を維持した。すなわ

ち、国務院及び中央軍事委員会における輸出管理を担当する部門（以下「輸出規制

管理部門」という。）が、従来同様、各自の職責により輸出に関する事項を管理する

と規定された（5 条 1 項）。また、上記の管理体制に加え、輸出管理業務の調整メカ

ニズムを構築し、輸出管理業務に関わる重大事項を統一的に行うと規定された（5

条 2 項）。地方輸出管理については、各省、自治区、直轄市人民政府の関連部門が法

律及び行政法規の規定に従い輸出管理の具体的な業務を担当すると規定された（5

条 4 項）。 

 

（3）輸出管理規制政策 

本草案には、規制リスト、臨時規制及び禁止命令という 3 つの規制政策が規定さ

れた。 

 

① 規制リスト 

規制リストとは、輸出許可制度（後記(4)を参照）の対象となる規制品目を列挙し

たリストである。本草案では、両用品目、軍需品、核に関する規制リストの制定及

びその公表部門がそれぞれ明確化された（9 条）。 

 

② 臨時規制 

規制リスト外の貨物、技術及びサービスに対して、2 年を超えない期間で臨時規

制を実施することができると規定された（同条）。臨時規制が実施された規制品目は、

規制リスト外であるにもかかわらず、輸出許可制度の対象となる。 

 

③ 禁止命令 

国際義務の履行、国家安全の維持保護の必要に基づき、国務院又は国務院及び中

央軍事委員会の認可を受け、関連規制品目の輸出、または関連規制品目の特定の対

象国及び地域、特定の自然人、法人及びその他の組織に対する輸出を禁止すること

ができると規定された（10 条、禁止命令）。禁止命令は、輸出許可制度と異なり「最

終使用者及び最終用途」（17 条）を問わず、関連輸出行為を一律に禁止する命令で

ある。 
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（4）輸出業者管理及び輸出許可制度等 

 

① 輸出業者 

本草案では、輸出業者は、法律、行政法規の規定に基づき規制品目の輸出に従事

する公民、法人又はその他の組織と定義された（7 条 3 項）。また、輸出業者は、独

占経営制度（原文：「专营」）及び届出手続により管理されると規定された（12 条）。

さらに、輸出業者は、輸出規制に係る内部コンプライアンス審査制度を構築しなけ

ればならないと規定された（14 条 1 項）。 

 

② 輸出許可制度 

本草案では、規制品目の輸出規制に関して、輸出許可制度を実施し、かつ規制品

目の最終使用者（エンドユーザー）及び最終用途を管理することとされた。輸出許

可制度とは、輸出業者が規制リストに記載されている規制品目及び臨時規制の対象

となった規制品目を輸出しようとする際、国の輸出規制管理部門が国際義務や国家

安全等の理由を総合的に考慮したうえ、当該輸出を許可するかどうかの決定をする

制度である（13 条）。加えて、規制リストに記載していない貨物、技術及びサービ

スについて、輸出業者が上記輸出品目に国家安全を脅す等のリスクが存在すると知

り又は知り得べき際にも、13 条の規定に従い輸出許可を申請しなければならないと

規定された（15 条）。 

 

③ 最終使用者及び最終用途証明文書 

輸出業者は国の輸出規制管理部門に対して、輸出しようとする規制品目に関わる

最終使用者及び最終用途証明文書を提出しなければならないと規定された（17条）。

当該証明文書は最終使用者又は最終使用者の所在する国もしくは地域の政府機関が

発行するものである（同条）。さらに、最終使用者は、国の輸出規制管理部門の許可

なしに関連規制品目の最終用途を変更したり第三者に譲渡したりしないことを誓約

しなければならず、かつその誓約を厳格に守らなければならないと規定された（18

条 1 項）。なお、輸出業者または輸入者が、最終使用者または最終用途が変更される

可能性を発見した場合速やかに、輸出規制管理部門に報告しなければならない（18

条 2 項）。輸出規制管理部門は上記誓約に違反した輸入者または最終使用者を管理制

御リストに記載する（20 条 1 項 1 号）。輸出業者は管理制御リストに記載した主体

と取引をする際に、輸出規制管理部門から取引禁止命令、取引制限命令、輸出中止

命令等の命令を受ける可能性がある（20 条 2 項）。 

 

（5）輸出監督管理及び法律責任 

国の輸出規制管理部門が輸出管理制度に関わる監督管理を担当する。具体的には、

国の輸出規制管理部門は、本草案の規定に違反した疑いのある者に対し、次の権限

を行使することができる：①営業場所に立入検査を実施すること、②調査に関わる
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者を尋問し、状況説明を要求すること、③関連資料（電子データを含む）を検査・

コピーすること、④輸出に使用する運輸工具を検査し、本草案の規定に違反して輸

出された品目を原状に復させること、⑤調査に関わる品目を封印し、差し押さえる

こと、⑥調査に関わる者の銀行口座を調査すること。但し、上記⑤及び⑥に記載す

る権限を行使する際には、輸出規制管理部門の部門担当者から書面による審査認可

を受けなければならない（30 条）。 

本草案では、輸出規制違反に対して 10 万人民元から 1,000 万人民元までの過料及

び、関連資格または許可書の取り消しの他（34 条～39 条）、輸出業者の行政処罰関

連情報を全国信用情報共有プラットフォームに記録し、当該輸出業者が輸出経営活

動に参与することを一定の期間内または永続的に禁止するという処罰手段も規定さ

れた（40 条）。 

 

（全 48 条） 

 

2. 「『独占禁止法』改正草案（意見募集稿）」 

（原文「『反垄断法』修订草案 （公开征求意见稿）」） 

国家市場監督管理総局、2020 年 1 月 2 日公布、意見募集期限 2020 年 1 月 31 日 

 

国家市場監督管理総局は、2020 年 1 月 2 日、「『独占禁止法』改正草案（意見募集

稿）」（以下「本意見募集稿」という。）を公布した。 

本意見募集稿は、2008 年 8 月 1 日に「独占禁止法」（以下、「現行法」という。）が

施行されてから今まで約 12 年の独占禁止法執行を通じて、蓄積された経験及び研究

成果に基づいて、改正草案の形で意見募集が行われているものである。 

本意見募集稿において、注目される改正内容の一部を以下に紹介する。 

なお、本意見募集稿は、現時点でまだ意見募集稿であるため、内容は修正される可

能性があり、正式に公布・施行されるまでは法的拘束力を有しない。 

 

（1）処罰の強化 

本意見募集稿は、独禁法に違反して事業者集中を実施する等の違法行為に対して、

現行法より厳しい処罰を規定している。 

 

違法行為 現行法 本意見募集稿 

①事業者集中について、申

告すべきであるのに申告せ

ずに集中を実施した場合、

50 万元以下の過料に処

する（48 条） 

前年度販売額17の 10％以下

の過料に処する（55 条） 

                               
17 「前年度販売額」の具体的な内容、範囲については、明確な規定等がなく、今後公表されるであろ

う下部規則、処罰事例等を確認する必要がある。 
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②申告後認可を得ずに集中

を実施した場合、③付加さ

れた制限的条件に違反した

場合、④集中を禁止する決

定に違反して実施した場合 

①審査及び調査に対し、関

連資料、情報の提供を拒絶

した場合、②虚偽の資料、

情報を提供した場合、③証

拠を隠匿、処分、移転した

場合、又は④その他調査を

拒絶、阻害する行為を行っ

た場合 

情状が重大な場合： 

個人に対して 2 万元以

上、10 万元以下の過料

に処する； 

単位に対して 20 万元以

上、100 万元以下の過料

に処する（52 条） 

個人に対して 20 万元以上

100 万元以下の過料に処す

る； 

単位に対して前年度販売額

の 1％以下の過料に処す

る；前年度販売額がない、

又は計算が難しい場合は

500 万元以下の過料に処す

る（59 条） 

 

（2）規制の拡大 

本意見募集稿は、現行法に定められていない部分に対して新しい規定を設けてお

り、規制の拡大が見受けられている。 

現行法は、水平又は垂直的な独占合意を結んだ事業者を規制対象としている。こ

れに加えて、本意見募集稿は、独占合意の形成を組織または幇助してはならず、違

反した場合は前年度販売額の 1％以上 10％以下の過料に処すると規定している（17

条、53 条）。 

さらに、現行法では、事業者集中が申告基準に達する場合を規制対象としている。

本意見募集稿はこれに加えて、事業者集中が申告基準に達しないが、競争を排除し、

もしくは制限する効果を有し、又はそのおそれがある場合は、独占禁止法執行機構

は、法に基づき調査する旨規定されている（24 条、34 条）。 

 

（3）その他の注目点 

その他、本意見募集稿において、追加された内容のうち、以下が注目される。 

 

① インターネット分野における認定基準の追加 

本意見募集稿は、事業者が市場における支配的地位を有することの認定について、

インターネット分野における認定基準を追加した。すなわち、インターネット分野

の事業者が、市場における支配的地位を有することの認定にあたっては、同時にネ

ットワーク効果、スケールメリット、ロックイン効果、関連データの把握能力及び

処理能力等の要素を考慮しなければならないと規定している（21 条）。これは、「市

場支配的地位濫用行為禁止暫定規定」に規定されていた事項（11 条）を一部修正し

て、本意見募集稿に明記したものである。 



 

 

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。 
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② 審査期間不算入制度の追加 

本意見募集稿では、独占禁止法執行機構が事業者集中に対して審査を行う際、（ア）

申告者が審査期間の一時停止を申し立て、又は同意したとき、（イ）事業者が独占禁

止法執行機構の要求に従って文書及び資料を補充したとき、又は（ウ）事業者と独

占禁止法執行機構が、制限的条件の付加について交渉を行ったとき、所要期間を審

査期間に算入しないと規定されている（30 条）。 

上記制度の利点としては、審査所要期間の満了を避けるために申告者が申告を一

旦取下げて、再び申告を行う等の必要はなくなる可能性がある。一方、上記制度の

欠点としては、審査期間が事実上延期される可能性がある。 

 

（全 64 条） 
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