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中国最新法令 < 速報 > 

※月 2 回発行                   2020 年 10 月 16 日号（No.338） 

 

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. 「適格外国機関投資家及び人民元適格外国機関 

投資家国内証券先物投資管理規則」 

       「『適格外国機関投資家及び人民元適格外国機関 

投資家国内証券先物投資管理規則』の実施における 

関連問題についての規定」 

     2．「事業者独占禁止コンプライアンス指針」 

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 
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中国政府は、2002 年に適格外国機関投資家（以下「QFII」という）制度、2011 年

に人民元適格外国機関投資家（以下「RQFII」という）制度の試験運用を行い、QFII

及び RQFII それぞれの関連規則を制定した。しかし、従来の規則には、QFII と RQFII

の間での参入条件の不統一や投資範囲の制限等の問題が存在していたため、中国証券

監督管理委員会は、QFII の関連規則及び RQFII の関連規則の改正を目的として、2019

年 1 月 31 日に「適格外国機関投資家及び人民元適格外国機関投資家国内証券・先物

投資管理規則」（以下「本管理規則」という）及び「『適格外国機関投資家及び人民元

適格外国機関投資家国内証券・先物投資管理規則』の実施における関連問題について

の規定」（以下「本実施規定」という）の意見募集稿1を公表し、意見募集を行った。

その後、中国人民銀行及び国家外貨管理局は、2019 年 9 月 10 日に QFII 及び RQFII

の投資限度額を撤廃し、さらに、2020 年 5 月 7 日にこれまでの QFII 及び RQFII に分

かれていた外貨資金管理ルールを一本化した。本管理規則及び本実施規定は、この一

連の QFII 及び RQFII に関する規制緩和の動きを受けて公布されたものである2。 

なお、本管理規則及び本実施規定は 2020 年 11 月 1 日より施行される。本管理規

則及び本実施規定の施行により、QFII 及び RQFII それぞれの従来の関連規則である

「適格外国機関投資家国内証券投資管理規則」、「『適格外国機関投資家国内証券投資

管理規則』の実施における関連問題についての規定」、「人民元適格外国機関投資家国

内証券投資試験運用規則」及び「『人民元適格外国機関投資家国内証券投資試験運用

規則』の実施に関する規定」は廃止される。 

 本管理規則及び本実施規定の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）QFII の関連規則及び RQFII の関連規則の統合 

従前、QFII 及び RQFII のそれぞれの関連規則は、参入条件、申請資料、審査手続

き、投資活動等を別々に規定していた。本管理規則及び本実施規定は、これまで別々

だった規則を、QFII の関連規則をベースに RQFII に関する内容を加え、本管理規則

及び本実施規定に統合している。 

     

（2）参入条件の緩和 

本管理規則及び本実施規定は、これまで異なっていた QFII 及び RQFII の参入条件

を統合し、信用良好・内部統制・就業資格等の要件を維持する一方、QFII の資産規

模等の要件を削除している（本管理規則 6 条）。 

統合前後の参入条件の比較は下表のとおりである（下線は変更箇所）。 

 

 

 
1 本ニュースレターNo.296（2019年 2月 15 日発行）をご参照ください。 
2 中国証券監督管理委員会が公布するデータによれば、2020年 8 月現在、中国政府が許可している QFII

は 322 社であり、RQFII は 256 社である。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00036668/20190508-043114.pdf
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統合前の QFII 参入条件3 

 

統合前の RQFII 参入条件4 統合後の参入条件5 

 

資産規模等の要件6 ― ― 

・申請者の財務状態が安

定しており、信用状態が良

好で、中国証監会の定める

資産規模等の条件を満た

していること 

・財務状態が安定しており、

信用状態が良好で、登録地、

業務資格等が中国証監会の

定める条件を満たしている

こと 

・申請者の財務状態が安

定しており、信用状態が良

好で、証券先物投資経験を

有すること 

・申請者の従業員が所在

国又は地域の就業資格に

関する要求に合致するこ

と 

・コーポレートガバナンス

及び内部統制制度が有効で

あり、従業員が所在国又は

地域の就業資格に関する要

求に合致すること 

・国内投資業務の主要責

任者が申請者の所在国又

は地域の就業資格に関す

る要求に合致すること 

・申請者に健全なコーポ

レートガバナンス及び完

備された内部統制制度が

あり、経営行為が規範的

で、直近 3 年間に監督管

理機構から重大な処罰を

受けていないこと 

 

・コーポレートガバナン

ス、内部統制制度及びコン

プライアンス管理制度が

健全かつ有効であり、規定

に従い監察員を指定して

申請者の国内投資行為の

合法性及びコンプライア

ンスを監察すること 

・経営行為が規範的で、直近

3年間又は設立以来、監督管

理機構から重大な処罰を受

けていないこと 

・経営行為が規範的で、直

近 3 年間又は設立以来、監

督管理機構から重大な処

罰を受けていないこと 

・申請者の所在国又は地

域の法律及び監督管理制

度が整備されており、その

証券監督機関が中国証監

会と監督管理の協力に関

する覚書を締結しており、

かつ効果的な監督管理協

力関係を維持しているこ

と 

― ― 

― ― ・国内資本市場の運行に

重大な影響を与えないこ

と 

・中国証監会が慎重性監

督管理の原則に基づき定

・中国証監会が慎重性監督

管理の原則に基づき定める

― 

 
3 「適格外国機関投資家国内証券投資管理規則」6 条、「『適格外国機関投資家国内証券投資管理規則』の

実施における関連問題についての規定」1条 
4 「人民元適格外国機関投資家国内証券投資試験運用規則」5 条 
5 本管理規則 6条 
6 QFII の資産規模等の要件として以下が規定されていた。 

資産管理機構：資産管理業務を扱って 2年以上が経過しており、直近の会計年度に管理した証券資産が

5 億米ドルを下回らないこと 

保険会社：設立して 2 年以上が経過しており、直近の会計年度に保有した証券資産が 5億米ドルを下回

らないこと 

証券会社：証券業務を扱って 5年以上が経過しており、純資産が 5億米ドルを下回らず、直近の会計年

度に管理した証券資産が 50 億米ドルを下回らないこと 

商業銀行：銀行業務を扱って 10年以上が経過しており、中核的自己資本(原文は「一級資本」）が 3億米

ドルを下回らず、直近の会計年度に管理した証券資産が 50 億米ドルを下回らないこと 

その他の機関投資家（年金基金、慈善基金会、寄贈基金、信託会社、政府投資管理会社等）：設立して 2

年以上が経過しており、直近の会計年度に管理した、又は保有した証券資産が 5億米ドルを下回らない

こと 
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めるその他の条件 その他の条件 

また、QFII 及び RQFII の申請資料も簡素化され、審査期間も 10 営業日に短縮さ

れている（本管理規則 7 条、本実施規定 1 条）。 

 

（3）投資範囲の拡大 

本実施規定は、証券取引所で取引又は譲渡される株券、債券等の従来 QFII 及び

RQFII が投資可能であった対象に加えて、全国中小企業株式譲渡システムで取引さ

れる株券、商品先物取引、金融先物取引、公募投資基金等を投資が可能な対象に追加

している（本実施規定 6 条）。 

統合前後の投資範囲の比較は下表のとおりである（下線は変更箇所）。 

統合前の QFII・RQFII 投

資範囲7 

統合後の QFII・RQFII 投資範囲8 

・証券取引所で取引さ

れ、又は譲渡される株

式、債券及びワラント 

・銀行間債券市場で取引

される固定収益商品 

・証券投資基金 

・株価指数先物 

・中国証監会が認めるそ

の他の金融商品 

 

・証券取引所で取引され、又は譲渡される株式、預託

証券、債券、債券レポ取引及び資産担保証券 

・全国中小企業株式譲渡システムで取引される株券等

の証券 

・中国人民銀行の許可により、適格外国投資家が投資

できる銀行間債券市場で取引される商品及び債券デリバ

ティブ、金利デリバティブ、外貨デリバティブ 

・公募証券投資基金 

・中国金融先物取引所で上場取引される金融先物取引 

・中国証監会の許可により設立した先物取引所で上場

取引される商品先物取引 

・国務院または中国証監会の許可により設立された取

引所で上場取引されるオプション 

・国家外貨管理局の許可により外国投資者が取引でき

るヘッジを目的とする外貨デリバティブ 

・中国証監会が認めるその他の金融商品 

 

 

（4）その他 

上記のほか、QFII 及び RQFII の資産を保管受託する保管受託者について、払込済

み資本が 80 億人民元を下回らないこと等の要件を削除したり、1 つの保管受託者に

しか委託できない制限を撤廃するなど、関連管理規制を整理している（本管理規則 9

条～12 条、本実施規定 3 条）。また、QFII 及び RQFII が委託できる国内証券会社・

国内先物会社の数に関する制限を撤廃した（本管理規則 3 条）。さらに、市場操作そ

の他の異常取引行為等への当局による監視、情報共有体制が強化され（本実施規定

10 条、16 条）、QFII、RQFII 及び保管受託者による違法行為への処罰も強化されて

いる（本管理規則 25 条、27 条）。 

 

（本管理規則全 29 条、本実施規定全 18 条） 

 
7 「『適格外国機関投資家国内証券投資管理規則』の実施に関する関連問題についての規定」8 条、「『人

民元適格外国機関投資家国内証券投資試験運用規則』の実施に関する規定」5 条 
8 本実施規定 6条 
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2.「事業者独占禁止コンプライアンス指針」 

（原文「经营者反垄断合规指南」） 

国反壟発〔2020〕1 号 

国務院独占禁止委員会 2020 年 9 月 11 日公布、同日施行 

 

国務院独占禁止委員会は、2020 年 9 月 11 日、「事業者独占禁止コンプライアンス

指針」（以下「本指針」という）を公布した。 

本指針は、「独占禁止法」9等に基づき、事業者10を適用対象として、事業者が独占禁

止のコンプライアンス管理制度を構築すること等を奨励するものである（1 条、2 条）。

なお、本指針は一般的指針であり、強制的な拘束力を有するものではないが（28 条）、

EU や米国の独占禁止の指針や過去の中国国内の実務を参照して作成されたものとな

っており、実務運用において留意すべき内容を含む。 

 本指針の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）コンプライアンス管理制度 

本指針は事業者に対して、コンプライアンスリスク11を防止するための様々な対策

を実態に応じて実施することを以下のように奨励している。 

事業者は業務状況、規模の大小、業種の特徴等に応じて独占禁止コンプライアン

ス管理制度12を構築し、又は既存のコンプライアンス管理制度において独占禁止コン

プライアンス管理の特別業務を実施することができるとされている（5 条 2 項）。事

業者の高級管理職が独占禁止コンプライアンスの要求を遵守するという明示の承諾

を行うこと、及びその他の従業員が独占禁止コンプライアンスに関して（職務内容

等に応じた）相応の承諾を行うことが奨励されている13。事業者は（就業規則等の）

関連する管理制度の中で、関係者が上記の承諾に違反した場合の効果（懲戒処分等）

を定めることができる（6 条）14。また、事業者が、その実態に応じて独占禁止コン

プライアンスの管理部門を設立すること、独占禁止コンプライアンス管理を既存の

 
9 「独占禁止法」（主席令 68 号 2007 年 8月 30 日公布、2008年 8月 1 日施行） 
10 事業者とは、商品の生産、経営又は役務の提供に従事する自然人、法人及びその他の組織を指す（独

占禁止法 12 条 1 項）。 
11 コンプライアンスとは、経営者及び従業員の経営管理行為が「独占禁止法」などの法律、法規、規則

及びその他の規範的文書の規定に適合することを指し、コンプライアンスリスクとは、経営者及び従業

員による独占禁止法違反により、法的責任、経済的損失または風評被害その他の負の影響をもたらすこ

とを指す（独占禁止法 3条 1 項、2 項）。 
12 コンプライアンス管理とは、独占禁止法違反の防止・低減を目的として、事業者及びその従業員の経

営管理行為を管理し、体制の整備、リスクの特定、リスク対応、評価・評価、コンプライアンス教育等

の管理活動を行うことを指す（独占禁止法 3条 3 項）。 
13 本指針では、高級管理職及び従業員による承諾の具体的形式について定めていないが、2019 年 12月

26 日に施行された「上海市独占禁止法コンプライアンスガイドブック」では、高級管理職等が書面にて

コンプライアンスの個人承諾を行うと記載されており、たとえば独占禁止コンプライアンスに関する遵

守事項をまとめた社内規定を定めた上で、対象従業員に当該規定及び独禁関連の法令を遵守することを

承諾してもらい、そのことを明確にするために当該規定に又は別途書面を作成して署名してもらうこと

が考えられる。 
14 本条の内容をふまえ、事業者は独占禁止コンプライアンスに関する従業員の承諾を得ておくこと及び

就業規則等にこれに違反した場合の懲戒処分等の内容を定めておくことを検討すべきである。 
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管理システムに組み込むことを奨励している一方、当該部門及びその管理者にコン

プライアンス管理のための十分な独立性と権限は持たせなければならないとしてい

る（8 条）。また、事業者の高級管理職が独占禁止コンプライアンスの管理部門の担

当者となることを奨励している（9 条 2 項）。 

独占禁止コンプライアンスの管理部門及びその管理者は、国内外の独占禁止法の

リサーチ、事業者内部のコンプライアンス管理規則の制定、経営活動及び業務行為

の合法性の審査、独占禁止法執行機構による調査への協力等の職責を履行しなけれ

ばならないとされている（10 条）。 

なお、事業者は、独占禁止コンプライアンス管理制度及びその実施の有効性につ

いて、独占禁止法執行機構に対して書面による報告で、フィードバックすることが

できるとされている（7 条）。 

 

（2）コンプライアンスリスクにおける重要な項目 

本指針は、独占合意（11 条）、市場支配的地位の濫用（12 条）及び事業者集中（13

条）を事業者のコンプライアンスリスクにおける重要な項目としている。当該行為

に当たるかどうかについて、事業者は、「独占禁止法」、「独占合意の禁止に関する暫

定規定」15、「市場支配的地位濫用行為の禁止に関する暫定規定」16及び「事業者集中

の申告基準に関する規定」17等の関連規定に従い評価し判断することが求められてい

る。なお、事業者集中に関しては、申告基準を満たしていない場合も、事業者集中が

競争制限効果を有し、又はその恐れがある場合には、独占禁止法執行機構による職

権調査がありうる18ことを踏まえて、自主的に申告することもできるとされている。

（13 条） 

本指針は、承諾制度、リニエンシー制度にも触れているが、その適用基準及び手続

は、「独占合意の禁止に関する暫定規定」、「独占禁止事件における事業者承諾指針」

19及び「水平的独占合意事件におけるリニエンシー制度適用指針」20等によるとされ

ている（15 条・16 条）。 

事業者及びその従業員は、独占禁止法執行機構の調査への協力義務が定められて

おり、調査への拒否又は妨害に当たる行為が列挙されている（17 条）。また、事業者

は、国外において独占禁止調査や訴訟を受けた場合、中国の独占禁止法執行機構に

関連状況を報告することができるとされている（18 条）。 

 

（3）コンプライアンスリスクの管理 

事業者は、コンプライアリスクを分類し、リスクや実態に応じて評価手続や基準

 
15 本ニュースレターNo.307（2019年 7月 26 日発行）をご参照ください。 
16 本ニュースレターNo.307（2019年 7月 26 日発行）をご参照ください。 
17「事業者集中の申告基準に関する規定」（国務院令 703 号 2018年 9月 18 日公布、同日施行） 
18「事業者集中の申告基準に関する規定」4条 
19「独占禁止事件における事業者承諾指針」（国務院独占禁止委員会 2019 年 1月 4 日公布・施行） 
20「水平的独占合意事件におけるリニエンシー制度適用指針」（国務院独占禁止委員会 2019 年 1 月 4

日公布・施行） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00037061/20190726-124152.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00037061/20190726-124152.pdf
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を定めることができ（20 条）、更に従業員による法律違反のリスクを低減するため

に、従業員が直面するコンプライアンスリスクに応じた施策を講じることができる

とされている（21 条）。また、事業者による各種のコンプライアンスリスクを処理す

るための制度構築が奨励されている（22 条）。 

 

（4）その他 

本指針は、事業者による従業員に対するコンプライアンス遵守状況の評価に基づ

くパフォーマンス評価、コンプライアンス勉強会の開催、内部通報制度の設立及び

コンプライアンス管理のデータ化等を奨励している（23 条～27 条）。 

 

（全 30 条） 

 

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 

 

 

 

NEWS 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（随時更新） 

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。 

 

 

 

 

  

http://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/35.html
http://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/506.html
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（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 
03-6212-8330 

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、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、李昕陽 

 
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 

TEL ： 03-5223-7713 

FAX ： 03-5223-7613 

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 

TEL ： ＋86-21-6841-2500 

FAX ： ＋86-21-6841-2811 

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 

TEL ： ＋86-10-6590-9292 

FAX ： ＋86-10-6590-9290 

beijing@mhm-global.com 

mailto:tokyo-sec@mhm-global.com
mailto:shanghai@mhm-global.com
mailto:beijing@mhm-global.com

