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※月 2 回発行                   2020 年 5 月 15 日号（No.327） 

 

Ⅰ. 全人代レベル 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

1. 「ネットワーク安全審査規則」 

        2. 「外貨管理の最適化による渉外業務発展の支援に関する通知」 

Ⅳ. 司法解釈 

1. 「破産事件の法による効率的な審理の推進に関する意見」 

Ⅴ. 地方レベル 

1. 「上海市ビジネス環境適正化条例」 

2. 「上海市における『国務院による外資利用業務のさらなる遂行 

に関する意見』の徹底に係る若干措置」 

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 

該当なし 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

 

1. 「ネットワーク安全審査規則」 

（原文「网络安全审查办法」） 

国家インターネット情報弁公室、国家発展改革委員会、工業情報化部等 12 部門

令第 6 号 

国家インターネット情報弁公室、国家発展改革委員会、工業情報化部等 12 部門、

2020 年 4 月 13 日公布、2020 年 6 月 1 日施行 

 

2016 年に公布され、2017 年 6 月 1 日から施行された「ネットワーク安全法」では、

重要情報インフラ1の運営者は、ネットワーク製品又はサービスを調達する際に、国

 
1 公共通信及び情報サービス、エネルギー、交通、水利、金融、公共サービス、電子行政等の重要な業

界及び分野、並びにその他の機能が破壊され、喪失し、又はデータが漏えいすると国の安全、国の経済

と人民の生活、公共の利益に重大な危害が及ぶおそれがあるインフラ（ネットワーク安全法 31条 1項）

をいう。なお、2017 年 7月 10 日に公布された「重要情報インフラ安全保護条例（意見募集稿）」（正

式版は未公布）18 条では、列挙の形で重要情報インフラの範囲がさらに拡大及び明確化されており、同

19 条によると、関連主管部門が重要情報インフラの識別ガイドラインを制定し、当該識別ガイドライ

ンに基づいて、重要情報インフラ該当性が判断される旨が記載されている。 
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の安全に影響を与えるおそれがある場合、国家安全審査（以下「ネットワーク安全審

査」という。）に合格しなければならないと規定されている（同法 35 条）。 

このネットワーク安全審査の実施細則として、2017 年 5 月、国家インターネット

情報弁公室は「ネットワーク製品及びサービス安全審査規則（試行）」（以下「試行規

則」という。）を公布した2。しかし、試行規則の内容が不明確であると指摘されてい

たため、試行規則に代わるものとして、2019 年 5 月 21 日、国家インターネット情報

弁公室は「ネットワーク安全審査規則（意見募集稿）」（以下「本規則の意見募集稿」

という。）を公表した3。その後、意見募集手続きを経て、2020 年 4 月 13 日、国家イ

ンターネット情報弁公室等の 12 部門は共同で「ネットワーク安全審査規則」（以下「本

規則」という。）を公布した。 

試行規則及び本規則の意見募集稿からの主な変更点は以下のとおりである。 

 

（1）ネットワーク安全審査が必要となる場合 

試行規則では、ネットワーク製品及びサービスを調達するにあたり、国の安全に

影響を与えるおそれがある場合、重要情報インフラ運営者はネットワーク安全審査

を受けなければならない（施行規則 10 条）とだけ規定されていた。このような規定

に対して、ネットワーク安全審査を受ける必要のあるケースが不明確で、審査対象

が過多となるおそれがあるとの指摘があった。そのような指摘がある中で、本規則

の意見募集稿では、審査の必要となる 4 つのケース4が規定されていた。 

本規則では、当該 4 つのケースは削除されたが、本規則は、ネットワーク製品及

びサービスとは、主に革新的ネットワーク設備、高性能のコンピューター及びサー

バー、大容量記憶装置、大型データベース・アプリケーションプログラム、ネット

ワーク安全設備、クラウドコンピューティングサービス並びにその他の重要情報イ

ンフラの安全に重大な影響を与えるネットワーク製品及びサービスをいうと定義し

（20 条 2 項）、ネットワーク安全審査の対象を明確化することでネットワーク安全

審査が必要となるケースを限定している。その上で、本規則では、重要情報インフ

ラ運営者が、上記の 20 条 2 項で定義されるネットワーク製品及びサービスを調達す

るとき、当該製品及びサービスの使用により国の安全に影響を与えるかどうかを予

め判断しなければならず、国の安全に影響を与える又はそのおそれがあると判断し

た場合は、ネットワーク安全審査弁公室5にネットワーク安全審査を申告しなければ

 
2 詳細は、本ニュースレターNo.253（2017 年 5月 26 日発行）をご参照ください。 
3 詳細は、本ニュースレターNo.304（2019 年 6月 14 日発行）をご参照ください。 
4 本規則の意見募集稿 6 条において、重要情報インフラ運営者は、ネットワーク製品及びサービスの使

用により、①重要情報インフラの全体又は主要な機能が正常に運行できないこと、②大量の個人情報及

び重要なデータが流出、紛失、破壊又は国外に移転されること、③重要情報インフラ運行の維持、技術

的サポート、アップデート等が脅威にさらされること、④その他重要インフラの安全性に重大な危害を

加えるリスクがあることが生じるおそれがあると判断した場合、ネットワーク安全審査を申告しなけれ

ばならないと規定されている。 
5 本規則に関する記者会見によれば、具体的な審査活動は中国ネットワーク安全審査技術認証センター

（http://www.isccc.gov.cn/）に委託され、当該認証センターは国家インターネット情報弁公室の指導の

下に、申告書類の受付、申告資料の形式的審査、審査活動の手配等を担当するとのことである

（http://www.cac.gov.cn/2020-04/27/c_1589535446378477.htm）。 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00036849/20190614-104453.pdf
http://www.isccc.gov.cn/
http://www.cac.gov.cn/2020-04/27/c_1589535446378477.htm
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ならないと規定され（5 条）、重要情報インフラ運営者自らが上記の予測判断をでき

るようにするため、重要情報インフラの保護業務部門が各業種・分野に応じた予測

判断ガイドラインを制定できるとも規定されている（同条）。 

また、本規則では、重要情報インフラ運営者とは、重要情報インフラの保護業務

部門が認定した運営者をいうと規定され6（20 条 1 項）、審査が必要となり得る主体

も限定されている。 

 

（2）審査の主体について 

試行規則では、国家インターネット情報弁公室が関連部門と共同でネットワーク

安全審査委員会を設立し、ネットワーク安全審査を実施すると規定されていたが、

関連部門の範囲は明確ではなかった。 

これに対して、本規則では、中央ネットワーク安全及び情報化委員会の指導の下、

国家インターネット情報弁公室、国家発展改革委員会、工業情報化部、公安部等の

12 部門が共同でネットワーク安全審査業務体制（中国語で「国家网络安全审查工作

机制」）を構築し、このネットワーク安全審査弁公室は国家インターネット情報弁公

室に設置され、ネットワーク安全審査に関する制度と規範の制定及びネットワーク

安全審査の実施を行うと規定され（4 条）、具体的な審査部門が明確化されている。 

 

（3）審査の手続について 

試行規則では、ネットワーク安全審査の手続について明確な規定はなかったが、

本規則では具体的に規定されている。 

まず、本規則では、（1）で述べたとおり、重要情報インフラ運営者が、調達する

ネットワーク製品及びサービスが国の安全に影響を与える又はそのおそれがあると

判断した場合は、ネットワーク安全審査弁公室にネットワーク安全審査を申告しな

ければならないと規定されている。また、ネットワーク安全審査業務体制の構成部

門が国の安全に影響を与える又はそのおそれがあると判断したネットワーク製品及

びサービスに関しては、重要情報インフラ運営者の申告がなくとも、ネットワーク

安全審査弁公室が中央ネットワーク安全及び情報化委員会に報告し、許可を得た後

に、本規則に従い審査を実施すると規定されている（15 条）。 

ネットワーク安全審査の具体的な手続については、初歩的審査と特別審査に分け

られ、初歩的審査の期間は原則 45 営業日（状況が複雑である場合は 15 営業日の延

長が可能）（10 条、11 条）で、初歩的審査においてネットワーク安全審査業務体制

の構成部門及び関連重要情報インフラ保護業務部門の間で審査の結論について意見

を統一できなかった場合は特別審査に入り、特別審査の期間は原則 45 営業日（さら

に延長可能）（13 条）であると規定されている。また、ネットワーク安全審査弁公

 
6 本規則に関する記者会見において、国家インターネット情報弁公室の担当者は、電信、ラジオ・テレ

ビ、エネルギー、金融、公路水路運輸、鉄道、民用航空、郵政、水利、応急管理、衛生健康、社会保障、

国防科学技術工業等の業種分野における重要なネットワーク及び情報システムの運営者がネットワーク

製品及びサービスを調達するとき、本規則に従いネットワーク安全審査を申告することを想定すべきで

あると発言した。 
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室の指示によって資料を補充する場合は、資料補充の所要時間は審査期間に計算さ

れないと規定されている（14 条）。 

 

（4）商業秘密の保護について 

試行規則では、企業の商業秘密の保護に関する規定はなかったが、本規則の意見

募集稿では、ネットワーク審査に参加した人員は審査活動によって知った情報等に

ついて秘密保持義務を負い、審査以外の目的に使用してはならないと概括的に規定

された。 

そして、更に本規則では、ネットワーク安全審査に参加した関連機構及び人員は、

企業の商業秘密及び知的財産権を厳格に保護し、重要情報インフラ運営者、ネット

ワーク製品及びサービスの提供者が提出した未公開資料及び審査活動によって知っ

たその他の未公開情報について秘密を保持する義務を負い、情報提供者の同意を得

ずに、これを関連のない第三者に開示又は審査以外の目的に使用してはならないと

具体的に規定されている（16 条）。 

また、重要情報インフラ運営者、製品及びサービスの提供者は、審査人員が秘密

保持義務を遵守していないと判断した場合は、ネットワーク安全審査弁公室又は関

連部門に通報することができると規定されている（17 条）。 

 

上記のほか、本規則では、調達契約にネットワーク安全審査への協力に関する条項

を追加する義務、ネットワーク安全審査の評価要素、違法責任等が規定されている。 

 

（全 22 条） 

 

2. 「外貨管理の最適化による渉外業務発展の支援に関する通知」 

（原文「关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知」） 

滙発［2020］8 号 

国家外貨管理局、2020 年 4 月 10 日公布、同日施行7 

 

2020 年 4 月 10 日、国家外貨管理局は、「外貨管理の最適化による渉外業務発展の

支援に関する通知」（以下「本通知」という。）を公布した。本通知は、外貨管理の最

適化や外貨業務サービスの改善によるクロースボーダー貿易投資の利便性向上を目

的としている。また、新型コロナウイルスの影響を受けた企業に対する支援として活

用し得る政策を打ち出している。本通知の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）資本項目収入の支払利便化を全国展開 

資本項目収入の支払利便化は、これまで 18 の自由貿易区と上海全域において試

 
7 1条の 3のみ、資本項目情報システムのアップデートが必要となるため、2020年 6月 1日より施行さ

れる（本通知最終段落）。 
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験的に実施されていた8が、本通知により中国全土の企業が対象となる。資金使途が

真実かつ適法であり、かつ現行の資本項目収入の使用管理規定に適合することを前

提に、条件を満たす企業は、資本金、外債、国外上場収入等の資本項目に係る収入

を国内における支払いに用いる際、銀行に対して、その都度の当該支払いの真実性

証明に係る資料を事前に提供する必要がなくなった（1 条の 1）。 

 

（2）特殊外貨払戻業務に係る登記手続の撤廃 

貨物貿易外貨受取・支払企業リストにおいて A 類に分類された企業（以下「A 類

企業」という。）は、一回の支払い額が 5 万米ドル相当以下であって、かつ、(i)元の

受取・支払日から外貨払戻日までが 180 日を超える場合、又は(ii)特別な事情により、

支払者以外に外貨払戻を行う場合、外貨管理局でで事前に登記手続を行う必要がな

くなり、金融機関に直接手続きを行うことが可能となった（1 条の 2）。 

 

（3）一部の資本項目登記の権限移譲 

非金融企業の国内担保付国外ローンに係る義務が解除され、かつ実際に当該契約

が履行されていない場合は、所属の外貨管理局支局管内の銀行で国内担保付国外ロ

ーンの抹消登記手続を直接行うことが可能になった。また、非金融機関は海外貸付

の期限が満了し、かつ元金及び利息が正常に回収できた場合、所属の外貨管理局支

局管内の銀行で海外貸付の抹消登記手続を直接行うことが可能になった（1 条の 3）。 

 

（4）外貨業務における電子書類利用の利便化 

これまで、銀行が電子書類の審査により貨物貿易の外貨受取・支払業務を行う対

象企業は「A 類企業かつ設立後 2 年経過していること」という制限が設けられてい

た9が、本通知により、当該制限が撤廃された（2 条の 5）。 

 

（5）新型コロナウイルスに関連する項目 

その他、本通知は、企業が期日通りに輸出代金を受け取れない等の条件を満たし

た場合、外貨購入により、輸出業務に係る国内外貨ローンを返済できるとした（1

条の 4）。また、不可抗力により外貨受取・支払が困難となった企業に対して、銀行

が外貨貸付の返済期限延長、手続きの簡素化等の支援策を提供することを奨励する

（2 条の 8）等の政策を定めている。これらの政策は、新型コロナウイルスに特化し

た対策として明記されているわけではないものの、新型コロナウイルスの影響を受

けた企業を支援する政策として今後活用できると考えられる。 

 

（全 2 条） 
 

8 関連する法令として、「クロースボーダー貿易投資の手続き簡略化のさらなる促進に関する通知」（国

家外貨管理局 2019 年 10 月 25 日公布、同日施行）が公布されている。同通知については、本ニュース

レターNo.315（2019 年 11月 29日発行）をご参照ください。 
9 「貨物貿易外貨収支電子書類審査確認ガイドライン」5 条（外貨管理局滙発〔2016〕25 号、2016年 6

月 28 日公布、2016年 11月 1 日施行） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00038193/20191129-012917.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00038193/20191129-012917.pdf
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Ⅳ.  司法解釈 

 

1. 「破産事件の法による効率的な審理の推進に関する意見」 

（原文「关于推进破产案件依法高效审理的意见」） 

法発【2020】14 号 

最高人民法院、2020 年 4 月 15 日公布、同日施行 

 

 最高人民法院は、案件の具体的状況及び社会経済の発展の状況、特に、新型肺炎

流行の防止・コントロールと社会経済発展業務を統一的に推進すべき状況をふまえ、

破産審理の効率を高め、破産手続のコストを削減すること等を図るために、2020 年 4

月 15 日、「破産事件の法による効率的な審理の推進に関する意見」（以下「本意見」

という。）を公布した。 

  本意見の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）破産事件の公告及び受理等のプロセスの効率化 

 本意見は、人民法院及び管財人は、企業破産法及び関連司法解釈において公告が

必要とされる事項について、全国企業破産更生案件情報網10において公布しなけれ

ばならず、同時に法院の公告板、法院のホームページ、新聞等の方式で公告するこ

ともできるとする（1 条 1 項）。 

また、通知又は告知が必要とされる事項について、人民法院又は管財人は、電話、

ショートメール、ファックス、電子メール、インスタントメッセージ及びグループ

チャットその他受領の確認ができる簡易な方法で通知又は告知することができる（1

条 2 項）。さらに、企業破産法においては、債権者が破産申立をした場合、人民法院

は申立を受理した日から 5 日以内に債務者に通知しなければならない11が、本意見は、

当該債務者への通知について、上記の簡易な方法で通知できなかった場合、当該通

知は当該債務者の住所地においてなされるべきであるとする。 

当該住所地においても通知ができなかった場合には、人民法院は全国企業破産更

生案件情報網で公告しなければならない。この場合、通常の公示送達12とは異なり、

債務者への破産申立受理の通知は、公告の日になされたとみなされ（2 条）、当該債

務者は公告の日から 7 日以内に人民法院に異議申立をしなければ、破産申立に対し

異議がないものとみなされる。 

 

（2）債務者の財産の承継及び調査方式を充実させること 

 本意見によれば、人民法院は、管財人の破産案件への貢献（破産事件の効率の向

上や、破産手続の費用の削減等）に応じて、管財人の報酬を確定又は調整できると

 
10 全国企業破産更生案件情報網のホームページ：https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy 
11 企業破産法 10 条 1 項 
12 民事訴訟法上、公示送達の場合、公示の日から 60 日が経過したときに送達されたものとみなす旨規

定されている（民事訴訟法 92条）。 

https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy
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される（5 条）。また、人民法院は、管財人の申立または職権により、債務者の訴訟

事件及び執行事件の状況、債務者の財産状況について、人民法院内部用の案件管理

システムやネット執行調査管理システムを通じて得られた情報を管財人に提供する

ことができるようになった（7 条）。 

また、債務者が管財人に対する財産、印鑑、帳簿等の資料の引渡しを拒否する場

合は、人民法院は、関連責任者に罰金を科し、引渡しの内容及び期限を定めること

ができる。（8 条）。 

 

（3）債権者集会の開催及び採決の効率の向上 

第 1 回債権者集会は、実際に会場に集まる方式、又はオンライン動画方式で開催

することができ、第 1 回債権者集会の決議により、以後の債権者集会を動画のない

グループ通信その他のオフサイト方式で開催できる（10 条）。 

 債権者会議の議決方式については、会場での議決以外に、書面、ファックス、シ

ョートメール、電子メール、インスタントメッセージ及びグループチャット等のオ

フサイト方式で採決することができる。その場合、管財人は、表決内容を記載した

電子データを印刷、写真撮影等により適時に抽出し、捺印または署名の上確認しな

ければならない（11 条）。 

 

（4）簡易な事件の迅速審理メカニズムの構築 

 人民法院は、債権債務関係及び債務者の財産状況が明確で、簡単な破産清算並び

に和解事件について、迅速審理方式を適用することができる。ただし、債務者につ

いて進行中の訴訟又は仲裁が係属する場合、債権債務関係が複雑な場合、債務者が

上場会社又は金融機関である場合等、迅速審理方式の適用が望ましくない場合は、

迅速審理方式は適用されない（13 条）。 

人民法院は、迅速審理方式が適用される破産案件について、受理後 6 か月以内に

結審しなければならない（15 条）。なお、審理中、迅速審理方式の適用が不適当な

状況が発生した場合や 6 か月以内に結審できない場合は、通常の破産手続に移行し

なければならないが、既に進行した破産手続は有効であるとする（19 条）。 

 

（5）強制措置及び債務履行の回避等の防止の強化 

本意見は、人民法院による債務者の関係者等の虚偽供述、帳簿等の重要証拠の偽

造、隠滅等の違法行為に対する処罰を強調しており、また破産事件の審理を妨害す

る違法行為を司法妨害行為13とした（20 条）。 

本意見は、管財人の債務者の財産に対する調査義務をより明確にし、一定の場合14

に速やかに財産を回収すべきであることを強調した（21 条）。 

（全 22 条） 

 
13 民事訴訟法 111 条参照。 
14 債務者またはその関係者が、企業破産法 31条、32条、33条及び 36条に規定する行為を行ったこと

を証明する証拠が存在する場合。 
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Ⅴ.  地方レベル 

 

1. 「上海市ビジネス環境適正化条例」 

（原文「上海市优化营商环境条例」） 

上海市人民代表大会常務委員会公告第 35 号 

上海市人民代表大会常務委員会、2020 年 4 月 10 日公布、同日施行 

 

上海市人民代表大会常務委員会は、2020 年 4 月 10 日、「上海市ビジネス環境適正

化条例」（以下「本条例」という。）を公布した。本条例は、国務院が 2019 年 10 月

22 日に公布した「ビジネス環境適正化条例」15に基づき、上海市のビジネス環境適正

化のための原則及び具体的な措置を規定するものである16。本条例は、2020 年 4 月

10 日から施行されている。 

 本条例の主な内容は、以下のとおりである。 

 

（1）市場環境に関する措置 

 本条例は、上海市が実施するビジネス環境適正化のための市場環境に関する措置

として大要以下の事項を規定している。これらうち①及び③以外はビジネス環境適

正化条例においても同旨の措置が規定されている。 

 

①設立、資金調達、紛争解決、撤退など企業のライフサイクル全体をカバーするサ

ービスを構築する（9 条）。 

②外商投資参入ネガティブリスト17に規定されているもの以外の分野における外国

投資について内資・外資一致の原則に従い管理する（10 条）。 

③国際貿易、外商投資を促進し、企業による本部機構、研究開発センターの設立を

奨励し、国際経済、金融、貿易、水運及び技術センターと密接に関係する国際組

織の設立を促進する（11 条）。 

④市場主体の自主経営権、財産権その他の正当な利益を保護し、違法な行政上の強

制を行わない（12 条）。また、市場主体の公共サービス、公共入札、政府調達な

どへの平等なアクセスを保証する（13 条）。 

⑤不正競争の取締りを強化し公正な市場環境を整備する（14 条）。 

⑥中小企業、スタートアップの発展を支援し、金融支援などにおいて中小企業のた

めの特別の施策を策定し予算を配分する（15 条）。 

⑦中小投資家の正当な利益を保護するためのメカニズムを確立する（16 条）。 

⑧法律に規定されている場合を除き、事業ライセンスの取得を企業登記の前提条件

 
15 本ニュースレターNo.314（2019年 11 月 15 日発行）をご参照ください。 
16 「ビジネス環境適正化条例」が公布された後、上海市だけでなく、北京市、福建省、山東省、甘粛省、

河北省などの地域においてもビジネス環境適正化のための措置が打ち出されている。 
17 外商投資参入ネガティブリストとは、外資による投資が制限又は禁止される産業分野をリスト化したも

のであり、現在有効なものとして、2019 年版外商投資参入ネガティブリストが存在する。本ニュースレタ

ーNo.306（2019 年 7 月 12日発行）をご参照ください。 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00037910/20191115-095952.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00037006/20190712-020506.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00037006/20190712-020506.pdf
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としない（証照分離）。また、1 つの産業について要求されるライセンスが 1 つと

なるよう複数のライセンスの統合改革を進める（一業一証）。 

市場監督管理部門は、企業が申告した事業範囲に基づき、必要なライセンスを企

業に対して明確に告知するとともに、ライセンスの申請が必要な企業の情報を関

連主管部門に通知する（17 条）。 

⑨政府基金、企業の証拠金、行政サービス料などについて目録を作成し、一般に公

開し、目録に従って徴収する（18 条）。 

⑩業界団体の発展を支援し、業界団体の行う費用徴収、評価、認定などを監督する

（19 条）。 

⑪上海市及びその関連機関が市場主体との間で締結した契約を政策などの変更や責

任者の交代などを理由に違法に破棄してはならず、破棄したことにより損害が発

生した場合は補償を行う。また、既に効力の発生した行政許可について変更もし

くは取消しをし、又は収用等の措置を行う場合、法に従い補償する（20 条）。 

⑫上海市及びその関連機関が市場主体との間で締結した契約の債務不履行を抑制し、

処罰するメカニズムを確立する（21 条）。 

⑬地域間の連携、紛争解決メカニズムの改善などにより知的財産権の保護を強化す

る（22 条）。 

 

（2）行政事務サービスの向上に関する措置 

本条例は、行政事務サービスの向上に関して以下のような措置を規定している。 

 

①法律等に別段の定めがある場合、又は国家機密、公共の安全にかかわる場合を除

き、すべての行政事務サービスを政府サービスプラットフォームである「一網通

弁」を通じて行う（23 条）。企業設立又は登録抹消の申請者は、オンラインサー

ビスプラットフォームである「一窓通」を通じて関連手続を行うことができる（30、

43 条）。 

②企業電子証書、電子印鑑、電子署名の使用を普及させる（31、32、33 条）。 

 

（3）監督管理制度に関する措置 

本条例は、監督管理制度について、まず、市場主体による軽微な違反行為につい

ては、寛容で慎重な監督管理制度を確立し、軽微な違反については具体的な状況を

明らかにしたうえで、行政処罰を行わないと規定している18（54 条）。 

また、信用回復19の仕組みを確立・整備し、条件に合致する信用回復申請がなされ

 
18 上海市司法局、上海市市場監督管理局、上海市応急管理局が 2019 年 3月 13 日に公布した「市場に

おける軽微な法律規則違反経営行為の処罰免除リスト」では、消防、工商、品質、食品安全等の分野の

34 項の軽微な違反行為が具体的な対象行為として規定されている。 
19 司法判決、行政決定の義務の不履行や、規定された分野の行政処罰に処されたことにより信用失墜

と認定された主体は、行政処罰を履行し、又は規定された要求を満足した後、「信用中国」等のウェブ

サイトに信用回復を申請し、必要な事実が確認された場合、信用失墜の公示情報が削除され、信用回復

がなされるとされている（「信用中国」ウェブサイト及び地方信用ポータルサイトにおける行政処罰情

報の信用修復仕組みのさらなる整備に関する通知）。 
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た場合、主管部門は審査を行った後、信用失墜情報を関連ウェブサイトから削除す

るとされている（56 条）。 

 

なお、本条例は「中国（上海）自由貿易試験区」、「臨港新片区」、「張江国家自主

創新模範区」、「虹橋商業区」などの地区において関連改革措置を先行して実施する

としている（5 条）。 

 

（全 80 条） 

 

2. 「上海市における『国務院による外資利用業務のさらなる遂行に関する意見』の

徹底に係る若干措置」 

（原文「关于贯彻『国务院关于进一步做好利用外资工作的意见』的若干措施」） 

沪府規〔2020〕5 号 

上海市人民政府、2020 年 4 月 8 日公布、2020 年 4 月 10 日施行 

 

国務院は、2019 年 10 月 30 日、「外資利用業務のさらなる遂行に関する意見」20を

公布し、外資利用を推進するため、対外開放の促進、中国における投資の促進、投資

手続きの簡略化改革の深化、外商投資の合法的権益の保護などの観点から、各種の政

策を打ち出した（以下「国務院意見」という。）。上海市人民政府は、当該国務院意見

に基づき、2020 年 4 月 8 日、「『国務院による外資利用業務のさらなる遂行に関する

意見』の徹底に係る若干措置」（以下「本措置」という。）を公布し、同月 10 日から

施行した。 

本措置の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1） 開放政策の促進 

最新の外商投資参入ネガティブリストを遵守しつつ、金融業や新エネルギー自動

車業等の分野の開放を進め21、新たに開放した分野の外商投資プロジェクトを促進す

る（1 条）。また、中国（上海）自由貿易試験区及び臨港新片区において、電信、科

学研究及び技術サービス、教育、衛生などの重点分野の開放に努める（2 条）。 

 

（2） 外商投資の促進強化 

国家レベルの経済技術開発区としての優位性を生かし、経済技術開発区としての

産業発展に適合する重要な外商投資プロジェクトを積極的に推進する（5 条）。 

また、各区は、上海市の産業発展に適合する外商投資プロジェクトについて、各

区の社会経済の発展に対する貢献度に合わせて奨励を行うことができる（6 条）。 

 

 
20 本ニュースレターNo.316（2019年 12 月 13 日発行）をご参照ください。 
21 国務院意見2条において、証券会社、証券投資基金管理会社、先物会社及び生命保険会社に関する外

資比率規制の撤廃を規定し、国務院意見 3 条において、新エネルギー自動車について国内の自動車製造

企業と同等の市場参入待遇の保障を規定している。 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00038326/20191213-105737.pdf
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（3） 投資の利便性向上 

一定の条件に合致する企業が資本金、外債などの資本項目に該当する資金を中国

国内で支出する場合、事前に真実性に関する資料を提供する必要はなく、また、非

投資性の外商投資企業も、外商投資参入ネガティブリストに違反せず、かつ、中国

国内にて投資を行うプロジェクトが真実・合法である場合、資本金をもって子会社

の新設又は企業買収をすることができる（13 条）。 

 

（4） 外商投資の保護強化 

外商投資法を徹底しつつ（16 条）、政府と企業のコミュニケーション体制の向上

を図り（17 条）、また、外商投資企業による問題提起及び合法権益を保護する体制

を完備する（18 条）。 

 

（全 24 条） 

 

Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

該当なし 
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NEWS 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について（5 月 11 日更新） 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う東京等における緊急事態宣言を受け、当事

務所では下記の対応を実施いたします。 

 

■在宅勤務について 

当事務所の日本国内オフィス（高松オフィスを除く）及びシンガポールオフィス

では、当面の間、原則として在宅勤務態勢をとっております。また、その他のオ

フィスにおいても、出勤者を減らすなどの対応をとっております。 

 

国内外すべての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継続で

きる体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切れ目なく継

続してまいります。 

 

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、担当者

の連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきますようお願い

申し上げます。 

 

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。予め

ご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをいただきます

ようお願い申し上げます。 

  

■当事務所主催のセミナーについて 

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は延期い

たします。但し、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの開催は継続

してまいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸いです。 

 

なお、中止もしくは延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにそ

の旨を記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差

し上げます。既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問

い合わせください。 

  

■非対面会議への移行について 

クライアント等の皆様との会議につきましても、当面の間、対面での会議は原則

として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での実施へと移行いたしま

す。 
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■代表電話へのお問い合わせについて 

在宅勤務への移行に伴い、代表電話へのお問い合わせを受けられない状態となり

ます。皆さまにはご不便をおかけいたしますが、当事務所ウェブサイトのお問い

合わせフォームからご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 

 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（5 月 15 日更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
www.mhmjapan.com 

中国プラクティスグループ 

射手矢好雄、石本茂彦、江口拓哉、小野寺良文、康石、本間隆浩、森規光、原潔、 

山口健次郎、鈴木幹太、宇賀神崇、青山慎一、富永裕貴、水本真矢、福島翔平、 

岩佐勇希、真下敬太、木内遼、塩崎耕平、紫垣遼介、本嶋孔太郎 

李珉、姚珊、吉佳宜、崔俊、張超、解高潔、胡勤芳、高玉婷、柴巍、戴楽天、 

呉馳、孟立恵、張雪駿、沈暘 

 
TOKYO 

〒100-8222 東京都千代田区丸の内 2-6-1 

丸の内パークビルディング 

 tokyo-sec@mhm-global.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 

 shanghai@mhm-global.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BEIJING 

北京市朝陽区東三環北路 5号 

北京発展大厦 316号室 100004 

 beijing@mhm-global.com 

http://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/35.html
http://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/506.html
mailto:tokyo-sec@mhm-global.com
mailto:shanghai@mhm-global.com
mailto:beijing@mhm-global.com

