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Ⅰ. トピック 

中国・信頼懸念エンティティリスト規定の初の適用例 

執筆担当：沈 暘、石本 茂彦 

2023年 2月 16日、中国政府は、台湾に対して武器を販売したとして、米国の

ロッキードマーティン社（Lockheed Martin Corporation、以下「ロッキード社」と

いう。）及びレイセオン・ミサイルズ＆ディフェンス（Raytheon Missiles & 

Defense、以下「レイセオン社」という。）の両社（以下「両社」という。）を、

「信頼懸念エンティティリスト」（原文「不可靠实体清单」）に掲載し、制裁する

公告1（以下「本公告」という。）を発表した。 

「信頼懸念エンティティリスト規定」2（以下「本規定」）施行後、初めて同規定

が明示的に発動されたものとして、注目されている。 

1．中国の「反制裁」関連法令

「信頼懸念エンティティリスト規定」3は、2020 年 9 月 19 日に中国商務部によっ

て公布、施行されている。その後、「中国版ブロッキングルール」ともいわれる「外国

の法律及び措置の不当な域外適用の阻止に関する規則」4、「反外国制裁法」5が公布、

施行される等、立て続けに「反制裁」に関する法令が立法された。 

これまで、中国外交部は、複数回にわたり、外国の政府要員や人権団体等に対する

1 商務部安全及び管制局、信頼懸念エンティティリスト業務機構公告〔2023号〕1号。本公告は商務部

の HPより公表されている。 

http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202302/20230203391289.shtml 
2 商務部、商務部令 2020年第 4号、2020年 9月 19日公布、同日施行。 
3 本ニュースレターNo.337（2020年 10月 2日発行）をご参照。 
4 商務部、中華人民共和国商務部令 2021年 1号、2021年 1月 9日公布、施行。 
5 全人代常務委員会、中華人民共和国主席令 90号、2021年 6月 10日公布、施行。 

森・濱田松本法律事務所 
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制裁措置を公表してきた。こうした制裁措置は、反外国制裁法を根拠とするか、ある

いは法的根拠を明らかにせずに公表されたものだったが、本公告は、信頼懸念エン

ティティリスト規定に基づく制裁措置として初めての事例となる。 

 

2．本公告の内容 

本公告は、中国の国家主権、安全及び発展利益を維持するために、信頼懸念エンティ

ティリスト規定の関連条文6に基づき、台湾に対して武器を販売した両社について、信

頼懸念エンティティリストに記載し、下記の制裁措置を講じるとしている。 

 

1. 両社が中国に関連する輸出入活動の禁止 

2. 両社が中国国内における新規投資の禁止 

3. 両社高級管理職7の中国入国の禁止 

4. 両社の高級管理職の中国国内の就業許可、駐在、居留資格の不許可又は取消 

5. 両社に対して、信頼懸念エンティティリスト規定施行以来、両社がそれぞれ台

湾に対する武器販売契約金額の 2倍の金額に相当する過料に処する。両社は本公告

の公布日から 15 日以内に過料を支払わなければならない。期限までに支払わない

場合過料の追加処罰等の措置を講じる8 

 

3．注目されるポイント 

実は、両社及び関連個人に対しては、これまでにも複数回、外交部によって制裁措

置が発表されている9。本公告は、これらに対して、改めて信頼懸念エンティティリス

ト規定を明示的に適用し、これまでの制裁に関する声明において明確にされていな

かった制裁措置を具体的に列挙した形で公表したものとなる。 

このように、今回の措置でエンティティリストに掲載された企業が、これまでも制

裁措置の対象とされていた米国の特定の軍事関連企業である点からすると、本公告に

よって日本企業等に対するリスクが現状どの程度増大したかについては慎重な見極

めが必要と言える10。ただ、信頼懸念エンティティリストの運用が現実に始動したと

いう点は、やはり注目に値することから、今後の更なる動向に留意が必要である。 

また、本公告の制裁措置の 5では、これまでの制裁事例には無かった、明確な過料

 
6 信頼懸念エンティティリスト規定 10条 1項 
7 中国の会社法では、高級管理職は、「会社の総経理、副総経理、財務責任者、上場会社董事会秘書及

び会社定款に定めるその他の者を含む」と定められている。 
8 信頼懸念エンティティリスト規定 10 条 1 項 5 号では、「情状の軽重に基づき相応の金額の過料に処す

ること」と規定されているが、過料の具体的な金額及びその算定方法について明確に定められていない。 
9 例えば、2022年 2月 21日に、外交部定例記者会見では、反外国制裁法に基づき、台湾へ武器を販売

したとして、レイセオンテクノロジー社及びロッキード社に対して制裁が公表されている。また、2022

年 9 月 16 日の外交部定例記者会見では、米政府による台湾への武器売却に関与しているとして、レイ

セオン・テクノロジーズのグレッグ・ヘイズ CEOに制裁を科すと発表されている。 
10 本公告が公布された翌日に公表された商務部報道官によるプレス回答では、信頼懸念エンティティリ

スト規定は、ごく一部の「違法な外国企業」に対するものであり、中国の対外開放政策に影響するもの

ではなく、一般的な外資投資者に恣意的に拡大されることはないと、外国投資の萎縮に対する配慮のコ

メントもしている。http://www.mofcom.gov.cn/article/syxwfb/202302/20230203391508.shtml 

http://www.mofcom.gov.cn/article/syxwfb/202302/20230203391508.shtml
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の賦課への言及がされている。過料額は、両社が台湾に対する武器販売契約金額の 2

倍等とされ、金額として明示されていないが、おそらく非常に高額であると推測され

る。こうした過料については、国内法上の法的根拠、国際的ルールの観点からの評価、

両社が過料を支払わない場合にどのような執行があり得るのか等、多くの注目すべき

論点がある。 

 

Ⅱ. 重要法令等の解説 

1．「個人情報域外移転標準契約規則」11 

国家インターネット情報弁公室 2023年 2月 22日公布 2023年 6 月 1日施

行 

執筆担当：呉 馳、崔 俊、塩崎 耕平、森 規光 

 

●中国版「標準契約」が正式に制定された 

 個人情報保護法において、個人情報の域外移転の条件の一つとして、情報受領

者との間における「標準契約」の締結が要求されていたが、本規則により、中国

版「標準契約」が正式に制定されたことになり、今後「標準契約」締結の対応を

進める必要がある。 

●標準契約と個人情報保護影響評価報告の届出義務の確立 

 個人情報取扱者は、標準契約の効力発生日から 10 業務日以内に所管当局に標

準契約と個人情報保護影響評価報告を届け出る必要がある。標準契約の締結に加

えて、まだ個人情報保護影響評価報告に対応していない企業は今後対応を行う必

要がある。 

●施行前の個人情報の域外移転行為にも適用 

2023 年 6 月 1 日以前に既に実施された個人情報の域外移転行為も適用対象と

なる可能性があり、2023年 11月末までに本規則に沿った対応を完了させる必要

性が生じうる。 

 

（1）背景 

近年、中国においてデジタル経済が発展し、個人情報を域外移転させる需要が急増

している。個人情報を域外移転するにあたっては、中国の個人情報保護法において、

(i)安全評価への合格、(ii)認証の取得、又は(iii)標準契約の締結のいずれかの条件を満た

す必要があると定められている（個人情報保護法 38条）。そして、上記条件のうち(i)

と(ii)に関しては、既に「データ域外移転安全評価規則」12、「個人情報保護認証実施規

則」13等その実務運用に関する法令等が公布されていたが、(iii)の標準契約に関しては、

2022年 6月 30 日に、国家インターネット情報弁公室から「個人情報域外移転標準契

 
11 原文「个人信息出境标准合同办法」 
12 本ニュースレターNo.381（2022年 8月 12日発行）をご参照。 
13 本ニュースレターNo.391（2023年 1月 13日発行）をご参照。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065305/20220812-041915.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00066177/20230113-054625.pdf


 

 

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。 

© 2023 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

4 
 

中国最新法令 < 速報 > 

 
約規定」の意見募集稿が公表されていたのみであった14。 

このような背景の下で15、国家インターネット情報弁公室は 2023年 2月 22日付で

「個人情報域外移転標準契約規則」（以下「本規則」という。）を正式に公布した。本

規則は、本文（合計 13 条）と、付属文書である標準契約ひな型（契約書条文合計 9

条及び付録 2通、以下「本ひな型」と総称する。）の 2 つの要素により構成される。 

 

（2）標準契約の適用条件等 

個人情報取扱者は、標準契約を締結する方式により域外に個人情報を提供する場合、

以下の 4つの状況を同時に満たさなければならない（4 条 1項）。これらは、「データ

域外移転安全評価規則」4 条に定められる当局による安全評価が要求される条件16の

裏返しであり、以下の条件に合致しない場合には、個人情報の域外移転にあたり標準

契約の締結ではなく安全評価が必要となる。 

 

① 重要情報インフラ運営者でないこと 

② 取り扱う個人情報が 100万人分未満であること 

③ 前年 1 月 1 日以降の累計による個人情報の域外提供が 10 万人分未満である

こと 

④ 前年 1月 1日以降の累計による機微な個人情報の域外提供が 1万人分未満で

あること 

 

また、本規則は、法律、行政法規又は国のネットワーク情報部門に別段の定めがあ

るときは、その定めに従うとしており（4 条 2 項）、また、数量分割等の手段を講じ

て、本来ならば法に従い域外安全評価を実施しなければならない個人情報を、標準契

約を締結する方式により域外に提供してはならないという規定を新たに追加してい

る（4 条 3 項）。これは、安全評価を免れる目的で個人情報の数量の操作を行うこと

を禁止する趣旨の規定と考えられるが、上述の内容、特に「数量分割等の手段」の定

義や認定基準（例えば、グループ内法人間で数量を分散できるか等）等は必ずしも明

確ではなく、今後の法解釈と実務運用を注視する必要がある。 

 

（3）標準契約（本ひな型）の概要 

本ひな型は、定義（本ひな型 1条）、個人情報取扱者の義務（本ひな型 2 条）、域外

受領者の義務（本ひな型 3 条）、域外受領者の所在する国又は地域の個人情報保護に

係る政策及び法規が契約履行に及ぼす影響（本ひな型 4 条）、個人情報主体の権利（本

 
14 本ニュースレターNo.380（2022年 7月 22日発行）をご参照。 
15 2023 年 2 月 24 日付国家インターネット情報弁公室による記者会見（http://www.cac.gov.cn/2023-

02/24/c_1678884829601935.htm） 
16 ①データ取扱者が域外に重要データを提供する場合、②重要情報インフラ運営者及び 100万人分以上

の個人情報を取り扱うデータ取扱者が域外に個人情報を提供する場合、③前年 1 月 1 日以降に累計 10

万人分の個人情報又は累計 1万人分の機微な個人情報を域外に提供したデータ取扱者が個人情報を域外

に提供する場合、④国のネットワーク情報安全部門が定める、データ域外移転安全評価を申請する必要

のあるその他の場合 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065181/20220722-055452.pdf
http://www.cac.gov.cn/2023-02/24/c_1678884829601935.htm
http://www.cac.gov.cn/2023-02/24/c_1678884829601935.htm
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ひな型 5 条）、救済（本ひな型 6 条）、契約解除（本ひな型 7 条）、違約責任（本ひな

型 8 条）、紛争解決（本ひな型 9 条）等の条項から構成されており、かつ「個人情報

の域外移転に関する説明」17及び「双方が約定するその他の条項」という 2つの付録

が添付されている。 

個人情報取扱者及び域外受領者の義務に関して付言すると、本ひな型 2 条では、個

人情報取扱者の義務として 11 項目を挙げており、主に個人情報主体への告知及び個

別同意の取得義務、個人情報主体による 30 日以内の明確な拒絶がない場合における

第三者受益者18としての権利告知義務、監督管理機構への協力義務等が規定されてい

る。また、本ひな型 3条では、域外受領者の義務として 13項目を挙げており、主に、

個人情報の取扱いにおける安全保障義務、再提供・再委託の制限、個人情報取扱行為

の記録保存義務、監督管理機構への協力義務等が規定されている。 

 

（4）標準契約の締結及び届出等 

本規則では、標準契約は、本ひな型に厳格に従って締結しなければならないとされ

ており、域外受領者とその他の条項を約定することはできるが、標準契約に抵触して

はならないとされている（6 条）19。また、個人情報取扱者は、標準契約の効力発生日

から 10 業務日以内に、標準契約と個人情報保護影響評価報告を所在地の省級ネット

ワーク情報部門に届け出なければならないとされている（7条）。なお、個人情報保護

影響評価報告の内容について、本規則では、「個人情報保護法」の規定20よりも詳細な

事項を規定しており、域外移転のために個人情報保護影響評価を実施する場合、以下

の内容につき重点的に評価を行わなければならない（5 条）。 

 

① 個人情報取扱者及び域外受領者が個人情報を取り扱う目的、範囲、方式等の合

法性、正当性、必要性 

② 域外に移転する個人情報の規模、範囲、種類、機微度、個人情報の域外移転に

より個人情報に係る権益にもたらされる可能性のあるリスク 

③ 域外受領者が引き受けることを確約した義務、並びに義務の履行に係る管理

及び技術措置、能力等が域外に移転する個人情報の安全を保障できるか否か 

 
17 「個人情報の域外移転に関する説明」では、取扱目的、取扱方法、域外移転する個人情報の規模、域

外に移転する個人情報の種類、域外に移転する機微な個人情報の種類、域外提供先、伝送方法、域外移

転後の保存期間、域外移転後の保存場所、その他の事項等の情報を記入する必要がある。 
18 個人情報主体は、個人情報の閲覧権や複製権、削除権等の権利を有している。個人情報主体は標準契

約の当事者ではないものの、標準契約の当事者双方が個人情報主体の権利を保護する旨の規定が存在す

るため、個人情報主体は標準契約において第三受益者（Third party beneficiary）となるものと考えられ

る。個人情報主体は、域外における自己の個人情報について、個人情報取扱者及び域外受領者の一方又

は双方に対して、自らの名義において権利を行使できる（本ひな型 5条 5号）。 
19 このことから、既に GDPR 等の規定に従いグローバルスタンダードで締結した標準契約（Standard 

Contractual Clauses）において、中国の個人情報保護法の域外移転規制に対応した内容を盛り込むといっ

た対応では、本規則の要求を満たさないことになる。本ひな型に従って改めて中国用の標準契約を締結

する必要があると思われる。 
20 中国の個人情報保護法上は、個人情報保護影響評価の内容として、(1)個人情報の取扱目的、取扱方法

等が合法的、正当かつ必要なものであるか、(2)個人の権益に対する影響及び安全リスク、講じる保護措

置が合法的かつ有効であるか、(3)リスクの程度に見合ったものであるかという内容を含める必要がある

とされている（56条）。 
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④ 個人情報が域外移転後に改竄、破壊、漏洩、紛失、不法利用等されるリスク、

また、個人情報に係る権益を維持保護するための手段が確保されているか否

か等 

⑤ 域外受領者の所在する国又は地域の個人情報保護に係る政策及び法規が標準

契約の履行に与える影響 

⑥ 個人情報の域外移転の安全に影響を及ぼす可能性のあるその他の事項 

 

さらに、標準契約の有効期間内であっても、(1)域外に個人情報を提供する目的、範

囲、種類、機微度、方式、保存場所もしくは域外受領者が個人情報を取り扱う用途、

方法に変更が生じ、又は個人情報の域外保存期間が延長されたとき、(2)域外受領者の

所在する国又は地域の個人情報保護政策及び法規に変更が生じたこと等が、個人情報

に係る権益の保護に影響を及ぼす可能性があるとき、(3)個人情報に係る権益に影響を

及ぼす可能性のあるその他の状況等が生じた場合には、個人情報取扱者は、改めて個

人情報保護影響評価を行い、標準契約を補充し又はあらためて締結し、かつ相応の届

出手続を履行しなければならないことも定められた（8 条）。 

 

（5）是正命令及び罰則 

本規則では、省級以上のネットワーク情報部門が、個人情報の域外移転行為に比較

的大きなリスクが存在すること又は個人情報の安全に関わる事象が発生したことを

認識した場合、個人情報取扱者に対して面談を行うことができ、個人情報取扱者は、

要求に従い改善し、潜在的危険性を取り除くように是正する必要がある（11条）。ま

た、本規則の違反については、個人情報保護法等の法令に基づいて処理し、犯罪を構

成するときは、法に従い刑事責任を追及するとされている（12条）。 

 

（6）猶予期間 

本規則では、本規則の施行前（2023 年 6 月 1 日以前）に既に行われた個人情報の

域外移転行為が本規則の規定に合致していない場合には、本規則の施行日から 6か月

以内に改善を完了しなければならないと規定されている（13条）。このため、本規則

の適用対象であり、かつ施行日前に既に個人情報の域外移転を実施していた企業は、

2023 年 11 月末までに本規則に沿った対応を完了させる必要性が生じうることに留

意すべきである。 

 

（全 13条） 
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Ⅲ. 注目法令等の紹介 

 

1．「国内企業国外証券発行及び上場管理試行規則」21 

中国証券監督管理委員会 2023年 2月 17日公布 2023年 3月 31日施行 

執筆担当：原 潔、朝倉 利哉、水本 真矢 

 

中国国内の企業による中国国外での上場や資金調達の需要が拡大していることを

受け、中国証券監督管理委員会は、2023 年 2 月 17 日、「国内企業国外証券発行及び

上場管理試行規則」（以下「本規則」という。）及び関連する 5つのガイドライン22を

公布した23。本規則の主な内容は以下のとおりである。 

・中国企業による国外上場に際して、直接国外上場24、間接国外上場25いずれの場合

も、これまでは当局の認可取得が必要とされていたが26、本規則により、認可の取得

は不要となり、直接国外上場、間接国外上場いずれの場合も届出で足りるとされた（13

条）。国外上場を行おうとする中国企業は、国外上場申請文書の提出後 3 日以内に、

中国証券監督管理委員会に対して、届出を行わなければならない（16条 1 項）27。ま

た、国外証券会社が中国企業による国外上場の保証推薦人又は主幹事会社を担当する

場合、契約締結日から 10 営業日以内に、中国証券監督管理委員会に対して、届出を

行わなければならないとされている28（21条）。 

・間接国外上場の定義及びその認定基準29が明確化された（2条、15条）。 

・国外上場が禁止される場合が明確化された。具体的には、①法律・行政法規等に

おいて上場が明確に禁止されている場合、②国務院関連部門により国外上場が国家の

安全を脅かしうると認定された場合、③中国企業又はその支配株主若しくは実質支配

 
21 原文「境内企业境外发行证券和上市管理试行办法」 
22 国外発行上場類 1 号（国外上場禁止及び届出手続関連）、国外発行上場類 2 号（届出資料の内容及び

書式関連）、国外発行上場類 3号（報告内容関連）、国外発行上場類 4号（届出における当局とのコミュ

ニケーション関連）、国外発行上場類 5号（国外証券会社による届出関連） 
23 中国証券監督管理委員会による本規則に関する記者会見： 

http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7124481/content.shtml 
24 直接国外上場とは、中国国内で登記設立された株式会社による中国国外での証券発行及び上場を指す

（2条 1項）。 
25 間接国外上場とは、主な経営活動が中国国内にあるものの、中国国外で登録されている企業が、その

名義で、中国企業の持分、資産、収益等に基づき中国国外で証券を発行し上場する行為をいう（2 条 2

項）。 
26 「株式会社の国外での株式の募集及び上場についての特別規定」5 条、及び「国外での株式発行及び

上場管理のさらなる強化についての通知」2 条、3 条をご参照。なお、上記 2 つの法令は本規則の施行

日に、廃止される（国務院令 758号）。 
27 国外で上場した後、中国企業が同じ国外市場で証券を発行する場合、発行完了後 3日以内に中国証券

監督管理委員会に届出を行わなければならず、異なる国外市場で上場する場合、16条 1項に従いあらた

めて届出を行わなければならない（16 条 2 項、3 項）。また、中国証券監督管理委員会は、届出を行わ

ない企業に対して、是正を命じ、警告を与え、かつ 100万元以上 1,000万元以下の過料を科すことがで

き、直接責任を負う管理者に対して 50万元以上 500万元以下の過料を科すことができる（27条）。 
28 国外証券会社の設立日、認可機関、責任者及び連絡先等を「国内企業国外上場届出管理システム」を

通じて届け出ることとされているが（国外発行上場類 5号（：国外証券会社による届出関連））、届出の

詳細については本書日現在不明である。 
29 ①直近 1 年の監査済連結財務諸表について、営業収入、利益総額、総資産又は純資産のいずれかの

50%以上を中国企業が占めていること、及び②経営活動の主要部分が中国国内で展開されもしくはその

主な拠点が中国国内にあり、又は経営管理を担当する高級管理職が主に中国人でありもしくはその経常

的居住地が中国にあることの 2つの要件を満たす場合、間接国外上場とみなされる（15条）。 

http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7124481/content.shtml
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者に、直近 3年以内30の汚職・賄賂等犯罪行為が存在する場合、④中国企業が犯罪又

は重大な違法行為の疑いによって調査を受けている場合、又は⑤中国企業の支配株主

の持分の帰属に重大な紛争が生じている場合には、国外上場を行ってはならない（8

条）。 

・国外上場を行った中国企業は、①支配権が変動した場合、②国外当局による調査

を受け、又は処罰等を命じられた場合、③上場地位又は上場する市場を変更する場合、

④上場を自主的に又は強制的に終了した場合等、重大事項が発生し、又は公告された

日から 3営業日以内に、その具体的な状況を中国証券監督管理委員会に報告しなけれ

ばならない（22 条）。 

 

（全 35条） 

 

2．「執行監督申立事件の処理における若干問題に関する意見」31 

最高人民法院 2023年 1月 19日公布、2023年 2月 1日施行 

執筆担当：姚 珊、森 琢真、五十嵐 充 

 

最高人民法院は、2023 年 1 月 6 日、第 22 回全国法院業務会議において、2035 年

までに中国の民事執行における実務上の困難（中国語で「执行难」）を確実に解決す

るという目標を打ち出し、その後、「執行監督32申立事件の処理における若干問題に関

する意見」（以下「本意見」という。）を公布した。 

本意見は、執行行為に対する重複及び多数の執行監督申請によって執行効率が低下

していたことへの対応として制定され、その主な内容は、以下のとおりである。 

① 事件当事者が執行法院又は上級法院に対して執行監督を申請する場合の実務上

の指針や要件を示した。 

② 仲裁や実体訴訟で解決すべき事件に対し執行監督の申請が繰り返されないよう

に規制を設けた（1～4条）。 

③ 執行監督申請の期限を設けた（不服審査の裁定に不服があり、執行監督を申請す

る場合には、当該裁定の効力発生日から 6か月以内に申請書を提出しなければな

らない。5 条）。 

④ 最高人民法院及び高級人民法院が執行監督申請を受理・処理する範囲を明確化し

（6条、8～11条）、最高人民法院に対して執行監督を申請する際の要件を明確に

した（7条）。 

 

（全 14条） 

 
30 刑罰の執行完了日から起算する（国外発行上場類 1号）。 
31 原文「关于办理申请执行监督案件若干问题的意见」 
32 執行監督とは、上級人民法院が法に基づき下級人民法院の執行業務を監督し、最高人民法院が法に

基づき地方各級人民法院及び専門法院の執行業務を監督することを指す（最高人民法院による人民法

院の執行に関する若干問題についての規定（試行）（2020年改正）71条）。 
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3．「株式新規公開発行登録管理規則」33 

中国証券監督管理委員会 2023年 2月 17日公布、同日施行 

執筆担当： 原 潔、水本 真矢 

 

中国では、従来、上場にあたって中国証券監督管理委員会が上場審査及び認可を行

う審査認可性が採用されていたが、2018 年に開設された上海証券引取所の科創板に

おいて、上海証券取引所の科創板株式上場委員会が上場審査を行う登録制が試行導入

された。中国証券監督管理委員会は、科創板における登録制の試験導入の結果を踏ま

えて、2023年 2 月 17日、上海証券取引所及び深セン証券取引所に登録制を導入する

「株式新規公開発行登録管理規則」（以下「本規則」という。）を公布した34。本規則

は、発行条件、登録手続、情報開示等の主な点において、概ね科創板で試験導入され

ていた登録制の内容を維持している。なお、科創板で試験導入されていた登録制では、

中国証券監督管理委員会は、主に取引所の審査に不備が無いかや重要な点において発

行条件や情報開示の要求を満たしているかに着目する旨明記されていたが（「科創板

における株式新規公開発行登録管理規則（試行）」23 条）、本規則では削除されてい

る。本規則と同時に北京証券取引所に適用される「北京証券取引所取引上場会社によ

る証券発行登録管理規則」も公布されており、審査認可制を定めていた「株式新規公

開発行及び上場管理規則」は、本規則の施行と同時に廃止されている（71 条）。 

 

（全 71条） 

  

4．「越境電子商取引輸出返送商品の税収政策に関する公告」35 

財政部、税関総署、税務総局 2023年 1月 30日公布、同日施行 

執筆担当：高 玉婷、森 康明、井村 俊介 

 

本公告は、越境電子商取引によって中国から輸出36された一定の対象商品（但し、

食品を除く）について、輸出日から6ヶ月以内に売れ残り又は返品（原則として未使

用の場合に限る）に起因する再輸入がなされた場合に、輸出企業が所定の書類（4条）

を提出して、再輸入商品に係る関税並びに消費税及び増値税の徴収の免除又は既納額

の還付を申請できることを定めた（1、2条）。 

 

（全 5条） 

 

  

 
33 原文「首次公开发行股票注册管办法」 
34 本規則は上海証券取引所の科創板のみではなく、メインボードにも適用される。 
35 原文「关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告」 
36 本公告の公告日から 1年以内に輸出を申告した商品が対象となっている。 
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Ⅳ. その他の法令等一覧 

 

2023 年 1 月 31 日から 2023 年 2 月 21 日までの期間に公布された主な法令等の一覧

は以下のとおりである（上記にて取り扱った法令等を除く。）。 

 

1. 「金融持株会社関連取引管理規則」 

（原文：金融控股公司关联交易管理办法） 

（中国人民銀行、2023年 2 月 1日公布、2023年 3月 1日施行） 

 

2. 「商業銀行金融資産リスク分類規則」 

（原文：商业银行金融资产风险分类办法） 

（中国銀行保険監督管理委員会、中国人民銀行、2023 年 2月 10日公布、2023年

7月 1日施行） 

 

3. 「建設工事品質検査測定管理規則」 

（原文：建设工程质量检测管理办法） 

（住宅都市農村建設部、2022年 12月 29日公布、2023年 3月 1日施行） 

 

4. 「社会保険基金監督通報業務管理規則」 

（原文：社会保险基金监督举报工作管理办法） 

（人材資源社会保障部、2023年 1月 17日公布、2023年 5月 1日施行） 

 

5. 「上場会社証券発行登録管理規則」 

（原文：上市公司证券发行注册管理办法） 

（中国証券監督管理委員会、2023年 2月 17日公布、同日施行） 

 

6. 「商業銀行資本管理規則（意見募集稿）」 

（原文：关于《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告） 

（中国銀行保険監督管理委員会、中国人民銀行、2023 年 2 月 18 日公表、意見募

集期限 2023 年 3月 20日） 

 

7. 「非上場公衆会社監督管理規則（2023年改正）」 

（原文：非上市公众公司监督管理办法（2023 年修订）） 

（中国証券監督管理委員会、2023年 2月 17日公布、同日施行） 
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文献情報 

➢ 論文 「中国最新法律事情（269）「不正競争防止法」改正草案につい

て」 

掲載誌   国際商事法務 

著者    上村 莉愛、原 潔 

 

NEWS 

➢ Chambers Global 2023 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2023 にて当事務所は日本における以下の分野で上位グループ

にランキングされ、当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。 

 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）

及び中国においても以下の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに

所属する弁護士がその分野で高い評価を得ております。 

 

森・濱田松本法律事務所 

JAPAN 

・ Banking & Finance (Band 1) 

・ Capital Markets (Band 1) 

・ Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

・ Corporate/M&A (Band 1) 

・ Dispute Resolution (Band 1) 

・ Intellectual Property (Band 2) 

・ International & Cross-Border Capabilities (Japanese Firms) (Band 1) 

・ International Trade (Band 1) 

 

THAILAND 

・ Banking & Finance (Band 2) 

・ Corporate/M&A (Band 2) 

・ Projects & Energy (Band 1) 

 

MYANMAR 

・ General Business Law (Band 2) 

 

弁護士 

JAPAN 

・ Banking & Finance 

佐藤 正謙、青山 大樹、小林 卓泰 
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・ Capital Markets 

鈴木 克昌、尾本 太郎、根本 敏光、田井中 克之 

・ Capital Markets: J-REITs  

尾本 太郎、藤津 康彦 

・ Capital Markets: Securitisation & Derivatives  

佐藤 正謙、江平 享 

・ Corporate/M&A 

棚橋 元、石綿 学、松村 祐土、大石 篤史、小島 義博、林 宏和、紀平 貴之、松

下 憲 

・ Corporate/M&A: Expertise based abroad in Myanmar 

武川 丈士 

・ Dispute Resolution 

関戸 麦、飯田 耕一郎 

・ Dispute Resolution: International 

ダニエル・アレン 

・ Intellectual Property 

三好 豊、岡田 淳 

・ International Trade 

石本 茂彦、梅津 英明、宮岡 邦生 

 

CHINA 

・ Intellectual Property (International Firms): Expertise based abroad in Japan 

小野寺 良文 

 

THAILAND 

・ Banking & Finance 

ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティウォン 

・ Corporate/M&A 

アカラポン・ピチェードヴァニチョーク、ヌァンポーン・ウェークスワナラック 

・ Projects & Energy 

ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティウォン 

 

MYANMAR 

・ General Business Law: Foreign expert in Japan 

武川 丈士 

・ General Business Law 

キンチョー・チー、武川 丈士、ウィン・ナイン 
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中国プラクティスグループ 

石本茂彦、江口拓哉、小野寺良文、康石、森規光、原潔、李珉、 

山口健次郎、鈴木幹太、五十嵐充、井村俊介、宇賀神崇、青山慎一、富永裕貴、水本真矢、

福島翔平、岩佐勇希、木内遼、塩崎耕平、紫垣遼介、本嶋孔太郎、加瀬由美子、佐藤万里、 

重冨賢人、橋本祐弥、福澤寛人、渡邊泰尚、朝倉利哉、新井雄也、上村莉愛、金載中、 

児玉祐基、森琢真 

姚珊、吉佳宜、崔俊、張超、胡勤芳、高玉婷、柴巍、戴楽天、呉馳、張雪駿、 

沈暘、李昕陽、金春賢 

 
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 ： 03-5220-1839 

FAX ： 03-5220-1739 

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 

（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 

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

