SMBC 通達仮訳
市场准入负面清单草案(试点版)的通知
发改经体[2016]442号

市場参入ネガティブリスト草案（試行版）
の通知
発改経体[2016]442 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各
部委、各直属机构：

各省・自治区・直轄市人民政府、国務院各
部及び委員会・各直属機構：

根据《国务院关于实行市场准入负面清
单制度的意见》（国发〔2015〕55号，以下
简称《意见》）的部署，发展改革委、商务
部会同有关部门汇总、审查形成了《市场准
入负面清单草案（试点版）》（以下简称《草
案》），已经中共中央、国务院同意，现印
发给你们，在天津、上海、福建、广东四个
省、直辖市试行，并就有关事项通知如下：

≪国務院：市場参入ネガティブリスト制
度実行に関する意見≫（国発[2015]55 号、
以下≪意見≫）の手配に基づき、発展改革
委員会・商務部は関連部門と共同で≪市場
参入ネガティブリスト草案（試行版）≫（以
下≪草案≫）を取り纏め・審査及び作成し、
既に中国共産党中央委員会及び国務院の同
意を経たため、ここに印刷・公布し、天津・
上海・福建・広東の 4 つの省・直轄市にお
いて試行し、また関連事項について以下の
通り通知する：

一、《草案》根据《意见》确定的法治
原则、安全原则、渐进原则、必要原则、公
开原则汇总审查形成，初步列明了在中华人
民共和国境内禁止和限制投资经营的行业、
领域、业务等。《草案》共328项，包括：禁
止准入类96项，限制准入类232项。

一、≪草案≫は、≪意見≫が確定した法
治原則・安全原則・漸進原則・必要原則・
公開原則に基づき取り纏め・審査及び作成
され、中華人民共和国国内において禁止及
び制限する投資経営の業種・分野・業務等
を第一段階として列記した。≪草案≫は計
328 項目であり、参入禁止類 96 項目、参入
制限類 232 項目を含む。

二、《草案》所列事项截止于2015年12
月31日。自2016年1月1日起，国务院决定取
消、新设或调整行政审批事项的，决定修订
《产业结构调整指导目录》和《政府核准的
投资项目目录》的，以及对禁止和限制市场
主体投资经营的行业、领域、业务等事项作
出新的规定的，以最新规定为准。

二、≪草案≫の列記事項は 2015 年 12 月
31 日付である。2016 年 1 月 1 日より、国務
院が行政審査批准事項の取消・新設或いは
調整を決定した場合、≪産業構造調整指導
目録≫及び≪政府が審査認可する投資プロ
ジェクト目録≫の改訂を決定した場合、及
び市場主体の投資経営を禁止及び制限する
業種・分野・業務等の事項に対して新たな
規定を設けた場合、最新規定を基準とする。

三、《草案》属于试点版，发展改革委、
商务部将会同有关部门按照简政放权、放管
结合、优化服务的原则，根据改革总体进展、
经济结构调整、法律法规修订等情况，按照
《意见》规定的程序适时调整。

三、≪草案≫は試行版であり、発展改革
委員会・商務部は関連部門と共同で行政簡
素化及び権限移譲・開放及び管理の結合・
サービス最適化の原則に基づき、改革の総
体的進展・経済構造の調整・法律法規の改
正等の状況に応じて、≪意見≫が規定した
手順に則り適時調整する。

四、《草案》先行在天津、上海、福建、
广东四个省、直辖市进行试点。请试点地区
省级人民政府根据《意见》和《草案》，提
出拟试行市场准入负面清单制度的方案，报
国务院批准后实施。试点期间，试点地区省

四、≪草案≫は、天津・上海・福建・広
東の 4 つの省・直轄市において先行して試
行する。試行地域の省級人民政府は≪意見
≫及び≪草案≫に基づき、試行予定の市場
参入ネガティブリスト制度の方案を提出

1

SMBC 通達仮訳
级人民政府要根据改革进展情况和各类市场
主体反映的突出问题，及时提出调整市场准
入负面清单、完善《草案》的建议。要根据
《意见》和《国务院办公厅关于印发自由贸
易试验区外商投资准入特别管理措施（负面
清单）的通知》（国办发〔2015〕23号）的
要求，把握好《草案》和自贸试验区负面清
单的适用范围、适用对象。

し、国務院に報告・批准後、実施されたい。
試行期間において、試行地域の省級人民政
府は改革の進展状況及び各種市場主体が反
映させた突出した問題に基づき、市場参入
ネガティブリスト調整・≪草案≫完備の意
見を適時提出しなければならない。≪意見
≫及び≪国務院弁公庁：自由貿易試験区外
商投資参入特別管理措置（ネガティブリス
ト）の印刷・公布に関する通知≫（国弁発
［2015］23 号）の要求に基づき、≪草案≫
及び自貿試験区ネガティブリストの適用範
囲・適用対象を適切に把握しなければなら
ない。

五、试点过程中，请各部门根据《意见》
要求，进一步梳理《草案》中由本部门（本
系统）负责管理和实施的市场准入事项，及
时提出清理、调整建议。涉及法律、行政法
规和国务院决定修订的，涉及行政审批、行
政许可等事项调整的，各部门应主动做好沟
通衔接，遵照相关程序要求开展工作，以便
对《草案》所列事项及时作出调整。对《意
见》所指“法律、行政法规和国务院决定未
作规定但确需纳入市场准入负面清单的新设
事项”，经试点检验确需保留的，请按照《意
见》要求，依照法定程序提请制定或修订法
律、行政法规或国务院决定。对各部门新提
出的清理、调整《草案》所列事项建议，发
展改革委、商务部将会同有关部门按照《意
见》规定的市场准入负面清单调整程序，加
以研究论证，并以补充通知等形式提供试点
地区在试点中探索检验。

五、試行過程において、各部門は≪意見
≫の要求に基づき、≪草案≫内の当部門（当
システム）が管理及び実施の責を負う市場
参入事項を更に整理し、整理・調整意見を
適時提出されたい。法律・行政法規及び国
務院決定の改正に関わる場合、行政審査批
准・行政許可等の事項の調整に関わる場合、
各部門は交流・連携を主体的且つ適切に行
い、関連手順・要求を遵守して業務を行い、
≪草案≫の列記事項に対して適時調整を行
うものとする。≪意見≫が指摘する「法律・
行政法規及び国務院決定が規定していない
が、確かに市場参入ネガティブリストに組
み入れる必要がある新設事項」に対して、
試行・検証を経て確かに保留する必要があ
る場合、≪意見≫の要求に基づき、法定手
順を経て法律・行政法規或いは国務院決定
の制定或いは改定を提出されたい。各部門
が新たに提出する≪草案≫の列記事項の整
理・調整の意見に対して、発展改革委員会・
商務部は関連部門と共同で≪意見≫が規定
した市場参入ネガティブリストの調整手順
に基づき、更に研究・論証し、また補充通
知等の形式により試行地域の試行中の模
索・検証を提供する。

六、试点过程中，各有关地区和部门要
充分听取各类市场主体和公众意见，开展必
要的政策解读和宣传，建立健全第三方评估
机制，及时反馈改进和完善的意见。

六、試行過程において、各関連地域及び
部門は各種市場主体及び公衆の意見を充分
に聴取し、必要な政策解読及び宣伝を行い、
健全な第三者評価メカニズムを構築し、改
善及び完備の意見を適時フィードバックし
なければならない。

七、《草案》自国务院批准试点地区市
场准入负面清单制度改革试点方案之日起实
施。

七、≪草案≫は、国務院が試行地域の市
場参入ネガティブリスト制度改革試行方案
を批准した日から実施する。
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附件：《市场准入负面清单草案（试点版）》 付属文書：≪市場参入ネガティブリスト草
案（試行版）≫
国家发展改革委
商
务
部
2016年3月2日

国家発展改革委員会
商
務
部
2016 年 3 月 2 日
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市场准入负面清单草案（试点版）

市場参入ネガティブリスト草案（試行版）
仮訳

项目号 主题词
禁止或限制措施描述
一、禁止准入类
（一）农、林、牧、渔业
禁止滥用耕地
严禁占用基本农田挖塘造湖、植树造林、建绿色通道及其他毁坏基本农田
种植条件的行为
禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖沙、采石、采矿、取
1
土等
禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地

キーワード
禁止或は制限措置説明
一、参入禁止類
（一）農業・林業・牧畜業・漁業
耕地乱用禁止
基本農地を占用して池を掘り造湖・植樹して造林・優先ルート建設及び
その他の基本農地の栽培条件を破壊する行為は厳禁
耕地を占用して釜を建設・墓を建設或いは無断な耕地での住居建設・砂
堀・採石・採掘・採土等は禁止
単位及び個人による放置・耕地荒廃は禁止

禁止非法开垦土 禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物
地
禁止围湖造田；重要的苗种基地和养殖场所不得围垦
禁止开垦草原等活动；禁止在生态脆弱区的草原上采挖植物和从事破坏草
原植被的其他活动
禁止围湖造地和违规围垦河道

非法な土地開墾 25度以上の勾配地の開墾・農作物栽培禁止
禁止
湖埋立てによる造田の禁止；重要苗種基地及び養殖場所は干拓してはな
らない
草原開墾等の活動は禁止：生態脆弱区の草原での植物採取及び草原植被
を破壊するその他活動への従事禁止
湖埋立てによる造地及び規定違反の河川干拓禁止

3

禁止危害农作物 禁止将有毒、有害废物用作肥料或用于造田
安全
禁止将剧毒、高毒农药用于蔬菜、瓜果、茶叶和中草药材等国家规定的农
作物

農作物の安全性 有毒・有害廃棄物の肥料への使用或いは造田への使用禁止
への危害禁止
猛毒・高毒性農薬の野菜・瓜果・茶葉及び漢方薬材料等の国家が規定す
る農作物への使用禁止

4

禁止采伐特定区 特种用途林中的名胜古迹和革命纪念地的林木、自然保护区的森林，严禁
域林木
采伐

特定区域の林木 特殊用途林内の名勝古跡及び革命記念地の林木・自然保護区の森林は伐
伐採禁止
採厳禁

5

禁止使用、传
禁止使用带有危险性病、虫的种子、苗木和其他繁殖材料育苗或造林，禁
递、试验、推广 止试验、推广带有检疫性有害生物的种子、苗木和其他繁殖材料
带有检疫性、危
险性有害生物的
繁殖材料

検疫性・危険性 危険性病気・虫を有する種子・苗木及びその他の繁殖材料を使用した苗
を有する有害生 の育成或いは造林禁止、検疫性有害生物を有する種子・苗木及びその他
物の繁殖材料の の繁殖材料の試験・普及禁止
使用・転送・試
験・普及禁止

禁止破坏渔业资 禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞；禁止制造、
源
销售、使用禁用的渔具；禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞；禁止使用小于
最小网目尺寸的网具进行捕捞；捕捞的渔获物中幼鱼不得超过规定的比
例；在禁渔区或者禁渔期内禁止销售非法捕捞的渔获物

漁業資源の損害 爆薬・毒薬・電気による漁猟等の漁業資源を破壊する方法を使用する漁
禁止
猟禁止；使用禁止漁具の製造・販売・使用禁止；漁猟禁止エリア・漁猟
禁止期間の漁猟禁止；最少網目サイズを下回る漁網を使用する漁猟禁
止；漁猟した漁獲物の幼魚は規定の比率を越えてはならない；漁猟禁止
エリア或いは漁猟禁止期間の非法に漁猟した漁獲物の販売禁止

（二）采矿业
禁止新建、扩建 禁止新建低于 30万吨 /年的煤矿、低于 90万吨 /年的煤与瓦斯突出矿井
规模以下特定资
7
源类项目

（二）採掘業
以下の特定資源 30万トン/年を下回る炭鉱・90万トン/年を下回る石炭及びガス突出炭鉱
類項目は新築・ の新築禁止
規模拡張禁止

（三）制造业
禁止生产、经营 禁止生产、经营和使用国家明令禁止生产或者撤销登记的农药
和使用特定农药
8

（三）製造業
特定農薬の生
国家が生産禁止或いは登記取消を命じた農薬の生産・経営及び使用禁止
産・経営及び使
用禁止
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9

禁止生产、销售 禁止生产、销售和使用粘土砖
和使用不符合标 禁止生产、销售和使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑和装修材料
准的建筑和装修
材料

（四）电力、热力、燃气及水生产和供应业
禁止违规新建燃 禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组
煤燃油发电机组 京津冀、长三角、珠三角等区域新建项目禁止配套建设自备燃煤电站
京津冀、长三角、珠三角等区域除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项
10
目

基準に合致しな 粘土煉瓦の生産・販売及び使用禁止
い建築及び内外 有毒・有害物質が国家基準を超える建築及び内外装材の生産・販売及び
装材の生産・販 使用禁止
売及び使用禁止
（四）電力・熱力・ガス及び水の生産及び供給業
規定違反の石
国家規定に合致しない石炭燃焼発電ユニット・石油燃焼発電ユニット及
炭・石油発電ユ び石炭燃焼熱電ユニットの新築禁止
ニットの新築禁 北京・天津・河北省、長江デルタ、珠江デルタ地域の新築プロジェクト
止
は自家石炭燃焼発電所の付帯建設禁止
北京・天津・河北省、長江デルタ、珠江デルタ地域の熱電併給を除き、
石炭燃焼発電プロジェクトの審査・批准禁止

禁止违规建设火 ★在大电网覆盖范围内，原则上不得建设单机容量 30万千瓦以下纯凝式燃 規定違反の火力 ★大規模電力網カバー範囲内は、原則単機容量が30万KW以下の純粋凝縮
発電ユニット建 式石炭燃焼ユニットを建設してはならない
电机组和公用电 煤机组
設及び共用発電 ★共用発電所の規定違反の自家発電所への転化禁止
11
厂转为自备电厂 ★禁止公用电厂违规转为自备电厂
所の自家発電所
への転化禁止
（五）建築業
（五）建筑业
無人島及び領海 臨時利用の無人島への永久性建築物或いは施設の建造禁止
禁止破坏无居民 禁止在临时利用的无居民海岛上建造永久性建筑物或者设施
海岛和领海基点 禁止破坏国防用途无居民海岛的自然地形、地貌；禁止在国防用途无居民 拠点の破壊禁止 国防用途の無人島の自然地形・地勢の破壊禁止；国防用途の無人島での
非国防用途プロジェクトの建設禁止
海岛建设非国防用途项目
領海拠点保護範囲内の工事建設及びその他当該地区の地形・地勢を変更
禁止在领海基点保护范围内进行工程建设以及其他可能改变该区域地形、
12
する可能性がある活動禁止
地貌的活动
法に基づき旅行娯楽用途に定められた無人島及び周辺海域での居住者定
禁止在依法确定为旅游娱乐用途的无居民海岛及周边海域建造居民定居场
住場所の建設及び生産性養殖活動への従事禁止
所和从事生产性养殖活动

13

14

15

16

17

18

禁止违反规划在 禁止违反规划在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆等
风景名胜区内设 与风景名胜资源保护无关的其他建筑物
立各类开发区和
在核心景区内建
设宾馆等与风景
名胜资源保护无
关的其他建筑物

計画違反の風景 計画に違反する風景名勝区内での各種開発区の設立及び中核観光地内で
名勝区内での各 のホテル等の風景名勝資源保護と無関係なその他建築物の建設禁止
種開発区設立及
び中核観光地で
のホテル等の風
景名勝資源保護
と無関係なその
他建築物の建設
禁止

禁止擅自改变城 禁止擅自改变城乡规划确定的需要依法保护用地的用途
乡规划确定的需
要依法保护用地
的用途

都市農村計画が 都市農村計画が確定した法に基づき保護が必要な用地の無断の用途変更
確定した法に基 禁止
づき保護が必要
な用地の無断の
用途変更禁止

禁止在历史文化
名城名镇名村保
护范围内进行破
坏活动

歴史文化的に著
名な都市・鎮及
び村の保護範囲
内での破壊活動
禁止

禁止在历史文化名城名镇名村保护范围内（一）开山、采石、开矿等破坏
传统格局和历史风貌；（二）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水
系、道路等；（三）移建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、
腐蚀性物品的工厂、仓库等

歴史文化的に著名な都市・鎮及び村の保護範囲内での（一）開山・採
石・採鉱等の伝統的構造及び歴史的風貌の破壊；（二）保護計画が保留
を確定した庭園緑地・河川及び湖水系・道路等の占用；（三）爆発性・
可燃性・放射性・毒害性・腐食性物品の生産・保管工場・倉庫等の移築
禁止

禁止在历史建筑 禁止在历史建筑上刻划、涂污
上刻划、涂污

歴史建築への刻 歴史建築への刻削・落書き禁止
削・落書き禁止

禁止擅自设置、 禁止擅自设置、移动、涂改或者损毁历史文化街区、名镇、名村标志牌
移动、涂改或者
损毁历史文化街
区、名镇、名村
标志牌

歴史文化街区・ 歴史文化街区・著名な鎮・村の標識プレートの無断設置・移動・書き直
著名な鎮・村の し或いは破壊禁止
標識プレートの
無断設置・移
動・書き直し或
いは破壊禁止

禁止损毁历史文 禁止损毁历史文化名城名镇名村中的文物
化名城名镇名村
中的文物

歴史文化的に著 歴史文化的に著名な都市・鎮及び村の文化財の破壊禁止
名な都市・鎮及
び村の文化財の
破壊禁止
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仮訳
项目号 主题词
（六）批发和零售业
禁止进口或出口
国家禁止进口或
出口的货物、技
19
术；禁止从事禁
止类加工贸易

20

キーワード
禁止或は制限措置説明
（六）卸売及び小売業
国家が輸入或い 国家が輸入或いは輸出を禁止する貨物に属する場合、輸入或いは輸出禁
は輸出を禁止す 止
る貨物の輸入或 禁止類商品の加工貿易への従事禁止
いは輸出禁止： 国家が輸入或いは輸出を禁止する技術に属する場合、輸入或いは輸出禁
禁止類加工貿易 止
への従事禁止

禁止或限制措施描述
属于国家禁止进口或者出口的货物，禁止进口或者出口
禁止从事禁止类商品的加工贸易
属于国家禁止进口或者出口的技术，禁止进口或者出口

国外暗号商品の 国外暗号商品の販売禁止
販売禁止

禁止销售境外密 禁止销售境外密码产品
码产品

（七）交通运输、仓储和邮政业
禁止违规从事水 禁止港口理货业务经营人兼营货物装卸和仓储业务
路运输和港口业 禁止达到强制报废船龄的船舶从事水路运输
务
禁止购置、光租达到老旧运输船舶船龄的外国籍船舶从事水路运输
禁止外国的企业、其他经济组织和个人经营国内水路运输业务或者租用中
国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务
21
禁止利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品以及国家规定
禁止运输的其他危险化学品

22

23

禁止非政府指定 禁止非政府指定机构投资空中交通管理系统
机构投资空中交
通管理系统

非政府指定機構 非政府指定機構の空中交通管理システムへの投資禁止
の空中交通管理
システムへの投
資禁止

禁止从事特定寄 禁止快递企业经营由邮政企业专营的信件寄递业务；禁止快递企业寄递国
递业务
家机关公文
禁止普通邮政、快递等传递国家秘密载体

特定郵便配達業 速達企業の郵便企業専営の書簡配達業務の経営は禁止；速達企業の国家
務への従事禁止 機関の公文書配達禁止
普通郵便・速達等による国家機密メディアの配達禁止
（八）金融業
商業銀行の非法 商業銀行の信託投資及び証券経営等の業務への従事禁止
定業務への従事
禁止

（八）金融业
禁止商业银行从 禁止商业银行从事信托投资和证券经营等业务
事非法定业务
24

25

禁止非法定个人 禁止个人和未依《保险法》等相关法律法规设立的保险组织经营保险业务
和组织从事保险
业务

（九）租赁和商务服务业
禁止违法违规人 旅游从业人员从业禁止情形
员从事特定旅游
26
业务
（十）科学研究和技术服务业
禁止非法定机构 禁止非法定机构向社会发布公众气象预报、灾害性天气警报和预警信号
发布气象、海
禁止非法定机构向公众发布海洋预报和海洋灾害警报
洋、水文、地震 禁止非法定机构向社会发布水文情报预报
27
等信息预报
禁止非法定机构向社会发布地震预报信息

28

29

非法定個人及び 個人及び≪保険法≫等の関連法律法規に基づかずに設立した保険組織に
組織の保険業務 よる保険業務経営禁止
への従事禁止
（九）リース及びビジネスサービス業
法律・規定違反 旅行従業員の従業を禁止する状況
の人員の特定旅
行業務への従事
禁止
（十）科学研究及び技術サービス業
非法定機構の気 非法定機構による気象予報・災害性天気警報及び予報信号の公衆への公
象・海洋・水
布禁止
文・地震等の情 非法定機構による海洋予報及び海洋災害警報の公衆への公布禁止
報・予報の公布 非法定機構による水文情報・予報の社会への公布禁止
禁止
非法定機構による地震予報・情報の社会への公布禁止

禁止从事妨碍植 不得在检疫对象的非疫区对植物检疫对象进行研究
物疫情控制的行 禁止检疫对象疫区内的种子、苗木及其他繁殖材料和应施检疫的植物、植
为
物产品运出疫区

植物伝染病発生
状況コントロー
ルを妨害する行
為への従事禁止

禁止非法定机构 禁止非法定机构向社会发布农业植物疫情，以及农作物病虫害预报、普查
发布植物、农作 信息及灾情信息
物疫情、灾情等
信息

非法定機構の植 非法定機構による農業植物の伝染病発生状況、及び農作物の病虫害予
物・農作物の伝 報・一斉調査情報及び被害状況情報の社会への公布禁止
染病発生状況・
被害状況等の情
報公布禁止

（十一）水利、环境和公共设施管理业
禁止从事危害水 禁止在大坝的集水区域内乱伐林木、陡坡开荒，禁止在库区内围垦和进行
利设施安全和破 采石、取土等危及山体的活动
坏库区环境的活 禁止在大坝管理和保护范围内从事爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取
30
动
土、修坟等危害大坝安全的活动
禁止在坝体修建码头、渠道、堆放杂物、晾晒粮草
禁止从事影响水文监测的各类活动

検疫対象の非疫病区において植物検疫対象に対する研究は行ってはなら
ない
検疫対象疫病区内の種子・苗木及びその他繁殖材料、及び検疫を実施す
べき植物・植物商品の疫病区からの運出禁止

（十一）水利・環境及びインフラ管理業
水利施設の安全 ダムの集水区域内での林木のみだりな伐採・勾配及び荒地の開拓禁止、
性に危害を加え ダム区域内の干拓及び採石・採土等の山体に危害が及ぶ活動禁止
る及び倉庫区の ダム管理及び保護範囲内の爆破・井戸掘り・採石・採鉱・砂堀・採土・
環境を破壊する 墓建築等のダムの安全性に危害が及ぶ活動への従事禁止
活動への従事禁 ダム本体での埠頭・用水路の施工・雑物の堆積・糧秣の日干禁止
止
水文モニタリングに影響する各種活動への従事禁止

禁止从事影响或
破坏南水北调工
程水源安全的活
动

丹江口水库库区和洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖湖区禁止餐饮等经营
活动
南水北调东线工程调水沿线区域禁止建设不符合国家产业政策、不能实现
水污染物稳定达标排放的建设项目，南水北调中线工程水源地禁止建设增
加污染物排放总量的建设项目
南水北调工程受水区内地下水超采区禁止新增地下水取用水量；具备水源
替代条件的地下水超采区，应当划定为地下水禁采区，禁止取用地下水；
南水北调工程受水区禁止新增开采深层承压水
南水北调工程管理范围内禁止擅自从事与工程管理无关的活动
禁止从事影响或破坏南水北调工程运行、危害工程安全和供水安全的活
动；禁止进行危害南水北调工程设施的有关行为
南水北调东线工程干线、中线工程总干渠禁止设置排污口

南水北調工事の
水源の安全性に
影響或いは破壊
する活動への従
事禁止

丹江口ダム区域及び洪沢湖・駱馬湖・南四湖・東平湖の湖区は飲食等の
経営活動禁止
南水北調（注：中国南方地域の水を北方地域に送り水不足を解消するこ
と）東線工事の分水路沿線区域は、国家産業政策に合致しない・汚水物
安定排出基準達成が実現不能な建設プロジェクトの建設禁止、南水北調
中線工事の水源地は汚染物排出総量を増加させる建設プロジェクトの建
設禁止
南水北調工事の受水区内地下水過剰採取区は地下水取水使用量の追加禁
止；水源代替条件を備えた地下水過剰取水区は、地下水取水禁止区とし
て画定し、地下水の取水を禁止しなければならない；南水北調工事の受
水区は深層被圧水採掘の追加禁止
南水北調工事の管理範囲内は工事管理と無関係な活動への無断従事禁止
南水北調工事の運営を影響或いは破壊する・工事の安全性及び給水の安
全性に危害を加える活動への従事禁止：南水北調工事の施工に危害を与
える行為禁止
南水北調東線工事幹線・中線工事の主水路は汚水排出口の設置禁止

禁止在特定区域
从事危害水工
程、防洪安全和
造成水土流失的
活动

禁止在水工程保护范围内从事影响水工程运行和危害水工程安全的活动
禁止在水土流失重点预防区和重点治理区从事破坏植被活动
禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造
成水土流失的活动
禁止在河道管理范围内从事影响防洪安全的活动，禁止在堤防和护堤地从
事建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资
源、进行考古挖掘以及开展集市贸易活动；禁止在江河、湖泊、水库、运
河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作
物；禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响
河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动

特定区域での水
利工事・洪水防
止の安全性に危
害を加える及び
水土流失をもた
らす活動への従
事禁止

水利工事保護範囲内での水利工事運営に影響する及び水利工事の安全性
に危害を加える活動への従事禁止
水土流出重点予防区及び重点当地区での植皮破壊活動への従事禁止
崩落・滑落危険区及び土石流頻発区での採土・砂堀・採石等の水土流出
をもたらす可能性がある活動への従事禁止
河川管理範囲内での洪水防止安全性に影響する活動への従事禁止、堤防
及び堤防保護地での住居建設・放牧・水路開設・井戸掘り・穴蔵掘り・
埋葬・糧秣の日干・資材放置・地下資源採掘・考古学的発掘及び定期市
貿易活動の展開への従事禁止；河川・湖沼・ダム・運河・用水路内で洪
水の流れを妨害する物体を放置・堆積及び洪水の流れを妨害する林木及
び長稈作物の栽培禁止；河川管理範囲内で洪水の流れを妨害する建築
物・構築物の建設及び河川の水勢の安定に影響・河岸の堤防の安全性に
危害を加える及び河川洪水の流れを妨害する活動への従事禁止

31

32

（七）交通輸送・倉庫保管及び郵便業
規定違反の水路 港湾検数業務経営者の貨物積卸及び倉庫保管業務の兼営禁止
運輸及び港湾業 強制廃棄船齢に達した船舶の水路運輸への従事禁止
務への従事禁止 老朽運輸船舶船齢に達した外国籍船舶を購入・裸傭船とする水路運輸へ
の従事禁止
外国の企業・その他経済組織及び個人の国内水路運輸業務或いは中国籍
船舶或いは座席を賃貸する等の方式の形を変えた水路運輸業務の経営禁
止
国内の河川及びその他閉鎖水域等の水上運輸ルートを利用した毒薬化学
品及び国家規定が運輸を禁止するその他危険化学品の運輸禁止
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仮訳
项目号 主题词
禁止破坏环境和
危害生态安全的
活动

33

34

35

36

37

38

39

40

禁止或限制措施描述
在依法划定的海洋自然保护区、海滨风景名胜区、重要渔业水域及其他需
要特别保护的区域，禁止从事污染环境、破坏景观的海岸工程项目建设或
者其他活动
在风景名胜区、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护
区内，禁止新建排污口；在海洋自然保护区、重要渔业水域、海滨风景名
胜区和其他需要特别保护的区域，禁止新建排污口
禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印
染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境
的工业生产项目
禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源
无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、
游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动
禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目
禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目
禁止将放射性废物和被放射性污染的物品输入中华人民共和国境内或者经
中华人民共和国境内转移在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开
山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；
（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；
（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。
保护区禁止进行不利于功能保护的活动
太湖流域禁止将湖荡等大面积水域圈入圩内，禁止缩小圩外水域面积；禁
止在太湖岸线内圈圩或者围湖造地；禁止开采太湖流域承压地下水
禁止在饮用水水源保护区内设置排污口
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禁止或は制限措置説明
法に基づき画定された海洋自然保護区・海浜風景名勝区・重要漁業水域
及びその他の特別保護が必要な区域での環境を汚染・景観を破壊する海
岸工事プロジェクト建設或いはその他活動への従事禁止
風景名勝区・重要漁業水及びその他の特殊な経済文化価値を有する水質
保護区内での汚水排出口の新築禁止；海洋自然保護区・海浜風景名勝
区・重要漁業水域及びその他の特別保護が必要な区域での汚水排出口新
築は禁止
沿海地内での有効な統治措置を有さない化学パルプ製紙・化学工業・捺
染・皮革製造・電気めっき・醸造・製油・船舶を浅瀬への引揚解体及び
その他の海洋環境を重大に汚染する工業生産プロジェクト禁止
飲用水水源一級保護区内での洪水施設及び保護水源と無関係な建設プロ
ジェクトの新築・改築・拡張禁止；飲用水水源一級保護区内での生簀網
養殖・旅行・遊泳・釣り或いはその他の飲用水を汚染する可能性がある
活動への従事禁止
飲用水水源二級保護区での汚染物を排出する建設プロジェクトの新築・
改築・拡張禁止
飲用水水源準保護区内での水への汚染が重大な建設プロジェクトの新
築・拡張禁止
放射性廃棄物及び被放射性汚染物の中華人民共和国国内への輸入或いは
中華人民共和国国内を経て風景名勝区内へ移管して以下の活動禁止：
（一）開山・採石・採鉱・荒地開拓・墓を修繕して碑を立てる等の景
観・植被及び地形・地勢を破壊する活動；（二）爆発性・可燃性・放射
性・害毒性・腐食性物品を保管する施設の建設；（三）景物或いは施設
への刻削・落書き；（四)ゴミ投棄。
保護区は機能保護に不利な活動の実行禁止
太湖流域は湖沼等の面積が大きい水域を堤防内に囲い入れることは禁
止、堤防外の水域面積の縮小禁止；太湖岸線内での堤防を囲む或いは湖
を囲む造地禁止；太湖流域の被圧地下水の採掘禁止
飲用水水源保護区内での汚水排出口の設置禁止

禁止从事可能引 禁止在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引
发地质灾害的活 发地质灾害的活动
动

地質災害を誘発 地質災害危険区内での爆破・傾斜度引下げ・工事建設実行及びその他地
する可能性のあ 質災害を誘発する可能性のある活動への従事禁止
る活動への従事
禁止

禁止危害动植物 在自然保护区、禁猎区和禁猎期内，禁止猎捕和其他妨碍野生动物生息繁
安全的活动
衍的活动
禁止非法猎捕、杀害国家重点保护野生动物
禁止来自重大动植物疫情流行的国家和地区的有关动植物、动植物产品和
其他检疫物进境
禁止来自所有国家或地区的动植物病原体（包括菌种、毒种）、害虫、有
害生物体、其他转基因生物材料、土壤、动物尸体进境
禁止出口未定名的或者新发现并有重要价值的野生动植物
★禁止犀牛角和虎骨贸易
禁止改变自然保护区内海岛海岸线；禁止采挖、破坏珊瑚和珊瑚礁；禁止
砍伐海岛周边海域红树林

動植物安全に危 自然保護区・狩猟禁止区及び狩猟禁止期間内での狩猟及びその他野生動
害を加える活動 物の生息・繁殖を妨害する活動禁止
禁止
非法な国家重点野生保護動物の狩猟・殺害禁止
重大動植物の伝染病が発生・流行している国家及び地区からの関連動植
物・動植物商品及びその他の検疫物の入国禁止
全ての国家或いは地区からの動植物病原体（菌種・毒種を含む）・害
虫・有害生物体・その他遺伝子組み換え生物材料・土壌・動物の死骸の
入国禁止
命名されていない或いは新たに発見され且つ重要な価値を有する野生動
植物の輸出禁止
★サイの角及び虎の骨の貿易禁止
自然保護区内の海島の海岸線の変更は禁止；珊瑚及び珊瑚礁の採取・破
壊禁止；海島周辺海域のマングローブの伐採禁止

禁止违法买卖、
转让、交换、赠
与、质押古生物
化石

禁止擅自买卖重点保护古生物化石
禁止国有收藏单位将其收藏的重点保护古生物化石转让、交换、赠与给非
国有收藏单位或者个人；禁止将重点保护古生物化石转让、交换、赠与、
质押给外国人或外国组织
禁止未命名的古生物化石出境

古生物化石の違
法売買、譲渡、
交換、贈与、質
権設定禁止

重点保護古生物化石の無断売買禁止
国有収蔵単位によるその収蔵している重点保護古生物化石の非国有収蔵
単位或いは個人への譲渡・交換・贈与禁止；重点保護古生物化石の外国
人或いは外国組織への譲渡・交換・贈与・質権設定禁止
命名されていない古生物化石の出国禁止

禁止生产、进
口、销售不符合
产业政策、生态
环保标准的产
品，以及新上不
符合以上要求的
工艺和项目

禁止生产、进口、销售列入淘汰名录的设备、材料和产品
禁止生产、进口、销售国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用
能产品、设备；禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺
禁止销售应当标注而未标注能源效率标识的产品；禁止伪造、冒用能源效
率标识或者利用能源效率标识进行虚假宣传
不得批准或核准建设，不得开工建设或投入使用不符合强制性节能标准的
项目
禁止生产、销售或者使用列入国家公布的落后的、耗水量高的工艺、设备
和产品淘汰名录的工艺、设备和产品
禁止生产、销售、进口不符合节水强制性标准的用水工艺、设备和产品

産業政策・生態
環境保護基準に
合致しない商品
の生産・輸出・
販売、及び以上
の要求に新たに
合致しない工程
及びプロジェク
トの生産・輸
出・販売禁止

淘汰名簿に列記されている設備・材料及び商品の生産・輸入・販売禁止
国家が淘汰を命じる或いは強制性エネルギー効率基準に合致しないエネ
ルギー使用商品・設備の生産・輸入・販売禁止；国家が淘汰を命じる設
備・生産工程の使用禁止
エネルギー効率表示を明記しなければならないが明記していない商品の
販売禁止；エネルギー効率表示の偽造・冒用或いはエネルギー効率表示
を利用した虚偽の宣伝禁止
強制性省エネ基準に合致しないプロジェクト建設の批准或いは審査認可
をしてはならず、建設着工或いは稼動させてはならない
国家が公布した後進的・消費水量が多い工程・設備及び商品淘汰名簿に
列記されている工程・設備及び商品の生産・販売或いは使用禁止
節水強制性基準に合致しない水使用工程・設備及び商品の生産・販売・
輸入禁止

禁止《关于持久
性有机污染物的
斯德哥尔摩公
约》规定的除特
定豁免外的消除
类物质生产、流
通、使用和进出
口

禁止滴滴涕、氯丹、灭蚁灵、六氯苯、 α-六氯环己烷、 β-六氯环己
烷、十氯酮、五氯苯、六溴联苯、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚
和七溴二苯醚的生产、流通、使用和进出口；禁止林丹、全氟辛基磺酸及
其盐类和全氟辛基磺酰氟、硫丹除特定豁免和可接受用途外的生产、流
通、使用和进出口

≪持久性有機汚
染物のストック
ホルム公約≫が
規定した特定免
除物以外の消去
類物質の生産・
流通・使用及び
輸出入禁止

DDT・クロルデン・ミレックス・ヘキサクロロベンゼン・ヘキサクロロシ
クロヘキサン・ベンゼンヘキサクロリド ・ケポン・ベンゼン・ヘキサブ
ロモ・テトラブロモジフェニルエーテル及びペンタブロモジフェニル
エーテル・ポリ臭化ジフェニルエーテル及びヘプタブロモジフェニル
エーテルの生産・流通・使用及び輸出入禁止；リンデン・ペルフルオロ
オクタンスルホン酸及びその塩類及びヘプタデカフルオロ-1-オクタンス
ルホニルフルオリド・エンドスルファンの特定免除した物及び受入可能
の用途以外の生産・流通・使用及び輸出入禁止

禁止从事危害野 禁止出售、收购国家一级保护野生植物
生动植物及其生 除法律、行政法规另有规定外，禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩
存环境的活动
猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止在自然保
护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；在自然保护区的核心区和缓冲区
内，不得建设任何生产设施；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环
境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超
过国家和地方规定的污染物排放标准
禁止破坏野生动物的生息繁衍的环境
禁止开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目
禁止在经济生物的自然产卵场、繁殖场、索饵场和鸟类栖息地进行围填海
活动

野生動植物及び
その生存環境に
危害を加える活
動への従事禁止

国家一級野生保護植物の販売・購入禁止
法律・行政法規に別段の規定がある場合を除き、自然保護区内での伐
採・放牧・狩猟・漁猟・薬草採集・開墾・野焼き・採鉱・採石・砂掘等
の活動禁止；自然保護区の緩衝区での旅行・生産経営活動の展開禁止；
自然保護区の中核区及び緩衝区は、いかなる生産施設も建設してはなら
ない；自然保護区の実験区内は、環境汚染・資源或いは景観破壊の生産
施設は建設してはならない；その他プロジェクトの建設、その汚染物の
排出は、国家及び地方が規定する汚染物排出基準を超えてはならない
野生動物生息・繁殖環境の破壊禁止
自然保護区の保護方向に一致しない見学・旅行プロジェクトの開設禁止
経済生物の自然産卵場所・繁殖場所・飼料場及び鳥類棲息地での海洋埋
立活動禁止

禁止破坏、危害 禁止破坏、危害海岛军事设施的行为
海岛军事设施

海島軍事施設の 海島軍事施設を破壊・危害を加える行為禁止
破壊・危害禁止

（十二）居民服务、修理和其他服务业
禁止独立兴办特 禁止社会组织和个人独立兴办以孤儿、弃婴为服务对象的社会福利机构
定社会福利机构
41

42

キーワード
環境破壊及び生
態安全性に危害
を加える活動禁
止

（十二）居住者サービス・メンテナンス及びその他サービス業
特定社会福祉機 社会組織及び個人が孤児・捨て子をサービス対象とする社会福祉機構を
構の独立的開設 独立して興すことは禁止
禁止

禁止违反规定制 禁止制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备；禁止制造、销售封建迷
造、销售殡葬设 信的丧葬用品；禁止在实行火葬的地区出售棺材等土葬用品
备和用品

規定違反の葬儀 国家技術基準と合致しない埋葬設備の製造・販売は禁止；封建・迷信的
設備及び用品の な葬儀用品の製造・販売禁止；火葬を行う地区での棺桶等の土葬用品販
販売禁止
売禁止

禁止从事涉外婚 ★禁止从事涉外婚姻介绍业务
姻介绍业务

結婚紹介に関わ ★結婚紹介に関わる業務への従事禁止
る業務への従事
禁止
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仮訳
项目号 主题词
禁止或限制措施描述
（十三）教育
禁止从事特定教 不得举办实施军事、警察、政治等特殊性质教育的民办学校
育活动
中外合作办学者不得举办实施义务教育和实施军事、警察、政治等特殊性
质教育的机构
外国宗教组织、宗教机构、宗教院校和宗教教职人员不得在中国境内从事
44
合作办学活动
禁止开展违反中国法律，损害国家主权、安全和社会公共利益的教育对外
交流项目

キーワード
禁止或は制限措置説明
（十三）教育
特定教育活動へ 軍事・警察・政治等の特殊性質教育を実施する民間学校を開設してはな
の従事禁止
らない
中外合作学校運営者は義務教育を実施及び軍事・警察・政治等の特殊性
質教育を実施する機構を開設してはならない
外国宗教組織・宗教機構・宗教学校及び宗教教職員は中国国内で合作学
校運営活動に従事してはならない
中国の法律に違反、国家主権・安全及び社会公共利益を損害する教育対
外交流プロジェクトの展開禁止

（十四）卫生和社会工作
禁止从事特定医 个体医疗机构不得从事计划生育手术
45
疗服务

（十四）衛生及び社会奉仕
特定医療サービ 個人医療機関は計画出産手術に従事してはならない
スへの従事禁止

（十五）文化、体育和娱乐业
禁止从事违法文 国有不可移动文物不得转让、抵押；非国有不可移动文物不得转让、抵押
物交易行为
给外国人
46
禁止公民、法人和其他组织买卖法律规定不得买卖的文物

（十五）文化・スポーツ及び娯楽業
違法な文化財取 国有移動不可文化財は譲渡・抵当設定してはならない；非国有移動不可
引行為への従事 文化財は外国人へ譲渡・抵当設定してはならない
禁止
公民・法人及びその他組織は法律が売買不可と規定する文化財の売買禁
止
風俗業・賭博業 風俗業への従事禁止
への従事禁止
賭博業への従事禁止

47

禁止从事色情
业、赌博业

禁止从事色情业
禁止从事赌博业

48

禁止发行、销售 禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票
境外彩票

国外宝くじの発 中華人民共和国国内での国外宝くじの発行・販売禁止
行・販売禁止

49

禁止非公有资本 非公有资本不得投资经营部分文化事业和产业
投资经营特定文
化事业、产业

非公有資本によ 非公有資本は一部文化事業及び産業に投資・経営してはならない
る特定文化事
業・産業への投
資・経営禁止

（十六）《产业结构调整指导目录》的淘汰类项目、限制类的新建项目
注：《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》（国发〔2015〕55号）规定：“对《产业结构
调整指导目录》中的淘汰类项目和限制类新建项目，根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整
暂行规定〉的决定》（国发〔2005〕 40号）关于‘对淘汰类项目，禁止投资 ’、‘对属于限制类的
新建项目，禁止投资’的要求，在禁止准入类清单中直接引用，不再逐条列出。有关部门要适应产业
结构调整和新产品、新技术层出不穷、千变万化的新形势，及时修订《产业结构调整指导目录》。今
后，《产业结构调整指导目录》作出修订的，市场准入负面清单直接与之衔接 ”。

（十六）≪産業構造調整指導目録≫の淘汰類項目・制限類の新築項目
注：≪国務院：市場参入ネガティブリスト制度実行に関する意見≫（国発[2015]55号）は
以下の通り規定：「≪産業構造調整指導目録≫内の淘汰類項目及び制限類の新築項目に対
して、≪国務院：＜産業構造調整促進暫定規定＞公布・実施に関する決定≫（国発
[2005]40号）の「淘汰類項目に対して、投資を禁止する」・「制限類に属する新築項目に
対して、投資を禁止する」に関する要求に基づき、参入禁止類リストにおいて直接引用
し、項目毎に列記しない。関連部門は産業構造の調整及び新商品・新技術が続々と出現
し、様々に変化する新情勢に適応し、適時≪産業構造調整指導目録≫を改訂しなければな
らない。今後、≪産業構造指導目録≫の改訂を行う場合、市場参入ネガティブリストはこ
れと直接連繋する。

禁止新建的农林 天然草场超载放牧
业项目
单线5万立方米/年以下的普通刨花板、高中密度纤维板生产装置
单线3万立方米/年以下的木质刨花板生产装置
1000吨/年以下的松香生产项目
兽用粉剂/散剂/预混剂生产线项目（持有新兽药证书的品种和自动化密闭
式高效率混合生产工艺除外）
转瓶培养生产方式的兽用细胞苗生产线项目（持有新兽药证书的品种和采
用新技术的除外）
松脂初加工项目
以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工
综合利用率偏低的木竹加工项目
1万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产线
珍稀植物的根雕制造业
以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工
湖泊、水库投饵网箱养殖
不利于生态环境保护的开荒性农业开发项目
缺水地区、国家生态脆弱区纸浆原料林基地建设
粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目
在林地上从事工业和房地产开发的项目

新築禁止の農林 天然牧草地の規定数値超過の放牧
業プロジェクト 一ライン5万㎥/年以下の普通パーティクルボード・高中密度繊維板の生
産装置
一ライン3万㎥/年以下の木製パーティクルボードの生産装置
1000ｔ/年以下のロジン生産プロジェクト
動物用粉剤/散薬/事前混合剤の生産ラインプロジェクト（新動物用薬品
証書を保有する品種及び自動化密閉式高効率混合生産工程を除く）
試験管転換培養生産方式の動物用細胞種生産ラインプロジェクト（新動
物用薬品証書を保有する品種及び新技術採用の場合を除く）
松脂初期加工プロジェクト
良質の材木を原料とする一括性木製品及び木製パッケージの生産及び使
用、並びに木・竹加工総合利用率が低い傾向のある木・竹加工プロジェ
クト
1万㎥/年以下のベニヤ板及び集合板生産ライン
希少植物の根彫り製造業
野外資源を原料とする貴重な絶滅危機野生動植物の加工
湖沼・ダムの飼料投入生簀網養殖
生態環境保護に不利な荒地開拓性農業開発プロジェクト
水不足地区・国家生態脆弱区のパルプ原料林基地建設
雑穀のアルコールへの転化・食用植物油の生物燃料への転化プロジェク
ト
森林地帯での工業及び不動産開発に従事するプロジェクト

50

51

52

禁止新建的煤炭 单井井型低于以下规模的煤矿项目：山西、内蒙古、陕西120万吨/年；重 新築禁止の石炭 単独井戸型の以下の規模を下回る炭鉱プロジェクト：山西・内モンゴ
ル・陝西の120万ｔ/年；重慶・四川・貴州・雲南15万ｔ/年；福建・江
项目
庆、四川、贵州、云南15万吨/年；福建、江西、湖北、湖南、广西9万吨/ プロジェクト
西・湖北・湖南・広西9万ｔ/年；その他地区30万ｔ/年
年；其他地区30万吨/年
非機械化採掘工程を採用する炭鉱プロジェクト
采用非机械化开采工艺的煤矿项目
設計した炭鉱資源回収率が国家が規定する要求に達していない炭鉱プロ
设计的煤炭资源回收率达不到国家规定要求的煤矿项目
ジェクト
未按国家规定程序报批矿区总体规划的煤矿项目
国家が規定する手順に基づき鉱区総体計画を報告・批准していない炭鉱
井下回采工作面超过 2个的新建煤矿项目
プロジェクト
坑井採掘業務面が2つを超える新築炭鉱プロジェクト
禁止新建的电力 小电网外，单机容量30万千瓦及以下的常规燃煤火电机组
项目
小电网外，发电煤耗高于300克标准煤/千瓦时的湿冷发电机组，发电煤耗
高于305克标准煤/千瓦时的空冷发电机组
无下泄生态流量的引水式水力发电
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新築禁止の電力 小電力網を除く、単機容量が30万KW以下の通用石炭火力発電ユニット
プロジェクト
小電力網を除く、発電石炭消費が300ｇの標準石炭/KW時を上回る湿冷発
電ユニット、発電石炭消費が305ｇの標準石炭/KW時を上回る空冷発電ユ
ニット
非排水生態流量の引水式水力発電

仮訳
キーワード
项目号 主题词
禁止或限制措施描述
禁止新建的石化 新建1000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下 新築禁止の石化
加工プロジェク
化工项目
连续重整（含芳烃抽提）、150万吨/年以下加氢裂化生产装置
ト
新建80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13万吨/年以下丙烯腈、100万吨/
年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20万吨/年以下苯乙烯（干
气制乙苯工艺除外）、10万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、30万吨 /年
以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置
（综合利用除外），丙酮氰醇法丙烯酸、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙
烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置，300吨/年以下皂素（含水解物，综合利
用除外）生产装置
新建7万吨/年以下聚丙烯（连续法及间歇法）、20万吨/年以下聚乙烯、乙
炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨 /年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、10万
吨/年以下聚苯乙烯、 20万吨/年以下丙烯腈/丁二烯 /苯乙烯共聚物（
ABS，本体连续法除外）、 3万吨/年以下普通合成胶乳 -羧基丁苯胶（含
丁苯胶乳）生产装置，新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶
类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产装置
新建纯碱、烧碱、 30万吨/年以下硫磺制酸、 20万吨/年以下硫铁矿制
酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除
外）、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置
新建三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、饲料磷酸氢钙、
氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化锰、普通级碳酸钙、无水硫
酸钠（盐业联产及副产除外）、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝
酸钡、碳酸锶、白炭黑（气相法除外）、氯化胆碱生产装置
新建黄磷，起始规模小于 3万吨 /年、单线产能小于 1万吨 /年氰化钠
（折 100%），单线产能 5千吨 /年以下碳酸锂、氢氧化锂，单线产能 2万
吨 /年以下无水氟化铝或中低分子比冰晶石生产装置
新建以石油（高硫石油焦除外）、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇
气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺
新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫
磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、
克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、
杀虫双、灭线磷、硫丹、磷化铝、三氯杀螨醇，有机氯类、有机锡类杀虫
53
剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）等）生产装置
新建草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿
维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）生产装置
新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、 1万吨 /年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料
（不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（
TGIC）的粉末涂料生产装置
新建染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（不包括鼓励类的
染料产品和生产工艺）
新建氟化氢（ HF）（电子级及湿法磷酸配套除外），新建初始规模小于
20万吨 /年、单套规模小于 10万吨 /年的甲基氯硅烷单体生产装置， 10
万吨 /年以下（有机硅配套除外）和 10万吨 /年及以上、没有副产四氯化
碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置，全氟辛基磺酰化合物（ PFOS）和
全氟辛酸（ PFOA），六氟化硫（ SF6）（高纯级除外）生产装置
新建斜交轮胎和力车胎（手推车胎）、锦纶帘线、 3万吨 /年以下钢丝帘
线、常规法再生胶（动态连续脱硫工艺除外）、橡胶塑解剂五氯硫酚、橡
胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（ TMTD）生产装置

54

禁止或は制限措置説明
1000万ｔ/年以下の常減圧・150万t/年以下の接触分解・100万t/年以下の
連続改質（アレーンの抽出を含む）・150万t/年以下の水素化分解の生産
装置の新築
80万ｔ/年以下のナフサ分解エチレン・13万ｔ/年以下のアクリロニトリ
ル・100万ｔ/年以下のテレフタル酸・20万ｔ/年以下のエチレングリコー
ル・20万ｔ/年以下のスチレン（ドライガス制エチルベンゼンは除く）・
10万ｔ/年以下のカプロラクタム・エチレン法酢酸・30万ｔ/年以下のオ
キソ合成法酢酸・天然ガス制メタノール・100万ｔ/年以下の石炭制メタ
ノール生産装置(総合利用は除く）、アセトンシアノヒドリン法アクリル
酸・雑穀法アセトン/ブタノール・クロロヒドリン法酸化プロピレン及び
鹼化法エピクロロヒドリン生産装置、300万ｔ/年以下のサポニン（水解
物を含む、総合利用を除く）生産装置の新築
7万ｔ/年以下のポリプロピレン（連続法及び間歇法）・20万ｔ/年以下の
ポリエチレン・アセチレン法・当初の規模が30万ｔ/年を下回る乙烯氧氯
化法ポリ塩化ビニル・10万ｔ/年以下のポリスチレン・20万ｔ/年以下の
アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン共重合（ABS、本体連続法を除
く）・3万ｔ/年以下の普通合成ラテックス- カルボキシル スチレンブタ
ジエンゴム（SBRラテックス）生産装置の新築、溶剤型クロロプレンゴム
類・スチレンブタジエン熱可塑性樹脂類・ポリウレタン類及びポリアク
リル酸塩類等の通用型接着剤生産装置の新築・改築及び拡張
炭酸ナトリウム・水酸化ナトリウム・30万ｔ/年以下の硫黄制酸・常圧法
及び総合法硝酸・カーバイト（大型先進工程設備等の等量交換の実行を
除く)・一ライン生産能力5万ｔ/年以下の水酸化ナトリウム生産装置の新
築
トリポリリン酸五ナトリウム・ヘキサメタリン酸ナトリウム・三塩化リ
ン・五硫化二リン・飼料リン酸カルシウム・塩素酸ナトリウム・低カル
シウム焙焼工程二クロム酸ナトリウム・電解二酸化マンガン・普通級炭
酸カルシウム・無水硫酸ナトリウム（塩業コジェネレーション・副産を
除く）・炭酸バリウム・硫酸バリウム・水酸化バリウム・塩化バリウ
ム・硝酸バリウム・炭酸ストロンチウム（気相法は除く）・塩化コリン
の生産装置の新築
黄燐、当初の規模が3万ｔ/年を下回る・一ラインの生産能力が1万ｔ/年
以下のを下回るシアン化ナトリウム（換算100％）、一ラインの生産能力
が5千ｔ/年以下の炭酸ナトリウム・水酸化ナトリウム、一ラインの生産
能力が2万ｔ/年以下の無水フッ化アルミニウムあるいは中低分子比較氷
晶石生産装置の新築
石油（高硫石油コークスを除く)・天然ガスを原料とする窒素肥料の新
築・固定層間歇気化技術合成アンモニア、リンアンモニウム生産装置、
銅洗法アンモニウム合成原料空気浄化工程の採用
高毒・高残留及び環境に対する影響が大きい農薬原薬（オメトエート・
イソカルボホス・イソフェンホスメチル・ホレート・メチダチオン・ブ
ロモメタン・メソミル・アルディカーブ・カルボフラン・ナトリウムダ
イファシノン・ダイファシノン・ワルファリン・クマテトラリル・ブロ
マジオロン・ブロディファコウム・ボトックス・ビスルタップ・エトプ
ロホス ・エンドスルファン・リン化アルミニウム、有機塩素類・有機錫
類殺虫剤、福美類殺菌剤、合成ニトロフェノール ナトリウム（カリウ
ム）等を含む）生産装置の新築
グリホサート・クロルピリホス（水相法工程は除く）・トリアゾホス・
グラモキソン・クロロタロニル・アベルメクチン・イミダクロプリド・
アセトクロール（メチレン法工程は除く）生産装置の新築
硫酸法酸化チタン・鉛黄鉛・1万ｔ/年以下の酸化鉄系顔料・溶剤型塗料
（奨励類の塗料品種及び生産工程を含まない）・トリグリシジルイソシ
アヌラート（TGIC)の粉末塗料生産装置の新築
塗料中間体・有機顔料・捺染補助薬剤生産装置（奨励類の染料商品及び
生産工程を含まない）の新築
フッ化水素（HF）（電子級及び湿法リン酸付帯は除く）の新築、当初の
規模が20万ｔ/年を下回る・一基の規模が10万ｔ/年を下回るクロロトリ
メチルシラン単体生産装置、10万ｔ/年以下（有機ケイ素化合物付帯は除
く）及び10万ｔ/年以上・四塩化炭素を副産する付帯処置施設がないメタ
ン塩化物生産装置の新築、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)及び
ペルフルオロオクタン酸（PFOA)六フッ化硫黄（SF6)（高純級は除く）生
産装置の新築
バイアスタイヤ及び非機動車タイヤ（手押し車タイヤ）・ナイロンコー
ド・3万ｔ/年以下のスチールワイヤーコード・通常法再生ゴム（動態連
続脱硫工程を除く）・ゴム朔解剤ペンタクロロベンゼンチオール・ゴム
促進剤テトラメチルチウラムジスルフィ（TMTD）

新築禁止の情報 レーザーディスクプレイヤー生産ライン（VCDシリーズ完成品製品）
産業プロジェク アナログCRTモノクロ及びカラーテレビプロジェクト
ト

禁止新建的信息 激光视盘机生产线（ VCD系列整机产品）
产业项目
模拟 CRT黑白及彩色电视机项目
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仮訳
キーワード
项目号 主题词
禁止或限制措施描述
新築禁止の鋼鉄
禁止新建的钢铁 未同步配套建设干熄焦、装煤、推焦除尘装置的炼焦项目
プロジェクト
项目
180平方米以下烧结机（铁合金烧结机除外）
有效容积 400立方米以上 1200立方米以下炼铁高炉； 1200立方米及以上
但未同步配套煤粉喷吹装置、除尘装置、余压发电装置，能源消耗大于
430公斤标煤 /吨、新水耗量大于 2.4立方米 /吨等达不到标准的炼铁高炉
公称容量 30吨以上 100吨以下炼钢转炉；公称容量 100吨及以上但未同步
配套煤气回收、除尘装置，新水耗量大于 3立方米 /吨等达不到标准的炼
钢转炉
公称容量 30吨以上 100吨（合金钢 50吨）以下电炉；公称容量 100吨
（合金钢 50吨）及以上但未同步配套烟尘回收装置，能源消耗大于 98公
斤标煤 /吨、新水耗量大于 3.2立方米 /吨等达不到标准的电炉
1450毫米以下热轧带钢（不含特殊钢）项目
30万吨 /年及以下热镀锌板卷项目
20万吨 /年及以下彩色涂层板卷项目
含铬质耐火材料
普通功率和高功率石墨电极压型设备、焙烧设备和生产线
直径 600毫米以下或 2万吨 /年以下的超高功率石墨电极生产线
8万吨 /年以下预焙阳极（炭块）、 2万吨 /年以下普通阴极炭块、 4万吨
/年以下炭电极生产线
单机 120万吨 /年以下的球团设备（铁合金球团除外）
顶装焦炉炭化室高度＜ 6.0米、捣固焦炉炭化室高度＜ 5.5米， 100万吨
/年以下焦化项目，热回收焦炉的项目，单炉 7.5万吨 /年以下、每组 30
万吨 /年以下、总年产 60万吨以下的半焦（兰炭）项目
3000千伏安及以上，未采用热装热兑工艺的中低碳锰铁、电炉金属锰和中
低微碳铬铁精炼电炉
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300立方米以下锰铁高炉； 300立方米及以上，但焦比高于 1320千克 /吨
的锰铁高炉；规模小于 10万吨 /年的高炉锰铁企业
1.25万千伏安以下的硅钙合金和硅钙钡铝合金矿热电炉； 1.25万千伏安及
以上，但硅钙合金电耗高于 11000千瓦时 /吨的矿热电炉
1.65万千伏安以下硅铝合金矿热电炉； 1.65万千伏安及以上，但硅铝合金
电耗高于 9000千瓦时 /吨的矿热电炉
2×2.5万千伏安以下普通铁合金矿热电炉（中西部具有独立运行的小水电
及矿产资源优势的国家确定的重点贫困地区，矿热电炉容量＜ 2×1.25万
千伏安）； 2×2.5万千伏安及以上，但变压器未选用有载电动多级调压的
三相或三个单相节能型设备，未实现工艺操作机械化和控制自动化，硅铁
电耗高于 8500千瓦时 /吨，工业硅电耗高于 12000千瓦时 /吨，电炉锰铁
电耗高于 2600千瓦时 /吨，硅锰合金电耗高于 4200千瓦时 /吨，高碳铬
铁电耗高于 3200千瓦时 /吨，硅铬合金电耗高于 4800千瓦时 /吨的普通
铁合金矿热电炉
间断浸出、间断送液的电解金属锰浸出工艺； 10000吨 /年以下电解金属
锰单条生产线（一台变压器），电解金属锰生产总规模为 30000吨 /年以
下的企业
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禁止新建的有色 新建、扩建钨、钼、锡、锑开采、冶炼项目，稀土开采、选矿、冶炼、分
金属项目
离项目以及氧化锑、铅锡焊料生产项目
单系列 10万吨 /年规模以下粗铜冶炼项目
电解铝项目（淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局项目除外）
铅冶炼项目（单系列 5万吨 /年规模及以上，不新增产能的技改和环保改
造项目除外）
单系列 10万吨 /年规模以下锌冶炼项目（直接浸出除外）
镁冶炼项目（综合利用项目除外）
10万吨 /年以下的独立铝用炭素项目
新建单系列生产能力 5万吨 /年及以下、改扩建单系列生产能力 2万吨 /
年及以下、以及资源利用、能源消耗、环境保护等指标达不到行业准入条
件要求的再生铅项目

禁止或は制限措置説明
同時にコークス乾式消火・石炭充填及びコークス押出し除塵装置を付帯
建設していないコークス炉プロジェクト
180㎡以下の焼結機（鉄合金焼結機を除く）
有効容積 400㎥以上 1200㎥以下の製鉄高炉；1200㎥及びそれ以上だが
粉炭噴射装置・除塵装置・余圧発電装置、エネルギー消耗が430㎏基準炭
/ｔ・消費新水量が2.4㎥/ｔを上回る等の基準に達していない製鉄高炉
公称容量 30ｔ以上 100ｔ以下の鋼鉄転炉；公称容量 100ｔ及びそれ以
上だが石炭ガス回収・除塵装置を同時に付帯しておらず、消費新水量が3
㎥/ｔを上回る等の基準に達していない鋼鉄転炉
公称容量 30ｔ以上 100ｔ（合金鋼50ｔ）以下の電炉；公称容量 100ｔ
（合金鋼50ｔ）及び祖霊以上だが煙塵回収装置を同時に付帯しておら
ず、エネルギー消耗が98㎏基準炭/ｔ・消費新水量が3.22.4㎥/ｔを上回
る等の基準に達していない電炉
1450㎜以下の熱間圧帯鋼（特殊鋼を含まない）プロジェクト
30万ｔ/年及びそれ以下の熱亜鉛メッキスチールプロジェクト
20万ｔ/年及びそれ以下のカラーコーティングスチールプロジェクト
クロミウム性耐火材料
普通機能及び高機能黒鉛電極圧型設備・焙焼設備及び生産ライン
直径 600㎜以下或いは 2万ｔ/年及びそれ以下の超高効率黒鉛電極生産ラ
イン
8万ｔ/年以下の予焙陽極（炭ブロック）・2万ｔ/年以下の普通陽極炭ブ
ロック・4万ｔ/年以下の炭電極生産ライン
一ユニット 120万ｔ/年以下のペレット設備（鉄合金ペレットを除く）
頂上据付コークス炉炭化室の高度＜ 6.0ｍ・タンピングコークス炉炭化
室の高度＜ 5.5ｍ、100万ｔ/年以下のコークス化プロジェクト、熱再利
用コークス炉のプロジェクト、単炉万 7.5ｔ/年以下・各ユニット30万ｔ
/年以下・年間総生産60万ｔ/年以下の半成果コークス（蘭炭）プロジェ
クト
3000KVA及びそれ以上、焼嵌め熱総工程を採用していない中低炭素鉄マン
ガン・電炉マンガン及び低微炭素クロム鉄精製電炉
300㎥以下のマンガン高炉；300㎥及びそれ以上だが、コークス比が1320
㎏/ｔのマンガン高炉；規模が10万ｔ/年を下回る高炉マンガン企業
1.25万KVA以下のケイ素カルシウム合金及びケイ素カルシウム及びバリウ
ムアルミニウム合金鉱熱電炉；1.25万KVA及びそれ以上だが、ケイ素カル
シウム合金電力消費が11,000KW/ｔを上回る鉱熱電炉
1.65万KVA以下のケイ素カルシウム合金鉱熱電炉；1.65万KVA及びそれ以
上だが、ケイ素カルシウム合金電力消費が9,000KW/ｔを上回る鉱熱電炉
2×2.5万KVA以下の普通鉄合金金鉱熱電炉（中西部の独立運営の小水力発
電及び鉱産資源の優位性を有する国家が確定した貧困地区について、鉱
熱電炉容量＜ 2×1.25万KVA及びそれ以上だが、変圧が負荷電動多極電圧
レギュレーターを選択・用いる三相或いは3つの単相省エネ型設備、工程
操作機械及びコントロール自動化を実現していない、ケイ素鉄電力消費
が8,500KW/ｔを上回り、工業ケイ素電力消費が12,000KW/ｔを上回る電炉
マンガン電力消費が2,600KW/ｔを上回る、ケイ素マンガン合金電力消費
が4,2000KW/ｔを上回る、高炭素フェロクロム電力消費が3,200KW/ｔを上
回る、ケイ素クロム電力消費が4,800KW/ｔを上回る普通鉄合金鉱熱電炉
間断浸出・間断送液の電解マンガン浸出工程；10,000ｔ/年以下の電解マ
ンガン単一生産ライン（一台の変圧器）、電解マンガン生産総規模が
30,000ｔ/年以下の企業

新築禁止の非鉄 タングステン・モリブデン・錫・アンチモンの採鉱・製錬プロジェク
金属プロジェク ト、レアアースの採鉱・選鉱・分離プロジェクト及び三酸化アンチモ
ト
ン・ターンはんだ生産プロジェクト
一シリーズ 10万ｔ/年規模以下の粗銅製錬プロジェクト
電解アルミニウムプロジェクト （淘汰後進後の生産能力置換プロジェク
ト及び産業最適化配置プロジェクトを除く）
鉛製錬プロジェクト （一シリーズ 5万ｔ/年規模及びそれ以上、生産能
力を新たに増やさない技術変更及び環境保護改造プロジェクトを除く）
マグネシウム製錬プロジェクト （一シリーズ 5万ｔ/年規模及びそれ以
上、生産能力を新たに増やさない技術変更及び環境保護改造プロジェク
トを除く）
一シリーズ 10万ｔ/年規模以下の亜鉛製錬プロジェクト（直接浸出は除
く）
マグネシウム製錬プロジェクト （総合利用プロジェクトは除く）
10万ｔ/年以下の独立アルミニウム用炭素プロジェクト
一シリーズの生産能力 5万ｔ/年及びそれ以下・一シリーズの生産能力
2万ｔ/年及びそれ以下・及び資源利用・エネルギー消費・環境保護等の
指標が業界参入条件・要求に達していない再生鉛プロジェクト

新築禁止の金プ 日間金処理精鉱が100ｔ以下、原料自給能力が50％に足りないシアン化カ
禁止新建的黄金 日处理金精矿 100吨以下，原料自供能力不足 50%的独立氰化项目
ロジェクト
リウムプロジェクト
项目
日处理矿石 200吨以下，无配套采矿系统的独立黄金选矿厂项目
日間鉱石処理が200ｔ以下、採鉱システムを付帯していない独立金鉱選択
日处理金精矿 100吨以下的火法冶炼项目
プロジェクト
年处理矿石 10万吨以下的独立堆浸场项目（东北、华北、西北）、年处理
日間金処理精鉱が100ｔ以下の火法製錬プロジェクト
矿石 20万吨以下的独立堆浸场项目（华东、中南、西南）
年間鉱石処理100ｔ以下の独立堆積浸出場プロジェクト（東北・華北・西
日处理岩金矿石 100吨以下的采选项目
北）年間鉱石処理20ｔ以下の独立堆積浸出場プロジェクト（華東・中
年处理砂金矿砂 30万立方米以下的砂金开采项目
南・西南）
在林区、基本农田、河道中开采砂金项目
日間岩石鉱石処理100ｔ以下の採鉱選択プロジェクト
年間処理砂金鉱石30立方メートル以下の砂気採鉱プロジェクト
林区・基本農地・河川での砂金採鉱プロジェクト
禁止新建的建材 2000吨 /日以下熟料新型干法水泥生产线， 60万吨 /年以下水泥粉磨站
项目
普通浮法玻璃生产线
150万平方米 /年及以下的建筑陶瓷生产线
60万件 /年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线
3000万平方米 /年以下的纸面石膏板生产线
中碱玻璃球生产线、铂金坩埚球法拉丝玻璃纤维生产线
粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）
15万平方米 /年以下的石膏（空心）砌块生产线、单班 2.5万立方米 /年
以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米 /年以下的混凝土铺地砖
固定式生产线、 5万立方米 /年以下的人造轻集料（陶粒）生产线
10万立方米 /年以下的加气混凝土生产线
3000万标砖 /年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线
10000吨 /年以下岩（矿）棉制品生产线和 8000吨 /年以下玻璃棉制品生
产线
100万米 /年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线
预应力钢筒混凝土管（简称 PCCP管）生产线： PCCP-L型：年设计生产能
力 ≤50千米， PCCP-E型：年设计生产能力 ≤30千米
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新築禁止の建材 2,000ｔ/日以下のクリンカー新型乾式セメント生産ライン、60万ｔ/年以
プロジェクト
下のセメント粉磨工場
普通フロートガラス生産ライン
150万㎡/年及びそれ以下の建築セラミック生産ライン
60万件/年以下のトンネル釜衛生セラミック生産ライン
3,000万㎡/年以下のペーパーサイド石膏版生産ライン
中塩基ガラス球生産ライン・プラチナ坩堝球法伸線繊維生産ライン
粘土空洞レンガ生産ライン（陝西・青海・甘粛・新彊・西蔵・寧夏を除
く）
15万㎡/年以下の石膏（空洞）建築ブロック生産ライン・一区分2.5万㎡/
年以下のコンクリート小型建築ブロック及び一区分15万㎡/年以下のコン
クリート敷地レンガ固定式生産ライン・5万㎡/年以下の軽骨料製造（セ
ラミック粒子）生産ライン
10万㎥/年以下の加湿コンクリート生産ライン
3,000万基準レンガ/年以下の石炭脈石・頁岩焼結実質レンガ生産ライン
10,000ｔ/年及びそれ以下の岩（鉱）綿製品生産ライン及び8,000ｔ/年以
下のガラス綿製品生産ライン
100万ｍ/年及びそれ以下のプレストレス力の高いコンクリート遠心杭生
産ライン
プレストレストシリンダーパイプコンクリート管（ 略称PCCP管）生産ラ
イン： PCCP-L型；年間設計生産能力≦50km、 PCCP-E型；年間設計生産
能力≦30km、

仮訳
キーワード
项目号 主题词
禁止或限制措施描述
禁止新建的医药 新建、扩建古龙酸和维生素 C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品 新築禁止の医薬
项目
用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素 B1、维生 プロジェクト
素 B2、维生素 B12（综合利用除外）、维生素 E原料生产装置
新建青霉素工业盐、 6-氨基青霉烷酸（ 6-APA）、化学法生产 7-氨基头
孢烷酸（ 7-ACA）、 7-氨基 -3-去乙酰氧基头孢烷酸（ 7-ADCA）、青霉
素 V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素 c发酵、土霉素、四环素、
氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡
那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福
平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置
新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植
除外）生产装置
59
新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置
新开办无新药证书的药品生产企业
新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生
产装置
新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新
建 2亿支 /年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置
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禁止或は制限措置説明
グロン酸・ビタミンC原料粉末（薬用・食品用及び飼料用・化粧品用）生
産装置の新築・拡張、薬品・食品・飼料・化粧品等の用途のビタミン
B1・ビタミンB2・ビタミン B12（総合利用を除く）・ビタミンE原料生産
装置の新築
ペニシリン工業塩・6-アミノペニシラン酸（ 6-APA）・化学法生産7-ア
ミノセファロスポラン酸（ 7-ACA）・7-アミノデアセトキシセファロス
ポラン酸（ 7-ADCA）・ペニシリンV・アンピシリン・アモキシシリン・
セファロスポリンC・オキシテトラサイクリン・テトラサイクリン・クロ
ラムフェニコール・スルピリン・アセトアミノフェン・クリンダマイシ
ン・ゲンタマイシン・ジヒドロストレプトマイシン・アミカシン・ ミデ
カマイシン・キタサマイシン・シプロフロキサシン・ノルフロキサシ
ン・オフロキサシン・リファンピシン・カフェイン・テオブロミン生産
装置の新築パクリタキセル（イチイ杉栽培付属を除く）・植物採取法ベ
ルベリン（トウオウレン栽培付属を除く）生産装置の新築
薬用ブチル・ラバー・二歩法点滴生産用プラスチックボトル生産装置の
新築、改築、拡張
新薬証書が無く新たに開業する薬品生産企業
原料に規模化して栽培・養殖していない絶滅動植物漢方薬原材料を含む
商品生産装置の新築、改築、拡張
水銀式ガラス体温計・血圧計生産装置・アマルガム歯科材料の新築・改
築及び拡張・2億本/年以下の使い捨て注射器・輸血器・点滴器生産装置
の新築

新築禁止の機械 メカニカルアーム2本以下のワゴンドリル製造プロジェクト
禁止新建的机械 2臂及以下凿岩台车制造项目
プロジェクト
ぼた積込機（立爪式ぼた積込機は含まない）製造プロジェクト
项目
装岩机（立爪装岩机除外）制造项目
3立方メートル及び以下の小鉱山用車製造プロジェクト
3立方米及以下小矿车制造项目
直径2.5メートル及びそれ以下のウインチ製造プロジェクト
直径 2.5米及以下绞车制造项目
直径3.5メートル及びそれ以下の鉱山ホイスト製造プロジェクト
直径 3.5米及以下矿井提升机制造项目
40平米及びその以下ウインド・スクリーン製造プロジェクト
40平方米及以下筛分机制造项目
直径700mm及びその以下サイクロン製造プロジェクト
直径 700毫米及以下旋流器制造项目
800KW及びその以下採炭機製造プロジェクト
800千瓦及以下采煤机制造项目
バケット容量3.5㎥及びそれ以下の鉱山用掘削機製造プロジェクト
斗容 3.5立方米及以下矿用挖掘机制造项目
鉱山用攪拌・濃縮・ろ過設備（加圧式を除く）製造プロジェクト
低速自動車（三輪自動車・低速貨車）（2015年より軽トラックと同等の
矿用搅拌、浓缩、过滤设备（加压式除外）制造项目
省エネ及び排出基準を執行する）
低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自 2015年起执行与轻型卡车同等的节
単気筒ディーゼル機製造プロジェクト
能与排放标准）
単気筒ディーゼル機を付帯するコンベヤ用ベルト駆動四輪トラクター、
单缸柴油机制造项目
単気筒ディーゼル機を付帯する手押トラクター、滑動歯車ギアチェン
配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉
ジ・排出が要求に達していない50馬力以下の車輪式トラクター
机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的 50马力以下轮式拖拉机
30万KW及びそれ以下の通常石炭燃焼火力発電設備製造プロジェクト（総
30万千瓦及以下常规燃煤火力发电设备制造项目（综合利用、热电联产机
合利用・熱電供給ユニットを除く）
组除外）
6KVA及びそれ以上（陸上用）乾法ケーブル電力連動ケーブル製造プロ
6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目
ジェクト
非数控金属切削机床制造项目
非デジタル制御金属切削旋盤製造プロジェクト
6,300KN及びそれ以下の普通機械プレス機製造プロジェクト
6300千牛及以下普通机械压力机制造项目
非デジタル制御切断機・折曲機・パイプ折曲機製造プロジェクト
非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目
普通高速スチールドリル・フライス・鋸刀・ねじタップ及びねじダイス
普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目
製造プロジェクト
棕刚玉、绿碳化硅、黑碳化硅等烧结块及磨料制造项目
ブラウンアルミナ・緑色炭化ケイ素・黒色炭化ケイ素等の焼結ブロック
直径 450毫米以下的各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外）
及び研磨剤製造プロジェクト
直径 400毫米及以下人造金刚石切割锯片制造项目
直径450mm以下の各種結合剤グラインダー（スチール熱研磨グラインダー
P0级、直径 60毫米以下普通微小型轴承制造项目
を除く）
220千伏及以下电力变压器（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外）
直径400mm以下及びそれ以下の人造金鋼切断鋸刀
220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气体的绝缘
PO級・直径60mm以下の普通マイクロ型ベアリング製造プロジェクト
开关柜以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外）
220KVA及びそれ以下の電力変圧器（非晶質合金・巻鉄芯ベアリング等の
エネル配電変圧器を除く）
酸性碳钢焊条制造项目
220KVA及びそれ以下の高・中・低圧スイッチキャビネット製造プロジェ
民用普通电度表制造项目
クト（環境保護型中圧期待を使用する絶縁スイッチキャビネット及び爆
8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目
発性環境に用いる爆発防御型スイッチキャビネットを除く）
驱动电动机功率 560千瓦及以下、额定排气压力 1.25兆帕及以下，一般用
酸性カーボンスチール製造プロジェクト
固定的往复活塞空气压缩机制造项目
民間用普通電気メーター製造プロジェクト
普通运输集装干箱项目
8.8級以下の普通低級基準固定用部品製造プロジェクト
56英寸及以下单级中开泵制造项目
電動駆動機効率560KW及びそれ以下・定額排気圧力1.25N/㎡及びそれ以
通用类 10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目
下、一般用固定の往復ピストンプレス機製造プロジェクト
5吨 /小时及以下短炉龄冲天炉
普通運輸コンテナプロジェクト
有色合金六氯乙烷精炼、镁合金 SF6保护
56インチ及びそれ以下の単級スプリットケースポンプ製造プロジェクト
通用類10N/㎡及びそれ以下の中低圧炭素鋼バルブ製造プロジェクト
冲天炉熔化采用冶金焦
5ｔ/h及びそれ以下の短期高炉年齢クーポラ
无再生的水玻璃砂造型制芯工艺
非鉄合金六塩化エタン精錬・マグネシウムSF6の保護
盐浴氮碳、硫氮碳共渗炉及盐
クーポラ融化の冶金コークスの採用
电子管高频感应加热设备
非リサイクルの水ガラス砂造形性芯工程
亚硝盐缓蚀、防腐剂
ソルトバス浸炭・チアゾール炭素窒化高炉及びソルト
铸 /锻造用燃油加热炉
電子管高頻度感応加熱設備
锻造用燃煤加热炉
亜硝酸塩阻害剤・防腐剤
手动燃气锻造炉
鋳/鍛造用燃油加熱炉
蒸汽锤
鍛造用石炭燃焼加熱炉
手動ガス鍛造炉
弧焊变压器
蒸気ハンマー
含铅和含镉钎料
溶接変圧器
新建全断面掘进机整机组装项目
含鉛及び含カドミウムはんだ
新建万吨级以上自由锻造液压机项目
全断面ボーリング機全ユニット新築プロジェクト
新建普通铸锻件项目动圈式和抽头式手工焊条弧焊机
万トン級以上の自由鍛造油圧機新築プロジェクト
Y系列（ IP44）三相异步电动机（机座号 80～ 355）及其派生系列， Y2
普通鋳・鍛パーツプロジェクトダイナミック式及び採掘式手製 被覆電極
系列（ IP54）三相异步电动机（机座号 63～ 355）
棒アーク溶接機の新築
背负式手动压缩式喷雾器背负式机动喷雾喷粉机手动插秧机青铜制品的茶
Yシリーズ（IP44）三相違誘導電動機（機械番号80-355）及びその派生シ
叶加工机械
リーズ、Y2シリーズ（IP54）三相違誘導電動機（機械番号63-355）
双盘摩擦压力机
背負式手動プレス式噴霧器性折敷起動噴霧噴粉機手動田植え機青銅製品
の茶葉加工機械
含铅粉末冶金件
ダブルパネル摩擦プレッサー
出口船舶分段建造项目
含鉛粉末冶金パーツ
輸出船舶ブロック式建造プロジェクト
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仮訳
キーワード
项目号 主题词
禁止或限制措施描述
新築禁止の軽工
禁止新建的轻工项目
聚氯乙烯普通人造革生产线
年加工生皮能力 20万标张牛皮以下的生产线，年加工蓝湿皮能力 10万标 事プロジェクト
张牛皮以下的生产线
超薄型（厚度低于 0.015毫米）塑料袋生产
新建以含氢氯氟烃（ HCFCs）为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤
出聚苯乙烯泡沫塑料（ XPS）生产
线聚氯乙烯（ PVC）食品保鲜包装膜
普通照明白炽灯、高压汞灯
最高转速低于 4000针 /分的平缝机（不含厚料平缝机）和最高转速低于
5000针 /分的包缝机
电子计价秤（准确度低于最大称量的 1/3000，称量 ≤15千克）、电子皮
带秤（准确度低于最大称量的5/1000）、电子吊秤（准确度低于最大称量
的 1/1000，称量 ≤50吨）、弹簧度盘秤（准确度低于最大称量的
1/400，称量 ≤8千克）
电子汽车衡（准确度低于最大称量的 1/3000，称量 ≤300吨）、电子静态
轨道衡（准确度低于最大称量的1/3000，称量 ≤150吨）、电子动态轨道
衡（准确度低于最大称量的 1/500，称量 ≤150吨）
玻璃保温瓶胆生产线
3万吨 /年及以下的玻璃瓶罐生产线
以人工操作方式制备玻璃配合料及秤量
未达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉
生产能力小于 18000瓶 /时的啤酒灌装生产线
羰基合成法及齐格勒法生产的脂肪醇产品
热法生产三聚磷酸钠生产线
单层喷枪洗衣粉生产工艺及装备、 1.6吨 /小时以下规模磺化装置
糊式锌锰电池、镉镍电池
牙膏生产线
61
100万吨 /年以下北方海盐项目；新建南方海盐盐场项目； 60万吨 /年以
下矿（井）盐项目
单色金属板胶印机
新建单条化学木浆 30万吨 /年以下、化学机械木浆 10万吨 /年以下、化
学竹浆 10万吨 /年以下的生产线；新闻纸、铜版纸生产线
元素氯漂白制浆工艺
原糖加工项目及日处理甘蔗 5000吨（云南地区 3000吨）、日处理甜菜
3000吨以下的新建项目
白酒生产线
酒精生产线
5万吨 /年及以下且采用等电离交工艺的味精生产线
糖精等化学合成甜味剂生产线
浓缩苹果汁生产线大豆压榨及浸出项目（黑龙江、吉林、内蒙古大豆主产
区除外）；东、中部地区单线日处理油菜籽、棉籽200吨及以下，花生 100
吨及以下的油料加工项目；西部地区单线日处理油菜籽、棉籽、花生等油
料 100吨及以下的加工项目
年加工玉米 30万吨以下、绝干收率在 98%以下玉米淀粉湿法生产线
年屠宰生猪 15万头及以下、肉牛 1万头及以下、肉羊 15万只及以下、活
禽 1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）
3000吨 /年及以下的西式肉制品加工项目
2000吨 /年及以下的酵母加工项目
冷冻海水鱼糜生产线

62

63

64

禁止新建的纺织 单线产能小于 20万吨 /年的常规聚酯（ PET）连续聚合生产装置
项目
常规聚酯的对苯二甲酸二甲酯（ DMT）法生产工艺
半连续纺粘胶长丝生产线
间歇式氨纶聚合生产装置
常规化纤长丝用锭轴长 1200毫米及以下的半自动卷绕设备
粘胶板框式过滤机
单线产能 ≤1000吨 /年、幅宽 ≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线
25公斤 /小时以下梳棉机
200钳次 /分钟以下的棉精梳机
5万转 /分钟以下自排杂气流纺设备
FA502、 FA503细纱机
入纬率小于 600米 /分钟的剑杆织机，入纬率小于 700米 /分钟的喷气织
机，入纬率小于 900米 /分钟的喷水织机
采用聚乙烯醇浆料（ PVA）上浆工艺及产品（涤棉产品，纯棉的高支高密
产品除外）
吨原毛洗毛用水超过 20吨的洗毛工艺与设备
双宫丝和柞蚕丝的立式缫丝工艺与设备
绞纱染色工艺
亚氯酸钠漂白设备

禁止新建的烟草 卷烟加工项目
项目
禁止新建的消防 火灾报警控制器（包括联动型、独立型、区域型、集中型、集中区域兼容
项目
型）、消防联动控制器、点型感烟 /温火灾探测器（独立式除外）、点型
红外 /紫外火焰探测器（独立式除外）、手动火灾报警按钮
干粉灭火器、二氧化碳灭火器
碳酸氢钠干粉灭火剂（ BC）、磷酸铵盐干粉灭火剂（ ABC）
防火阀门（包括防火阀、排烟阀、排烟防火阀）、木质防火门、采用酸洗
磷化生产工艺的钢质和钢木质防火门、新建初始规模小于 6万平方米 /年
的防火卷帘项目
天然橡胶有衬里消防水带、无衬里消防水带、消防软管卷盘、消防湿水
带、 PVC衬里消防水带
室内消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器的翻砂生产、加工、装配工艺
水罐消防车、泡沫消防车、供水消防车、供液消防车、泵浦类消防车
防火封堵材料、溶剂型钢结构防火涂料、饰面型防火涂料、电缆防火涂料
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禁止或は制限措置説明
ポリ塩化ビニル普通人造皮革生産ライン
年間生皮加工能力20万枚基準牛皮以下の生産ライン、年間ブルーウェッ
ト皮革加工能力10万枚基準牛皮以下の生産ライン
超薄型（厚みが0.015ｍｍを下回る）ビニール袋の生産
オゾン層破壊物質（HCFCs）が発泡剤のポリウレタン泡プラスチック生産
ライン・ポリスチレン気泡プラスチック料（XPS）生産
ポリ塩化ビニル（ PVC）食品サランラップのラップ装填
普通照明の白熱灯・高圧水銀灯
最高回転速度が4,000針/分を下回るミシン（厚い生地平縫機）及び最高
回転速度が5,000針/分を下回るロックミシン
電子計量（正確度が最大計量の1/3000を下回り、計量≦15㎏）・電子ベ
ルト秤（正確度が最大計量の5/1000を下回る）・電子吊秤（正確度が最
大計量の1/1000を下回り、計量≦50ｔ）・ばね皿秤（正確度が最大計量
の1/400を下回り、計量≦8㎏）
電子自動車秤（正確度が最大計量の1/3000を下回り、計量≦300ｔ）・電
子静態軌道秤（正確度が最大計量の1/3000を下回り、計量≦150ｔ）・電
子動態軌道秤（正確度が最大計量の1/500を下回り、計量≦150ｔ）
ガラス保温瓶・容器生産ライン
3万ｔ/年及びそれ以下のガラス瓶・缶生産ライン
人力オペレーション方式ガラス配合設備及び計量秤
日用ガラス業種清潔生産評価指標体系が規定する指標に達していないガ
ラス窯・炉
生産能力が18,000瓶/hを下回るビールボトリング生産ライン
カルボニル基合成法及びチーグラー法生産の脂肪アルコール商品
熱法トリポリリン酸ナトリウム生産の生産ライン
単層スプレーガン衣類用粉石けん生産工程及び装備・1.6ｔ/h以下の規模
のスルフォン化装置
糊式亜鉛マンガン電池・カドミウムニッケル電池
歯磨き生産ライン
100万ｔ/年以下の北方海塩プロジェクト；南方海塩製塩場新築プロジェ
クト；60万ｔ/年以下の塩鉱（井戸）プロジェクト
単色金属板ゴム印刷機
単軸化学木材パルプ30万ｔ/年以下・化学機械木材パルプ10万ｔ/年以
下・化学竹パルプ10万ｔ/年以下の生産ライン；新聞紙・銅版紙の生産ラ
イン
元素塩素漂白パルピング工程
原料糖加工プロジェクト及び日間のサトウキビ処理5,000ｔ（雲南地区
3,000ｔ）・日間のサトウダイコン処理3,000ｔ以下の新築プロジェクト
白酒生産ライン
アルコール生産ライン
5万ｔ/年及びそれ以下且つ等電離接触工程を採用する化学調味料生産ラ
イン
サッカリン等の合成甘味剤生産ライン
濃縮りんごジュース生産ライン大豆圧搾及び浸出プロジェクト（黒竜
江・吉林・内モンゴルの大豆の主要生産区を除く；東・中部地区の一ラ
インの日間アブラナ種・棉種処理が200ｔ/年及びそれ以下、ピーナッツ
100ｔ/年及びそれ以下の油の原料加工プロジェクト；西部地区の一ライ
ンの日間アブラナ種・棉種・ピーナッツ等の処理の油の原料加工プロ
ジェクト
とうもろこし年間加工30ｔ/年以下・完全乾燥収率98％以下のコーンス
ターチ湿法生産ライン
年間の豚の屠殺15万頭及びそれ以下・肉牛1万頭及びそれ以下・肉羊1万
匹及びそれ以下・生禽1,000羽及びそれ以下の屠殺建設プロジェクト（少
数民族地区を除く）
3,000ｔ/年及びそれ以下の洋式肉製品加工プロジェクト
2,000ｔ/年及びそれ以下の酵母加工プロジェクト
冷凍海水魚すり身生産ライン

紡織プロジェク ライン一本当たりの生産量が20万トン/年を下回る従来型ポリエステル
ト新設禁止
（PET）の 連続重合生産装置
従来型ポリエステルのテ レフタル酸ジメチル法生産技術
フィラメント糸の生産ライン
間欠式スパンデックスポリマー生産装置
従来型化学繊維用紡錘の軸の長さは1200ミリメートル以下の半自動巻き
装置
ビスコースボード枠式濾過機
ライン一本当たりの生産量≤1000トン/年、幅≤2メートルの従来型ポリプ
ロピレンスパンボンド不織布の生産ライン
25キロ/時間以下の梳棉机
200ペンチ/分以下の綿コーミングマシーン
5万回転/分以下のロータ式オープンエンド紡績設備
FA502、FA503紡績機
横糸挿入率は600メートル/分を下回るグリッパ織機、横糸挿入率は700
メートル/分を下回るジェットルーム、横糸挿入率900メートル/分を下回
るウォータジェットルーム
ポリビニルアルコール（PVA）によって糊付けされた工業技術および産品
（綿とポリエステルの混合産品、純綿の高密度産品は除外）
1トン当たりの原毛の洗浄に必要な水量が20トンを超える洗毛技術および
設備
節糸および柞蚕糸の立式製糸技術と設備
綛糸染色技術
亜鉛素酸ナトリウム漂白設備
タバコプロジェ たばこ加工項目
クト新設禁止
消防プロジェク 火災警報コントロール器（連動型、独立型、区域型、集中型、集中区域
ト新設禁止
互換型を含む）、消防連動コントロール器、点形煙感知器/温度・火災探
知機（独立型以外）、点型赤外線/紫外線火災探知機、手動火災警報ボタ
ン
粉状（燐酸アンモニウム塩？）の消火器、二酸化炭素消火器
炭酸水素ナトリウム粉状消化剤（BC）、燐酸アンモニウム粉状消火器
（ABC）
防火バルブ（防火バルブ、排煙バルブ、排煙防火バブル、木製防火バブ
ル、）、酸洗リン化技術で生産した鋼鉄製および木製防火門、新建設し
た当初の規模が6万平方メートル/年を下回る防火シャッター項目
天然ゴムを裏張りとした消防ホース、裏張りの無いホース、消防ホー
ス・リール、消防ホース、PVC裏張りの消防ホース
室内消火栓、室外消火栓、結合器の鋳物生産、加工、組み立て作業
水タンク消防車、泡状消防車、水を提供する消防車、液体を提供する消
防車、ポンプ式消防車
防火封印素材、溶剤型鋼鉄構造防火塗料、仕上げ型防火塗料、電気通信
ケーブル防火塗料

仮訳
项目号 主题词
禁止新建的民爆
产品项目
65

66

67

68

69

70

キーワード
民謡爆発製品プ
ロジェクト新設
禁止

禁止或限制措施描述
非人机隔离的非连续化、自动化雷管装配生产线
非连续化、自动化炸药生产线
高污染的起爆药生产线
高能耗、高污染、低性能工业粉状炸药生产线

禁止新建的其他 用地红线宽度（包括绿化带）超过下列标准的城市主干道路项目：小城市 そのほかプロ
项目
和重点镇 40米，中等城市 55米，大城市 70米（ 200万人口以上特大城市 ジェクト新設禁
止
主干道路确需超过 70米的，城市总体规划中应有专项说明）
用地面积超过下列标准的城市游憩集会广场项目：小城市和重点镇 1公
顷，中等城市 2公顷，大城市 3公顷，200万人口以上特大城市 5公顷
别墅类房地产开发项目
高尔夫球场项目
赛马场项目
4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）
排放标准国三及以下的机动车用发动机

禁止或は制限措置説明
作業員と機械を隔離しない非連続化、非自動化雷管組み立て生産ライン
非連続化、自動化爆薬生産ライン
高汚染の起爆葯の生産ライン
高エネルギー消耗、高汚染、低性能工業粉状爆薬生産ライン
用地の道幅（緑化帯を含む）が以下に列挙する基準を超過する都市の主
幹線道路プロジェクト：小都市と主な町40メートル、中規模都市55メー
トル、大都市70メートル（人口200万人以上の特大都市の幹線道路は70
メートルを超過する必要がある場合、都市全体企画案には特別説明が必
要）
用地面積が以下に列挙する基準を超過する都市のレクリエーション広場
プロジェクト：小都市及び主な町１ヘクタール、中規模都市2ヘクター
ル、大都市3ヘクタール、人口200万人以上の特大都市5ヘクタール
別荘類の不動産開発プロジェクト
ゴルフ場プロジェクト
競馬場プロジェクト
4速及び以下の機械式自動車用オートマチックトランスミッション（AT）
排出基準国３及びそれ以下の動力車用発動機

禁止投资农林类 湿法纤维板生产工艺
落后生产工艺装 滴水法松香生产工艺
备项目
农村传统老式炉灶炕
以木材、伐根为主要原料的活性炭生产以及氯化锌法活性炭生产工艺
超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集
严重缺水地区建设灌溉型造纸原料林基地
种植前溴甲烷土壤熏蒸工艺

農林類の後進的
生産工芸設備プ
ロジェクトへの
投資禁止

湿式繊維版の生産技術
ドリップ法松脂の生産技術
農村伝統旧式かまど床
伐採した木材、木の根を主な原料とした活性炭の生産及び塩化亜鉛法活
性炭の生産工程
生態負荷力を超えた旅行活動及び生薬等の採集
深刻な水不足地区に建設する灌漑型紙製造原料林基地
植樹前のブロモホルムによる土壌くん蒸技術

禁止投资煤炭行 国有煤矿矿区范围（国有煤矿采矿登记确认的范围）内的各类小煤矿
业落后生产工艺 单井井型低于 3万吨 /年规模的矿井
装备项目
既无降硫措施，又无达标排放用户的高硫煤炭（含硫高于 3%）生产矿井
不能就地使用的高灰煤炭（灰分高于 40%）生产矿井
6AM、 φM-2.5、 PA-3型煤用浮选机
PB2、 PB3、 PB4型矿用隔爆高压开关
PG-27型真空过滤机
X-1型箱式压滤机
ZYZ、 ZY3型液压支架
木支架
不能实现洗煤废水闭路循环的选煤工艺、不能实现粉尘达标排放的干法选
煤设备

石炭業界の後進
的生産工芸設備
プロジェクトへ
の投資禁止

国有炭鉱の範囲（国有炭鉱採鉱登記確認の範囲）内の各種小炭鉱
坑井ひとつあたり3万トン/年より小さい規模の坑道
降硫措施を実施していない、また基準を満たしてない（3％より高い場合
を含む）生産坑道
高灰石炭（40％より高い場合）生産坑道
6AM、φM-2.5、 PA-3型
、
PB2、 PB3、 PB4型鉱用爆発防止高圧スイッチ
PG-27型真空濾過機
X-1型箱型圧濾機
ZYZ、 ZY3型油圧支柱
木製支柱
石炭洗濯排水閉鎖循環を実現できない石炭選択工芸、粉塵排出基準の満
たさない乾式石炭選択設備

禁止投资电力行 大电网覆盖范围内，单机容量在 10万千瓦以下的常规燃煤火电机组
业落后生产工艺 单机容量 5万千瓦及以下的常规小火电机组
装备项目
以发电为主的燃油锅炉及发电机组
大电网覆盖范围内，设计寿命期满的单机容量 20万千瓦以下的常规燃煤火
电机组

電力業界の後進
的生産工芸設備
プロジェクトへ
の投資禁止

グレート・モダン・グリッド配置範囲内における、単機の容量が10万キ
ロワット以下の石炭火力発電ユニット。
発電力を主とする燃油ボイラー及び発電機ユニット
グレート・モダン・グリッド配置範囲内における、設計寿命満了後の単
機容量が20万キロワット以下の常用石炭火力発電機ユニット。

禁止投资石化化 200万吨 /年及以下常减压装置（ 2013年，青海格尔木、新疆泽普装置除
工行业落后生产 外），废旧橡胶和塑料土法炼油工艺，焦油间歇法生产沥青
工艺装备项目
10万吨 /年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸（边远地区除外），平炉氧化法
高锰酸钾，隔膜法烧碱（ 2015年）生产装置，平炉法和大锅蒸发法硫化碱
生产工艺，芒硝法硅酸钠（泡花碱）生产工艺
单台产能 5000吨 /年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬
化合物生产装置（ 2013年），单线产能 3000吨 /年以下普通级硫酸钡、
氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能 1万吨 /年以下氯酸钠生产装
置，单台炉容量小于 12500千伏安的电石炉及开放式电石炉，高汞催化剂
（氯化汞含量 6.5%以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置（
2015年），氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺
单线产能 1万吨 /年以下三聚磷酸钠、 0.5万吨 /年以下六偏磷酸钠、
0.5万吨 /年以下三氯化磷、 3万吨 /年以下饲料磷酸氢钙、 5000吨 /年
以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、 5000吨 /年以下湿法氟化铝及敞
开式结晶氟盐生产装置
单线产能 0.3万吨 /年以下氰化钠（ 100%氰化钠）、 1万吨 /年以下氢氧
化钾、 1.5万吨 /年以下普通级白炭黑、 2万吨 /年以下普通级碳酸钙、
10万吨 /年以下普通级无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、 0.3万吨 /
年以下碳酸锂和氢氧化锂、 2万吨 /年以下普通级碳酸钡、 1.5万吨 /年
以下普通级碳酸锶生产装置
半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常
压变化及全中温变换（高温变换）工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱
硫工艺，没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层
间歇式煤气化装置
钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（ 1公斤及以
下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六
氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置
用火直接加热的涂料用树脂、四氯化碳溶剂法制取氯化橡胶生产工艺，
100吨 /年以下皂素（含水解物）生产装置，盐酸酸解法皂素生产工艺及污
染物排放不能达标的皂素生产装置，铁粉还原法工艺（ 4， 4-二氨基二苯
乙烯 -二磺酸 [DSD酸 ]、 2-氨基 -4-甲基 -5-氯苯磺酸 [CLT酸 ]、 1氨基 -8-萘酚 -3， 6-二磺酸 [H酸 ]三种产品暂缓执行）
50万条 /年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎、 1.5万吨
/年及以下的干法造粒炭黑（特种炭黑和半补强炭黑除外）、 3亿只 /年以
下的天然胶乳安全套，橡胶硫化促进剂 N-氧联二（ 1， 2-亚乙基） -2苯
并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂 D生产装置
氯氟烃（ CFCs）、含氢氯氟烃（ HCFCs）、用于清洗的 1， 1， 1－三氯
乙烷（甲基氯仿）、主产四氯化碳（ CTC）、以四氯化碳（ CTC）为加工
助剂的所有产品、以 PFOA为加工助剂的含氟聚合物、含滴滴涕的涂料、采
用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置（根据国家履行国际公约
总体计划要求进行淘汰）

石油化学工業業
界の後進的生産
工芸設備プロ
ジェクトへの投
資禁止

200万トン/年及びそれ以下の常減圧装置（2013年,青海ゴルムド、新疆ポ
スカムに設置されたものを除く）、廃棄ゴム及びプラスチック法精油技
術、タール間欠法生産アスファルト
10万トン/年以下の黄鉄鉱・硫黄の酸化による硫酸の生成（辺境を除
く）、平炉法過マンガン酸カリウム、隔膜法水酸化ナトリウム（2015
年）生産装置、平炉法及び大釜蒸発法硫化ナトリウム生産技術、硫酸ナ
トリウム法珪酸ナトリウム生産技術
一台あたりの生産能力が 5000トン/年以下で参入条件に適合しないリン
の生産装置、カルシューム焙焼クロム化合物生産装置（2013年）、ライ
ン当たりの生産能力が3000トン/年以下の普通級の硫酸バリウム、水酸化
バリウム、塩化ナトリウム、硝酸バリウムの生産装置、生産能力が’1万
トン/年以下の水酸化ナトリウム、塩素酸ナトリウムの生産装置、炉一台
当たりの容量が12500キロボルトアンペアの電炉及び開放式電炉、高水銀
触媒（塩化水銀含量6.5%以上）及び高水銀触媒を使用したアセチレン法
ポリ塩化ビニル生産装置（2015年）、アンモニアナトリウム法及び シ
アン化ナトリウムの生産技術
ライン当たりの生産能力が1万トン/年以下のトリポリリン酸ナトリウ
ム、0.5万トン/年以下のヘキサメタリン酸ナトリウム、0.5万トン/年以
下の三塩化リン、3万トン/年以下のリン酸水素カルシウム水和物、5000
トン/年以下の工業技術の遅れと重大な汚染のフッ化水素酸、5000トン/
年以下の湿式フッ化アルミニウム、内室造り式結晶ビリアウム生産装置
ライン当たりの生産能力が0.3万トン/年以下のシアン化ナトリウム（100
シアン化ナトリウム）、1万トン/年以下の水酸化カリウム、1.5万トン/
年以下の普通級○、2万トン/年以下の普通級○、10万トン/年以下の普通
級○（）、0.3万トン/年以下の○、2万トン/年以下の普通級○、1.5万ト
ン/年以下の普通級炭酸ストロンチウム
モンドガス水酸化アンモニウム液相脱硫、天然ガス常圧間欠転化技術に
より合成アンモニアを製造、硫黄回収装置を装備していない湿式脱硫技
術、ガス製造の燃え殻の総合利用の装置の固定層間欠式石炭ガス化装置
ナトリウム法パラコート生産技術、ディプレクスアルカリ法DDVP生産技
術、小型の包装（１キログラム以下）農薬産品手動充てん装備、レイモ
ンド法で生産した農薬粉剤、ヘキサクロロベンゼンを原料として生産し
たペンタクロロフェール（ナトリウム）装置
火で直接過熱した塗料用樹脂、四塩化炭素溶剤法で製造した塩化ゴム生
産技術、100トン/年以下のサポニン（含む水解物）生産装置、塩酸酸分
解法によるサポニン生産技術及び汚染物排出が基準に満たないサポニン
生産装置、鉄粉還元法技術（DSD酸、CLT酸、H酸、三種の産品については
暫定的に緩和的に執行）
50万条/年以下のバイアスタイヤおよび天然綿製のグランドクロスを骨格
としたタイヤ、1.5万トン/年以下の乾式法の造粒カーボンブラック（特
殊なカーボンブラックおよび半強化ブラックカーボンは除く）、3億個/
年以下の天然ゴムラテックスコンドーム、ゴム硫化促進剤 N-(オキシジ
エチレン)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド(NOBS)、ゴム防老剤D生
産装置
フロン（CFCs）、クロロフルオロカーボン（HCFCs）洗浄に用いる、四塩
化炭素、四塩化炭を加工助剤とした全ての産品、PFOAを加工助剤とした
含フルオロポリマ、含DDTｓの塗料、DDTｓを原料として採用し非密閉生
産したジコホール生産装置（国家履行国際公約総体計画要求に基づき淘
汰）
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仮訳
项目号 主题词
禁止投资钢铁行
业落后生产工艺
装备项目

71

禁止或限制措施描述
土法炼焦（含改良焦炉）；单炉产能 5万吨 /年以下或无煤气、焦油回收
利用和污水处理达不到准入条件的半焦（兰炭）生产装置
炭化室高度小于 4.3米焦炉（ 3.8米及以上捣固焦炉除外）（西部地区
3.8米捣固焦炉可延期至 2011年）；无化产回收的单一炼焦生产设施
土烧结矿
热烧结矿
90平方米以下烧结机（ 2013年）、 8平方米以下球团竖炉；铁合金生产用
24平方米以下带式锰矿、铬矿烧结机
400立方米及以下炼铁高炉（铸造铁企业除外，但需提供企业工商局注册证
明、三年销售凭证和项目核准手续等）， 200立方米及以下铁合金、铸铁
管生产用高炉
用于地条钢、普碳钢、不锈钢冶炼的工频和中频感应炉
30吨及以下转炉（不含铁合金转炉）
30吨及以下电炉（不含机械铸造电炉）
化铁炼钢
复二重线材轧机
横列式线材轧机
横列式棒材及型材轧机
叠轧薄板轧机
普钢初轧机及开坯用中型轧机
热轧窄带钢轧机
三辊劳特式中板轧机
直径 76毫米以下热轧无缝管机组
三辊式型线材轧机（不含特殊钢生产）
环保不达标的冶金炉窑
手工操作的土沥青焦油浸渍装置，矿石原料与固体原料混烧、自然通风、
手工操作的土竖窑，以煤直接为燃料、烟尘净化不能达标的倒焰窑
6300千伏安以下铁合金矿热电炉， 3000千伏安以下铁合金半封闭直流电
炉、铁合金精炼电炉（钨铁、钒铁等特殊品种的电炉除外）
蒸汽加热混捏、倒焰式焙烧炉、艾奇逊交流石墨化炉、 10000千伏安及以
下三相桥式整流艾奇逊直流石墨化炉及其并联机组
单机产能 1万吨及以下的冷轧带肋钢筋生产装备（ 2012年，高延性冷轧带
肋钢筋生产装备除外）
生产预应力钢丝的单罐拉丝机生产装备
预应力钢材生产消除应力处理的铅淬火工艺
2.5万吨 /年及以下的单套粗（轻）苯精制装置（酸洗蒸馏法苯加工工艺及
装置）
5万吨 /年及以下的单套煤焦油加工装置（ 2012年）
100立方米及以下铁合金锰铁高炉
煅烧石灰土窑
每炉单产 5吨以下的钛铁熔炼炉、用反射炉焙烧钼精矿的钼铁生产线及用
反射炉还原、煅烧红矾钠、铬酐生产金属铬的生产线
燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线
单条生产线规模小于 20万吨的铸铁管项目
环形烧结机
一段式固定煤气发生炉项目（不含粉煤气化炉）
电解金属锰用 5000千伏安及以下的整流变压器、 150立方米以下的化合槽
（ 2011年），化合槽有效容积 150立方米以下的生产设备
单炉产能 7.5万吨 /年以下的半焦（兰炭）生产装置（ 2012年）
未达到焦化行业准入条件要求的热回收焦炉（ 2012年）
6300千伏安铁合金矿热电炉（ 2012年）（国家贫困县、利用独立运行的小
水电， 2014年）
还原二氧化锰用反射炉（包括硫酸锰厂用反射炉、矿粉厂用反射炉等）
电解金属锰一次压滤用除高压隔膜压滤机以外的板框、箱式压滤机
电解金属锰用 5000千伏安以上、 6000千伏安及以下的整流变压器； 150
立方米以上、 170立方米及以下的倾倒槽（ 2014年）
有效容积 18立方米及以下轻烧反射窑有效容积 30立方米及以下重烧镁砂
竖窑
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キーワード
鋼鉄業界の後進
的生産工芸設備
プロジェクトへ
の投資禁止

禁止或は制限措置説明
土法コークス（含改良コークス）；１炉あたりの生産能力が5万トン/年
以下或いは石炭ガス、タールの回収利用と汚水処理について条件に満た
ない半コークス生産装置
炭化室の高さが4.3メートルより低いコークス炉（3.8メートル以上の固
めコークス炉は除外）（西部地区の3.8メートルつき固めコークス炉につ
いては、2011年迄延期が可能）；化学製品回収のない単一精練コークス
生産施設
土壌熱焼結鉱床
熱焼結鉱床
90平方メートル以下の焼結機（2013年）、8平方メートル以下の球状化工
程高炉；鉄合金生産用の24平方メートル以下のベルトコンベアーマンガ
ン鉱石、クロム鉱石焼結機
400立方メートル以下の鉄精練高炉（鉄鋳造企業を除き、企業の工商局の
登録証明の提供が必要、3年の販売証明書及びプロジェクトの審査許可手
続き等）、200立方メートル以下の鉄合金、鋳鉄管生産用高炉
廃鋼鉄を原料で作られた鋼鉄、普通鋼、ステンレスを精練する工頻およ
び中頻感応炉
30トン以下の転炉（鉄合金転炉は含まず）
30トン以下の電炉（機械鋳造電炉は含まず）
熔鉄精錬鉄鋼
複錯線材圧延機
水平式線材圧延機
水平式棒材及び型材圧延機
ロール紙圧延機
普通鋼鉄初回圧延機及び分塊圧延用中型圧延機
引き抜きコイル圧延機
3重ラウト式中板圧延機
直径76㎜以下の熱間圧延無縫パイプユニット
3重式型線材圧延機（特殊鋼生産を除く）
環境保護基準を満たしていない冶金炉窯
手動操作のアスファルトタール含浸装置，鉱石原料と固体原料の混合燃
焼、自然通風、手動操作の土シャフト窯，石炭を直接燃料とする、排煙
浄化を達成できない倒焔窯
6300千ボルトアンペア以下のチタン合金半密閉直流電気炉、3,000千ボル
トアンペア以下の鉄合金半密閉直流電気炉、鉄合金精錬電気炉（タング
ステン鉄、バナジウム鉄等特殊品種の電気炉を除く）
蒸気加熱ミキシング、倒焔式焙焼炉、アチソン交流黒鉛炉、10,000千ボ
ルトアンペア及びそれ以下の三相ブリッジ整流回路アチソン直流黒鉛炉
及びその関連ユニット
1機あたりの生産能力が1万トン及びそれ以下の冷間圧延異形鉄筋生産設
備（2012年，高延性冷間圧延異形鉄筋生産設備を除く）
プレストレスト鋼線を生産するシングルタンク延伸機生産設備
プレストレスと鋼線生産応力除去処理の鉛パテンティング技術
2.5万トン/年及びそれ以下の単一ベンゾール（軽ベンゼン）精製装置
（酢洗浄蒸溜法ベンゼン加工技術及び装置）
5万トン/年及びそれ以下の単一コールタール加工装置（2012年）
100立方メートル及びそれ以下の鉄合金マンガン鉄高炉
焼鉱石灰土窯
1炉あたりの生産能力が5トン以下のチタン溶錬炉、反射炉を用いてモリ
ブデンを焙焼し精鉱するモリブデン鉄生産ライン及び反射炉を用いて還
元、重クロム酸ナトリウムを焼鉱、無水クロム酸生産金属クロムの生産
ライン
バンカー炭倒焔窯耐火材料及び原料製品生産ライン
生産ライン1本あたりの規模が20万トンより小さい鋳鉄管プロジェクト
環状焼結機
一段式固定石炭ガス発生炉プロジェクト（粉炭化炉を含まない）
マンガン電解用5,000千ボルトアンペア及びそれ以下の整流変圧器、150
立方メートル以下の化合槽（2011年），化合槽の有効容積が150立方メー
トル以下の生産設備
1炉あたりの生産能力が7.5万トン/年以下の半コークス（ブルーカーボ
ン）生産装置（2012年）
コークス化業界参入条件要求に満たない熱回収コークス炉（2012年）
6,300千ボルトアンペア鉄合金鉱熱電気炉（2012年）（国家貧困県、利用
独立運営の小型水力発電，2014年）
二酸化マンガン還元用反射炉（硫酸マンガン工場用反射炉、鉱粉工場用
反射炉等）
電解金属マンガン一次加圧フィルター用高圧隔膜加圧フィルタ以外のフ
レーム、箱型加圧フィルタ
電解金属マンガン用5,000千ボルトアンペア以上、6,000千ボルトアンペ
ア及びそれ以下の整流変圧器；150立方メートル以上、170立方メートル
及びそれ以下の傾倒槽（2014年）
有効容積18立方メートル及びそれ以下の軽焼反射窯有効容積30立方メー
トル及びそれ以下のマグネシアクリンカー砂シャフト窯

仮訳
キーワード
非鉄金属業界の
後進的生産工芸
装備プロジェク
トへの投資禁止

禁止或は制限措置説明
マッフル炉、馬桶炉、水平ボイラー、小垂直タンク等を用いて焙焼す
る、簡易凝結装置で亜鉛等の後進的方式で収集する或いは酸化亜鉛技術
設備の生産
鉄鍋及び土窯、ポットスチル、るつぼ炉及び簡易凝結設備等後進的方式
を用いてリアン水銀を収集する
土坑炉或いはるつぼ炉を用いて焙焼する、簡易凝結設備を用いて後進的
方式により酸化ヒ素或いはヒ素金属を精製し収集する技術設備
アルミセーデルベリ電解槽及び100KA以下のプリベーク槽（2011年）
溶鉱炉、電気炉、反射路銅製錬技術及び設備（2011年）
燃焼排ガス製酸乾式法浄化及び熱高濃度酸洗濯技術
地面にあけた穴を炉或いはるつぼを用い或いはherreshoff furnace(原文
は「赫氏炉」)を用いる旧式な方法で行うアンチモン製錬
焼結鍋、焼結盆、簡易高炉などを用いた旧式な方法で鉛を製錬する工程
設備
るつぼ炉を利用して再生アルミ合金、再生鉛を熔煉する工程設備
湿式フッ化塩を用いたアルミプロジェクト
１万トン/年以下の再生アルミニウム、再生鉛プロジェクト
再生非鉄金属の生産で直接石炭燃焼を採用している反射炉プロジェクト
棹銅方式による銅ワイヤロッド生産工程
硫酸製造装置と排気吸収システムを備えていない焼結機による鉛製錬工
程
焼結－溶鉱炉による鉛精錬技術
排煙処理装置を欠く焼却炉による再生銅(を得るための)工程と設備
50トン以下の伝統的固定式反射炉での再生銅生産工程と設備
4トン以下の反射炉再生アルミニウム生産技術及び設備
イオン吸着型レアアース鉱石の「堆浸法」・「池浸法」による溶離抽出
と沈殿の工程(「池浸法」は池でのリーチング、「堆浸法」は規模が大き
いが基本的には池浸と同様な方法)
鉱種がモナザイトだけの開発プロジェクト
レアアース塩化物を電解して金属を調製する工程プロジェクト
アンモニアけん化によるレアアース抽出分離工程プロジェクト
湿式生産-電解にフッ化レアアースを用いる生産工程
鉱石処理量50万t/年以下の軽希土鉱山の開発プロジェクト、REO量で
1,500t/年以下のイオン型希土鉱山の開発プロジェクト(2013年)
REO量で2,000t/年以下のレアアース分離プロジェクト
1500トン/年以下、電槽電流は5000A以下、電流効率は85％以下の軽型レ
アあー度金属精錬プロジェクト

禁止投资黄金行 混汞提金工艺
业落后生产工艺 小氰化池浸工艺、土法冶炼工艺
装备项目
无环保措施提取线路板中金、银、钯等贵重金属
日处理能力 50吨以下采选项目

黄金業界の後進
的生産工芸設備
プロジェクトへ
の投資禁止

アマルガムを使用した金の精製技術
シアンを用いる池浸工芸、旧法精錬工芸
環境保護措置のない、線路板中の金、銀、パラジウム等の貴金属抽出
一日あたりの処理能力が50トン以下の採集・選択プロジェクト

禁止投资建材行 窑径 3米及以上水泥机立窑（ 2012年）、干法中空窑（生产高铝水泥、硫
业落后生产工艺 铝酸盐水泥等特种水泥除外）、立波尔窑、湿法窑
装备项目
直径 3米以下水泥粉磨设备
无复膜塑编水泥包装袋生产线
平拉工艺平板玻璃生产线（含格法）
100万平方米 /年以下的建筑陶瓷砖、 20万件 /年以下低档卫生陶瓷生产
线
建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣
钵装卫生陶瓷隧道窑
建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机
陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备
1000万平方米 /年以下的纸面石膏板生产线
500万平方米 /年以下的改性沥青类防水卷材生产线； 500万平方米 /年以
下沥青复合胎柔性防水卷材生产线； 100万卷 /年以下沥青纸胎油毡生产
线
石灰土立窑
砖瓦 24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑（ 2011年）
普通挤砖机
SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机
SQP400500-700500双辊破碎机
1000型普通切条机
100吨以下盘转式压砖机
手工制作墙板生产线
简易移动式砼砌块成型机、附着式振动成型台
单班 1万立方米 /年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班 10万平方米 /
年以下的混凝土铺地砖固定式成型机
人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺
真空加压法和气炼一步法石英玻璃生产工艺装备
6×600吨六面顶小型压机生产人造金刚石
手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线非烧结、非蒸
压粉煤灰砖生产线装饰石材矿山硐室爆破开采技术、吊索式大理石土拉锯

建築材料業界の
立ち後進的生産
工芸装備プロ
ジェクトへの投
資禁止

窯の直径が3メートル以上のセメント窯（2012年）、乾式中空窯（アルミ
ナセメント、スルホアルミン酸セメント等の特殊セメントを除く）、レ
ポールキルン、湿式窯
直径が3メートル以下のセメント微粉設備
複合膜なしプラスチック製セメント包装袋の生産ライン
平引き法板ガラスの生産ライン（格法を含む）
100平方メートル/年以下の建築陶器レンガ、20万件/年以下の低級衛生陶
器の生産ライン
建築衛生陶器土窯、倒焰窯、多孔窯、石炭トンネル窯、炎隔離トンネル
窯、匣鉢衛生陶器トンネル窯
建築陶器レンガ成型用の摩擦レンガプレス機
陶土るつぼガラス繊維ドローイング生産技術と装置
1000万平方メートル/年以下の石膏ボード生産ライン
500平方メートル/年以下の変態アスファルト類防水コイル生産ライン；
500万平方メートル/年以下のアスファル複合防水材生産ライン；100万巻
/年以下のアスファルトフェルト生産ライン
石灰質土壌立窯
レンガ24門以下の輪窯及び立窯、屋根の無い輪窯、馬蹄窯等の土窯
（2011年）
一般的な押し出し機
SJ1580-3000双軸、単軸製レンガ拡販機
SQP400500-700500 2軸ローラー破砕機
1000型普通スリッター
100トン以下の回転式レンガプレス機
手製の壁板生産ライン
簡易移動式コンクリートブロック成型機、付着式振動成型台
１班あたり 1万立方メートル/年以下のコンクリートブロック固定式成
型機、１班あたり 10万平方メートル/年以下のコンクリート舗道煉瓦ブ
ロック固定式成型機
人工打設、非機械成型の石膏（中空）ブロック生産技術
真空加圧式および空気精錬ワンステップ法石英ガラス生産技術装備
6×600トン六面頂小型コンプレッサーにより生産にした人造金剛石
手作り切断気泡コンクリート生産ライン、非蒸気圧メンテナンス気泡コ
ンクリート生産ラインの非焼結、非蒸気圧フライアッシュ煉瓦生産ライ
ン装飾石材鉱山坑道式発破採掘技術、吊り策式大理石鋸引き

禁止投资医药行 手工胶囊填充工艺
业落后生产工艺 软木塞烫腊包装药品工艺
装备项目
不符合 GMP要求的安瓿拉丝灌封机
塔式重蒸馏水器
无净化设施的热风干燥箱
劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置
铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置
使用氯氟烃（ CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生
产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）

医薬業界の後進
的生産工芸設備
プロジェクトへ
の投資禁止

手作りカプセル充填技術
コルク蠟引き包装薬品の技術
GMPの要求に適合しないアンプル糸引き埋め込み機
タワー式蒸留水機
浄化施設の無い熱風乾燥箱
労働保護、産廃物質の管理が国家基準に満たない有効成分生産装置
鉄粉還元法アセトアミノフェン（テイノール）、カフェイン装置
クロロフルオロカーボン（CFCs）をエーロゾル剤、推進剤、放出剤或い
は分散剤として使用した医薬用品生産技術（国家履行国際公約総体計画
要求に基づき淘汰）

项目号 主题词
禁止投资有色金
属行业落后生产
工艺装备项目

72

73

74

75

禁止或限制措施描述
采用马弗炉、马槽炉、横罐、小竖罐等进行焙烧、简易冷凝设施进行收尘
等落后方式炼锌或生产氧化锌工艺装备采
用铁锅和土灶、蒸馏罐、坩埚炉及简易冷凝收尘设施等落后方式炼汞
采用土坑炉或坩埚炉焙烧、简易冷凝设施收尘等落后方式炼制氧化砷或金
属砷工艺装备
铝自焙电解槽及 100KA及以下预焙槽（ 2011年）
鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺及设备（ 2011年）
烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术
采用地坑炉、坩埚炉、赫氏炉等落后方式炼锑
采用烧结锅、烧结盘、简易高炉等落后方式炼铅工艺及设备
利用坩埚炉熔炼再生铝合金、再生铅的工艺及设备あ
铝用湿法氟化盐项目
1万吨 /年以下的再生铝、再生铅项目
再生有色金属生产中采用直接燃煤的反射炉项目
铜线杆（黑杆）生产工艺
未配套制酸及尾气吸收系统的烧结机炼铅工艺
烧结 -鼓风炉炼铅工艺
无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备
50吨以下传统固定式反射炉再生铜生产工艺及设备
4吨以下反射炉再生铝生产工艺及设备
离子型稀土矿堆浸和池浸工艺
独居石单一矿种开发项目
稀土氯化物电解制备金属工艺项目
氨皂化稀土萃取分离工艺项目
湿法生产电解用氟化稀土生产工艺
矿石处理量 50万吨 /年以下的轻稀土矿山开发项目； 1500吨（ REO） /
年以下的离子型稀土矿山开发项目（ 2013年）
2000吨（ REO） /年以下的稀土分离项目
1500吨 /年以下、电解槽电流小于 5000A、电流效率低于 85%的轻稀土金
属冶炼项目
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仮訳
禁止或限制措施描述
热处理铅浴炉
热处理氯化钡盐浴炉（高温氯化钡盐浴炉暂缓淘汰）
TQ60、 TQ80塔式起重机
QT16、 QT20、QT25井架简易塔式起重机
KJ1600/1220单筒提升绞机
3000千伏安以下普通棕刚玉冶炼炉
4000千伏安以下固定式棕刚玉冶炼炉
3000千伏安以下碳化硅冶炼炉
强制驱动式简易电梯
以氯氟烃（ CFCs）作为膨胀剂的烟丝膨胀设备生产线
砂型铸造粘土烘干砂型及型芯
焦炭炉熔化有色金属
砂型铸造油砂制芯
重质砖炉衬台车炉
中频发电机感应加热电源
燃煤火焰反射加热炉
铸 /锻件酸洗工艺
用重质耐火砖作为炉衬的热处理加热炉
位式交流接触器温度控制柜
插入电极式盐浴炉
动圈式和抽头式硅整流弧焊机
磁放大器式弧焊机无法安装安全保护装置的冲床
粘土砂干型 /芯铸造工艺
无磁轭（ ≥0.25吨）铝壳中频感应电炉（ 2015年）
禁止投资船舶行 废旧船舶滩涂拆解工艺
业落后生产工艺 船长大于 80米的船舶整体建造工艺
装备项目

キーワード
機械業界の後進
的生産工芸装備
プロジェクトへ
の投資禁止

禁止投资轻工行 单套 10万吨 /年以下的真空制盐装置、 20万吨 /年以下的湖盐和 30万吨
业落后生产工艺 /年以下的北方海盐生产设施
装备项目
利用矿盐卤水、油气田水且采用平锅、滩晒制盐的生产工艺与装置
2万吨 /年及以下的南方海盐生产装置
超薄型（厚度低于 0.025毫米）塑料购物袋生产
年加工生皮能力 5万标张牛皮、年加工蓝湿皮能力 3万标张牛皮以下的制
革生产线
300吨 /年以下的油墨生产总装置（利用高新技术、无污染的除外）
含苯类溶剂型油墨生产
石灰法地池制浆设备（宣纸除外）
5.1万吨 /年以下的化学木浆生产线
单条 3.4万吨 /年以下的非木浆生产线
单条 1万吨 /年及以下、以废纸为原料的制浆生产线
幅宽在 1.76米及以下并且车速为 120米 /分以下的文化纸生产线
幅宽在 2米及以下并且车速为 80米 /分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生
产线
以氯氟烃（ CFCs）为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商
业用冷藏、制冷设备生产线
以氯氟烃（ CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产
四氯化碳（ CTC）为清洗剂的生产工艺
以三氟三氯乙烷（ CFC－113）和甲基氯仿（ TCA）为清洗剂和溶剂的生产
工艺
脂肪酸法制叔胺工艺，发烟硫酸磺化工艺，搅拌釜式乙氧基化工艺
自行车盐浴焊接炉
印铁制罐行业中的锡焊工艺
燃煤和燃发生炉煤气的坩埚玻璃窑，直火式、无热风循环的玻璃退火炉
机械定时行列式制瓶机
生产能力 12000瓶 /时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线
生产能力 150瓶 /分钟以下（瓶容在 250毫升及以下）的碳酸饮料生产线
日处理原料乳能力（两班） 20吨以下浓缩、喷雾干燥等设施； 200千克 /
小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备
3万吨 /年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）
3万吨 /年以下味精生产装置
2万吨 /年及以下柠檬酸生产装置
年处理 10万吨以下、总干物收率 97%以下的湿法玉米淀粉生产线
桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备
猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺
小麦粉增白剂（过氧化苯甲酰、过氧化钙）的添加工艺

軽工業の後進的
生産工芸設備プ
ロジェクトへの
投資禁止

项目号 主题词
禁止投资机械行
业落后生产工艺
装备项目

76

77

78

禁止或は制限措置説明
熱処理鉛溶炉
熱処理バリウム塩浴炉（高温バリウム塩浴炉は段階的廃止を延期）
TQ60、TQ80塔形ジブクレーン
QT16、QT20、QT25やぐら付簡易塔形ジブクレーン
KJ1600/1220単筒巻上げ撚り機
3,000千ボルトアンペア以下の普通コランダム製錬炉
4,000千ボルトアンペア以下の固定式コランダム製錬炉
3,000千ボルトアンペア以下の炭化ケイ素製錬炉
強制駆動式簡易エレベーター
フロン（CFCs）を膨脹剤の煙とする膨脹設備生産ライン
砂型鋳造粘土乾燥砂型及び金型コア
コークス炉にて溶化した非鉄金属
砂型鋳造オイルサンド製芯
重質レンガ内壁トロリー炉
中間周波数発電機誘導加熱電源
石炭火力反射炉
鋳物/鍛造酸洗技術
重質耐火レンガを内壁とした熱処理加熱炉
ステップアクション交流接触器温度制御キャビネット
挿入電極式塩浴炉
可動コイル式及びタップ付整流器アーク溶接機
磁気増幅器式アーク溶接機セキュリティ装置を取付できないプレス機
乾燥粘土砂型/コアキャスティング技術
無継鉄（≧0.25トン）アルミ中間周波数誘導電気炉（2015年）
コアレス商用電源周波数誘導電気炉

船舶業界の後進 廃棄された船舶浅瀬解体技術
的生産工芸設備 船長が80ｍを超える船舶の整体建造技術
プロジェクトへ
の投資禁止
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単セットで10万トン/年以下の真空製塩装置、20万トン/年以下の湖塩お
よび30万トン/年以下の北方海塩生産施設
塩化ナトリウムにがり、油ガス田水で平鍋、海辺日干しの塩の生産技術
および装置
2万トン/年以下の何方海塩生産装置
超薄型（厚さ＜0.025ミリメートル）プラスチックビニール製買い物袋の
生産
1年当たりの生皮加工能力が牛皮5万枚、1年当たりのウェットブルーレ
ザー3万枚以下の製皮生産ライン
300トン/年以下の印刷インク生産総装置（ハイテク技術を利用し、無汚
染であるものを除く）ベンゼン溶剤を含む印刷インクの生産
石灰式池スラリー化設備（画仙紙を除く）
5.1万トン/年以下の化学木材パルプ生産ライン
1本当たり 3.4万トン/年以下の非木材パルプの生産ライン
1本当たり 1万トン/年以下、廃紙を原料としたパルプの生産ライン
幅が 1.76メートル以下かつ速度が120メートル/分以下の文化紙生産ラ
イン
幅が2メートル以下かつ速度が80メートル以下の白紙、ボール紙及びダン
ボールの生産ライン
クロロフルオロカーボン（CFCs）を製冷剤および発泡剤として使用し
た、冷蔵庫、冷凍庫、自動車の空調器機、工業商業に用いる冷蔵、製冷
設備生産ライン
クロロフルオロカーボン（CFCs）を発泡剤として利用したポリウレタ
ン、ポリエチレン、ポリスチレン 発砲プラスチックの生産
四塩化炭素（CTC）を洗浄剤として使用する生産技術
フロン－113とトリクロロ酢酸を洗浄剤及び溶剤として生産する技術
脂肪酸式トリメチルアミン製造技術、発煙硫酸のスルホン化技術、攪拌
窯式エトキシ化技術
自転車塩浴溶接炉
鉄製缶印刷業におけるはんだ付け技術
石炭、ガスを燃料とする坩堝ガラス窯、じかび式、非熱風循環ガラス焼
なまし炉
機械式タイマー行列式瓶製造機
生産能力が 12000瓶/時間以下のガラス瓶ビール充てん機
生産能力が 150瓶/分以下の（瓶容量が250ミリリットル以下）の炭酸飲
料生産ライン
１日あたりの処理原料乳（）が、20トン以下の濃縮、噴霧、乾燥等設
備：200キログラム/時間の以下の主導液体乳充てん設備
3万トン/年以下のアルコール生産ライン（廃糖蜜製のアルコールは除
く）
3万トン/年以下の化学調味料生産装置
2万トン/年以下のクエン酸生産装置
1年当たりの処理量が10万トン以下、総干し物収率が97%以下の湿式コン
スターチ生産ライン
橋型切断鋸、オープン式生豚脱毛機等豚屠畜場設備
猪、牛、羊、鳥の手仕事による屠殺技術
小麦粉増白剤（ベンゾイルパーオキサイド、過酸化カルシウム）の添加
技術

仮訳
项目号 主题词
禁止投资纺织行
业落后生产工艺
装备项目

79

80

禁止或限制措施描述
“1”字头成卷、梳棉、清花、并条、粗纱、细纱设备， 1332系列络筒
机， 1511型有梭织机， “1”字头整经、浆纱机等全部 “1”字头的纺纱
织造设备
A512、 A513系列细纱机
B581、 B582型精纺细纱机， BC581、 BC582型粗纺细纱机， B591绒线细
纱机， B601、 B601A型毛捻线机，BC272、 BC272B型粗梳毛纺梳毛机，
B751型绒线成球机， B701A型绒线摇绞机， B250、 B311、 B311C、
B311C（ CZ）、 B311C（ DJ）型精梳机， H112、 H112A型毛分条整经
机、 H212型毛织机等毛纺织设备
90年以前生产、未经技术改造的各类国产毛纺细纱机
辊长 1000毫米以下的皮辊轧花机，锯片片数在 80以下的锯齿轧花机，压
力吨位在 400吨以下的皮棉打包机（不含 160吨、 200吨短绒棉花打包
机）
ZD647、 ZD721型自动缫丝机， D101A型自动缫丝机， ZD681型立缫机，
DJ561型绢精纺机， K251、 K251A型丝织机等丝绸加工设备
Z114型小提花机
GE186型提花毛圈机
Z261型人造毛皮机
未经改造的 74型染整设备
蒸汽加热敞开无密闭的印染平洗槽
R531型酸性粘胶纺丝机
2万吨 /年及以下粘胶常规短纤维生产线
湿法氨纶生产工艺
二甲基甲酰胺（ DMF）溶剂法氨纶及腈纶生产工艺
硝酸法腈纶常规纤维生产工艺及装置
常规聚酯（ PET）间歇法聚合生产工艺及设备
常规涤纶长丝锭轴长 900毫米及以下的半自动卷绕设备
使用年限超过 15年的国产和使用年限超过 20年的进口印染前处理设备、
拉幅和定形设备、圆网和平网印花机、连续染色机
使用年限超过 15年的浴比大于 1： 10的棉及化纤间歇式染色设备
使用直流电机驱动的印染生产线
印染用铸铁结构的蒸箱和水洗设备，铸铁墙板无底蒸化机，汽蒸预热区短
的 L型退煮漂履带汽蒸箱
螺杆挤出机直径小于或等于 90mm， 2000吨 /年以下的涤纶再生纺短纤维
生产装置

キーワード
紡織業界の後進
的生産工芸設備
プロジェクトへ
の投資禁止

禁止或は制限措置説明
先頭番号”1”の巻取、梳綿、綿縮絨、練条、粗紡、細糸設備，1332系列
ワインダー，1511型シャトル織機，先頭番号”1”整経、スラッシャーの
り付機等あらゆる先頭番号”1”の紡績製織設備
A512、A513系列細糸機
B581、B582型精紡細糸機，BC581、BC582型粗紡細糸機，B591絹糸細糸
機，B601、B601A型可撚毛機，BC272、BC272B型紡毛カード，B751型絹糸
ペレット製造機，B701A型絹糸操糸機，B250、B311、B311C、B311C
（CZ)、B311C（DJ)型コーミングマシン，H112、H112A型毛部分整経機
H212型織毛等紡織毛設備
90年以前生産の、技術改造されていない各類国産紡毛細糸機
ローラー長さ1,000㎜以下のローラー綿操機，歯数が80以下の鋸歯綿操
機，圧力が400トン以下の綿梱包プレス機（160トン、200トン綿リンター
梱包プレス機を含まない）
ZD647、ZD721型自動糸繰機，D101A型自動糸繰機、ZD681型立糸繰機，
DJ561型絹精紡機，K251、K251A型絹織機等絹布加工設備
Z114型小紋織機
GE186型紋織パイル編機
Z261型人造毛皮機
未改造の74型染色設備
蒸気加熱開放無密閉の型染平洗槽
R531型酸性ビスコース絹紡糸機
2万トン/年及びそれ以下のビスコース通常一般短繊維生産ライン
湿式スパンデックス製造技術
ジメチルホルムアミド（DMF）溶剤式スパンデックス及びアクリル繊維生
産技術
硝酸式アクリル一般繊維生産技術及び装置
一般ポリエステル（PET）間歇式集合生産技術及び設備
一般テリレンフィラメント紡錘軸の長さが900㎜以下の自動回転設備
使用期限超過15年の国産及び使用期限超過20年の輸入型染前処理設備、
幅出及び定形設備、環状及びフラットスクリーン捺染機、連続染色機
使用期限超過15年の浴比1：10より大きい綿及び化学繊維間歇式染色設備
使用直流電気駆動の型染生産ライン
型染用鋳鉄構造の蒸箱及び水洗設備，鋳鉄壁板底無蒸化機，蒸気予熱帯
の短いL型糊抜精練漂白キャタピラー蒸気箱
スクリュー圧縮機直径90㎜より小さい或いは等しい，2,000トン/年以下
のテリレン再生紡短繊維生産装置

印刷業会の後進 全ての鉛排出、鉛印刷技術
禁止投资印刷行 全部铅排、铅印工艺
的生産工芸設備 全ての鉛印刷機及び関連補助機
业落后生产工艺 全部铅印机及相关辅机
写真製版機
装备项目
照像制版机
ZD201、ZD301型系列ファンドリータイプ機
ZD201、ZD301型系列单字铸字机
TH１型自動ラインキャスター、ZT102型系列ラインキャスター
TH1型自动铸条机、ZT102型系列铸条机
ZDK101型字幕彫刻機
ZDK101型字模雕刻机
KMD101型字幕彫刻研削盤
KMD101型字模刻刀磨床
AZP502型半自動中国語手選鋳植机、ZSY101型半自動中国語鋳植机、
AZP502型半自动汉文手选铸排机、ZSY101型半自动汉文铸排机、TZP101型
TZP101型外国語鋳植机、ZZP101型中国語自動鋳植机
外文条字铸排机、ZZP101型汉文 自动铸排机
QY401、2QY404型系列電動鉛印刷プルーフマシン、QYSH401、2QY401、
DY401型手動式鉛印刷プルーフマシン
QY401、2QY404型系列电动铅印打样机，QYSH401、2QY401、DY401型手动式
YX01、YX02、YX03系紙型押し機、HX01、HX02、HX03、HX04型系列乾燥機
铅印打样机
PZB401型平鉛版プレート型鋳造機、YZB02、YZB03、YZB04、YZB05、
YX01、YX02、YX03型系列压纸型机，HX01、HX02、HX03、HX04型系列烘纸
YZB06、YZB07型系列鉛版プレート型鋳造機
型机
JB01型平鉛版キャスティングマシーン
PZB401型平铅版铸版机，YZB02、YZB03、YZB04、YZB05、YZB06、YZB07型
RQ02、RQ03、RQ04型系列鉛溶解炉
系列铅版铸版机
BB01型鉛版削り機、YGB02、YGB03、YGB04、YGB05型円形鉛版削り機
JB01型平铅版浇版机
YTB01型 、YJB02型円形鉛鋸、YXB04、
RQ02、RQ03、RQ04型系列铅泵熔铅炉
YXB05、YXB302型系列円形鉛版修正機
BB01型刨版机，YGB02、YGB03、YGB04、YGB05型圆铅版刮版机，YTB01型圆
P401、P402型系列四つ折り平圧印刷機、P801、P802、P803、P804型
铅版镗版机，YJB02型圆铅版锯 版机，YXB04、YXB05、YXB302型系列圆铅
系列八つ折り平圧印刷機
PE802型両面印刷機
版修版机
TE102、TE105、TE108型系列全張自動二回転平台印刷機
P401、P402型系列四开平压印刷机，P801、P802、P803、P804型系列八开
TY201型二つ折り単色一回転平台印刷機、TY401型四つ折り単色一回転平
平压印刷机
台印刷機
PE802型双合页印刷机
TY4201型四つ折り一回転平台印刷機
TE102、TE105、TE108型系列全张自动二回转平台印刷机
TT201、TZ201、DT201型二つ折手動紙補充ストップ回転平台印刷機
TY201型对开单色一回转平台印刷机，TY401型四开单色一回转平台印刷机
TT202型二つ折自動ストップ回転平台印刷機，TT402、TT403、TT405、
TY4201型四开一回转双色印刷机
DT402型四つ折自動ストップ回転平台印刷機， TZ202型二つ折半自動ス
TT201、TZ201、DT201型对开手动续纸停回转平台印刷机
トップ回転平台印刷機，TZ401、TZS401、DT401型四つ折半自動ストップ
TT202型对开自动停回转平台印刷机，TT402、TT403、TT405、DT402型四开
回転平台印刷機
自动停回转平台印刷机， TZ202型对开半自动停回转平台印刷机，TZ401、
TR801型系列立式平台印刷機
TZS401、DT401型四开半自动停回转平台印刷机
LP1101、LP1103型系列平板紙全ページ片面輪転印刷機平板纸全张单面轮
TR801型系列立式平台印刷机
转印刷机，LP1201型平板紙全ページ両面輪転印刷機，LP4201型平板紙四
つ折り2色輪転印刷機
LP1101、LP1103型系列平板纸全张单面轮转印刷机，LP1201型平板纸全张
LSB201（880×1230毫米）及LS201、LS204（787×1092毫米）型系列巻き
双面轮转印刷机，LP4201型平板纸四开双色轮转印刷机
取り紙書籍輪転印刷機
LSB201（880×1230毫米）及LS201、LS204（787×1092毫米）型系列卷筒
LB203、LB205、LB403型巻き取り紙新聞輪転印刷機，LB2405、LB4405型巻
纸书刊转轮印刷机
き取り紙2層2組新聞輪転印刷機，LBS201型巻き取り紙書籍新聞用輪転印
LB203、LB205、LB403型卷筒纸报版轮转印刷机，LB2405、LB4405型卷筒纸
刷機
双层二组报版轮转印刷机，LBS201型卷筒纸书、报二用轮转印刷机
K.M.T型自動鋳造植字組み版機，PH-5型漢字組み版機
K.M.T型自动铸字排版机，PH-5型汉字排字机
ボール振動サンプル製版機（DIA PRESS清刷機）
球震打样制版机（DIA PRESS清刷机）
1985年前生産した主導カメラ、国産写真製版機
1985年前生产的手动照排机、国产制版照相机
遠心塗布機
离心涂布机
J1101系列 （印刷速度 毎時間5000枚以下）
J2101、PZ1920系列二つ折り単色オフセット印刷機（印刷速度 毎時間
J1101系列全张单色胶印机（印刷速度每小时 5000张及以下）
4000枚以下）、PZ1615系列四つ折り単色オフセット印刷機（印刷速度
J2101、PZ1920系列对开单色胶印机（印刷速度每小时 4000张及以下），
毎時間4000枚以下）、YPS1920系列両面単色オフセット印刷機（印刷速度
PZ1615系列四开单色胶印机（印刷速度每小时 4000张及以下），YPS1920
毎時間4000枚以下）
系列双面单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下）
W1101型全ページ自動凹版印刷機、AJ401型巻き取り紙四色凹版印刷機
W1101型全张自动凹版印刷机、AJ401型卷筒纸单面四色凹版印刷机
DJ01型並製本糊綴連動機、PRD-01、PRD-02型並製本糊綴連動機，DBT-01
DJ01型平装胶订联动机，PRD-01、PRD-02型平装胶订联动机，DBT-01型平
型並製本糸綴、包装、焼付け連動機
装有线订、包、烫联动机
溶剤型塗装膜張り機、印刷物は自然分解と回収ができない各種膜張り機
溶剂型即涂覆膜机、承印物无法降解和回收的各类覆膜机
QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型紙切り機
QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机
MD103A型刀磨机
MD103A型磨刀机
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仮訳
项目号 主题词
禁止投资民爆产
品领域落后生产
工艺装备项目

81

82

禁止或限制措施描述
密闭式包装型乳化炸药基质冷却机
密闭式包装型乳化炸药低温敏化机
小直径手工单头炸药装药机
轴承包覆在药剂中的混药、输送等炸药设备
起爆药干燥工序采用蒸汽烘房干燥的工艺
延期元件（体）制造工序采用手工装药的工艺
雷管装填、装配工序及工序间的传输无可靠防殉爆措施的工艺
导爆管制造工序加药装置无可靠防爆设施的生产线
危险作业场所未实现远程视频监视的工业炸药和工业雷管生产线
危险作业场所未实现远程视频监视的导爆索生产线
采用传统轮碾方式的炸药制药工艺
起爆药生产废水达不到《兵器工业水污染排放标准火工药剂》
（GB14470.2）要求排放的生产工艺
乳化器出药温度大于 130℃的乳化工艺
小直径含水炸药装药效率低于1200kg/h、小直径粉状炸药装药效率低于
800kg/h的装药机
有固定操作人员的场所，噪声超过85分贝以上的炸药设备
全电阻极差大于1.5Ω的电雷管（钢芯脚线长度 2m）生产技术（2013年）
装箱产品下线未实现生产数据在线采集、及时传输的生产线（2013年）
全电阻极差大于1.0Ω的电雷管（钢芯脚线长度2m）生产工艺（2015年）
工序间无可靠防传爆措施的导爆索生产线（2013年）
制索工序无药量在线检测、自动联锁保护装置的导爆索生产线（2013年）
最大不发火电流小于0.25A的普通型电雷管生产工艺（2015年）
雷管装填工序未实现人机隔离的生产工艺（2015年）
雷管卡口、检查工序间需人工传送产品的生产工艺（2015年）

禁止投资消防行 火灾探测器手工插焊电子元器件生产工艺
业落后生产工艺
装备项目

キーワード
民用爆発製品領
域の後進的生産
工芸設備プロ
ジェクトへの投
資禁止

禁止或は制限措置説明
密閉式包装型乳化爆薬基礎物質冷却機
密閉式包装型乳化爆薬低温敏化機
小直径手工片口爆薬装薬機
ベアリングに薬剤に混在した混薬、輸送等爆薬設備
起爆薬乾燥工程で蒸気乾燥炉乾燥の技術
延期部品製造工程で手作業で装薬をする技術
雷管の装填、組み立ての工程に及び工程の間の輸送について、依頼性な
し爆発防止措置のない工芸
導爆管製造工程の装薬措置は依頼性なし場発防止装置のない工芸
リモードビデオ監視が実現できていない危険作業場所の工業爆薬及び工
業雷管生産ライン
リモードビデオ監視が実現できていない危険作業場所の導爆線生産ライ
ン
伝統的エッジ式の爆薬製薬工芸
起爆薬生産に伴う排水は≪兵器工業水汚染排出規準火工薬剤≫
（GB14470.2)に基づき排出が要請された生産工芸
乳化器から出た爆薬の温度は130度を超える乳化技術
小直径の水を含む爆薬装薬効率は1200KG/Hより低い装薬器、小直径の粉
状爆薬装薬効率は800KG/Hより低い装薬器
常駐操作員がいる場所で騒音は85デシベル以上の超える爆薬設備
最少抵抗値は1.5Ωを超える電気雷管（鋼心脚線2M）生産技術（2013年）
箱積み製品完成後、生産データオンライン採集し早急に伝送することが
実現できていない生産ライン（2013年）
最少抵抗値は1.0Ωを超える電気雷管（鋼心脚線2M）生産技術（2015年）
生産中各ステップ、確実が爆発防止措置のない導爆線生産ライン（2013
年）
導爆線生産中各ステップ、薬量オンライン検査、自動連結保護措置のな
い導爆線生産ライン（2013年）
最大発火電流は0.25Ａより小さい普通型電雷管生産技術（2015年）
雷管装填中操作員と機械を隔離できていない生産技術（2015年）
消防業界の後進 雷管口締、検査中人工で製品を転送する生産技術（2015年）
火災探知機における電子部品の手工で溶接する生産工芸
的生産工芸設備
プロジェクトへ
の投資禁止

禁止投资其他落 含有毒有害氰化物电镀工艺（氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金（2014
后生产工艺装备 年）；银、铜基合金及予镀铜打底工艺（暂缓淘汰））
项目
含氰沉锌工艺
实体坝连岛技术
超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集
不符合国家现行城市生活垃圾、医疗废物和工业废物焚烧相关污染控制标
准、工程技术标准以及设备标准的小型焚烧炉

その他後進的生
産工芸設備プロ
ジェクトへの投
資禁止

有毒有害青化物を含むめっき技術（シアン化第一金カリウムめっきおよ
びシアン化第二金カリウムめっき）（2014年）
銀、銅合金および銅メッキ技術（しばらく淘汰しない）
シアン化亜鉛の析出技術
実体ダム島連結技術
生態許容力を超える旅行活動と薬等林製品採集
国家現行の都市生活ごみ、医療廃棄物と工業廃棄物焼却等関連汚染コン
トロール基準、工事技術基準および設備基準を超える小型焼却炉

禁止投资石化化 改性淀粉、改性纤维、多彩内墙（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯
工行业的落后产 为主的 O/W型涂料）、氯乙烯 -偏氯乙烯共聚乳液外墙、焦油型聚氨酯防
品项目
水、水性聚氯乙烯焦油防水、聚乙烯醇及其缩醛类内外墙（ 106、107涂料
等）、聚醋酸乙烯乳液类（含乙烯 /醋酸乙烯酯共聚物乳液）外墙涂料
有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙涂料，含双
对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹
等有害物质的涂料
在还原条件下会裂解产生 24种有害芳香胺的偶氮染料（非纺织品用的领域
暂缓）、九种致癌性染料（用于与人体不直接接触的领域暂缓）
含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂，立德粉，聚氯乙烯建
筑防水接缝材料（焦油型）， 107胶，瘦肉精，多氯联苯（变压器油）
高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、
毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化 203）、磷
胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙
基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、 10%草
甘膦水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、
硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷（ 2011年）
根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰农药产品：氯丹、七氯、溴
甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄
氏剂
软边结构自行车胎，以棉帘线为骨架材料的普通输送带和以尼龙帘线为骨
架材料的普通 V带，轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具

石油化学工業の
後進的製品プロ
ジェクトへの投
資禁止

加工デンプン、加工繊維、多彩な内壁（ニトロセルロースを主とする樹
脂，キシレンを主とする溶剤の水中油滴(O/W)型塗料）、クロロエチレン
-塩化ビニリデンにラテックスを共重合したもの-外壁、タール型ウレタ
ン防水、水性ポリ塩化ビニルタール防水、ポリビニルアルコール及びそ
のアセタール類内外壁（106、107塗料等）、ポリ酢酸ビニルラテックス
類（エチレン/酢酸ビニル共重合物ラテックスを含む）外壁塗料
有害物質含量が基準値を超過する内壁、溶剤型木製器具、玩具、自動
車、外壁塗料、ビスパラジクロロベンゼントリクロロエタン、トリブチ
ル錫、ペルフルオロオクタン酸及びその塩類、ペルフルオロオクタンス
ルホン酸、ベンガラ等有害物質の塗料を含む
元の条件下において、分裂させて産出できる24種の有害芳香族アミンの
アゾ染料（非紡織品用の領域については暫く見合わせ）、九種の発癌性
染料（人体に直接接触しない領域については暫く見合わせ）ベンゼン
類、フェノール、ベンズアルデヒド及びジクロロメタン（クロロホル
ム）のペイント除去剤，リトポン，ポリ塩化ビニル建築防水接手材料
（タール型），107ゼラチン，β-アドレナリン作動薬，ポリ塩化ビフェ
ニール（変圧器油）
猛毒農薬産品：ベンゼンヘキサクロライド、1,2-ジブロモエタン、ダミ
ノジット、ジクシュアング、ニトロフェン、クロルジメホルム 、テトラ
ミン 、モノフルオロ酢酸アミド、フルオロ酢酸ナトリウム 、１，２‐
ジブロモ‐３‐クロロプロパン、スルホテップ（蘇花203）、ホスファミ
ドン 、殺鼠薬、殺鼠剤シリコン 、メタミドホス、パラチオン、メチル
パラチオン、モノクロトホス、ポスフォーランメチル（エチル基ポス
フォーランメチル）、アソメート、フーネイルアルシン及び全てのヒ素
製剤、水銀化合物、鉛調剤薬、10％グリホサート、メチル硫黄環リン 、
二リン化三カルシウム、リン化亜鉛、フェナミホス、ホノホス、リン化
マグネシウム、 カザサホス、クマホス、スルホテプ、テルブホス（2011
年）
国家履行国際公約総体計画要求による淘汰農薬産品：クロルデン、ヘプ
タクロル、ブロモメタン、ジクロロジフェニルトリクロロエタン、ヘキ
サクロロベンゼン、マイレックス、リンダン、トクサフェン、アルドリ
ン、ディルドリン、エンドリン
ソフトエッジ構造自転車タイヤ、コットンコードをフレームワーク材料
とする普通輸送ベルトコンベアー及びナイロンコードをフレームワーク
材料とする普通Vベルト，タイヤ、自転車タイヤ、モーターバイクタイヤ
手工捺染硫化型

禁止投资铁路行 G60型、 G17型罐车
业的落后产品项 P62型棚车
目
K13型矿石车
U60型水泥车
N16型 N17型平车
L17型粮食车
C62A型、C62B型敞车
轨道平车（载重40吨及以下）

鉄道業界の後進
的製品プロジェ
クトへの投資禁
止

G60型、G17型タンク車
P62型 屋根のある車
K13型 鉱石車
U60型 セメント車
N16型 N17型普通自動車
L17型 食物車
C62A型、C62B型 オープンカー

86

禁止投资钢铁行 热轧硅钢片
业的落后产品项 普通松弛级别的钢丝、钢绞线
目
热轧钢筋：牌号 HRB335、 HPB235

鋼鉄業界の後進 熱間圧延ケイ素鋼板
的製品プロジェ 一般弛緩級のスチールワイヤ・ストランデットワイヤ
クトへの投資禁 熱間圧延鉄筋：商品格付 HRB335、HPB235
止

87

禁止投资有色金 铜线杆（黑杆）
属行业的落后产
品项目

非鉄金属業界の 銅線棒（黒銅線棒）
後進的製品プロ
ジェクトへの投
資禁止

83

84

85
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仮訳
キーワード
建築材料業界の
後進的製品プロ
ジェクトへの投
資を禁止

禁止或は制限措置説明
非耐アルカリ性ガラス繊維或いは非低アルカリ性セメントを使用して生
産するガラス繊維セメント（GRC）
陶土坩埚スプリングガラス繊維と製品及び増強プラスチック（ガラス
鋼）製品
25A空洞鋼鉄窓
S-2型コンクリート枕木
一回の洗浄用水量9リットル以上の便器
角閃石アスベスト（ブルーアスベスト）
機械生産ではない中空ガラス、二層両フレームの各種類ドア・窓及び単
体構築のプラスチックドア・窓
二次加熱複合成型工程を用いたポリプロピレン（PP）ポリエチレン
（PE）類複合防水コイル材、ポリプロピレン（PP）ポリエチレン（PE）
複合防水コイル材（ポリプロピレン材料厚さ0.5㎜以下）；綿ポリエステ
ルファイバーグラス （高アルカリ）メッシュ複合材料、PVC防水コイル
材（S型）
アスベスト製クラッチフェーシング、自動車用合成制輪子，アスベスト
コルク湿式クラッチフェーシング

禁止投资医药行 铅锡软膏管、单层聚烯烃软膏管（肛肠、腔道给药除外）
业的落后产品项 安瓿灌装注射用无菌粉末
目
药用天然胶塞
非易折安瓿
输液用聚氯乙烯（ PVC）软袋（不包括腹膜透析液、冲洗液用）

医薬業界の後進
的製品プロジェ
クトへの投資を
禁止

鉛・錫製軟膏チューブ、単層ポリオレフィン製軟膏チューブ（肛腸、腔
内注射を除く）
アンプル注入注射用無菌粉末
薬用天然ゴム栓
折れにくいアンプル
輸血用PVC袋（腹膜透析液、洗浄液用を含まない）

禁止投资机械行 WDH-1E、WDH-2E光电温度计，PY5型数字温度计
业的落后产品项 BC系列单波纹管差压计，LCH-511、YCH-211、LCH-311、YCH-311、LCH目
211、YCH-511型环称式差压计
EWC-01A型长图电子电位差计
XQWA型条形自动平衡指示仪
ZL3型X-Y记录仪
DBU-521，DBU-521C型液位变送器
YB系列（机座号63－355mm，额定电压 660V及以下）、YBF系列（机座号63
－160mm，额定电压 380、660V或380/660V）、YBK系列（机座号100－
355mm，额定电压 380/660V、
T100、 T100A推土机
ZP-II、ZP-Ⅲ干式喷浆机
WP-3挖掘机
0.35立方米以下的气动抓岩机
矿用钢丝绳冲击式钻机
БY-40石油钻机
直径1.98米水煤气发生炉
CER膜盒系列
热电偶（分度号LL-2、LB-3、EU-2、EA-2、CK）
热电阻（分度号BA、BA2、G)
DDZ-I型电动单元组合仪表
GGP-01A型皮带秤
BLR-31型称重传感器
WFT-081辐射感温器
660/1140V隔爆型三相异步电动机
DZ10系列塑壳断路器、DW10系列框架断路器
CJ8系列交流接触器
QC10、QC12、QC8系列起动器
JR0、JR9、JR14、JR15、JR16-A、B、C、D系列热继电器
以焦炭为燃料的有色金属熔炼炉
GGW系列中频无心感应熔炼炉
B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列
F型单级单吸耐腐蚀泵系列
JD型长轴深井泵
KDON-3200/3200型蓄冷器全低压流程空分设备、KDON-1500/1500型蓄冷器
（管式）全低压流程空分设备、KDON-1500/1500型管板式全低压流程空分
设备、KDON-6000/6600型蓄冷器流程空分设备
3W-0.9/7（环状阀）空气压缩机
C620、CA630普通车床
C616、C618、C630、C640、C650普通车床（2015年）
X920键槽铣床
B665、B665A、B665-1牛头刨床
D6165、D6185电火花成型机床
D5540电脉冲机床
J53-400、J53-630、J53-1000双盘摩擦压力机
Q11-1.6×1600剪板机
Q51汽车起重机
TD62型固定带式输送机
3吨直流架线式井下矿用电机车
A571单梁起重机
快速断路器：DS3-10、DS3-30、DS3-50（1000、3000、5000A）、DS1010、DS10-20、DS10-30（1000、2000、3000A）
SX系列箱式电阻炉
单相电度表： DD1、DD5、DD5-2、DD5-6、DD9、DD10、DD12、DD14、
DD15、DD17、DD20、DD28
SL7-30/10～SL7-1600/10、S7-30/10～S7-1600/10配电变压器
刀开关：HD6、HD3-100、HD3-200、HD3-400、HD3-600、HD3-1000、HD31500
GC型低压锅炉给水泵，DG270-140、DG500-140、DG375-185锅炉给水泵
热动力式疏水阀：S15H-16、S19-16、S19-16C、S49H-16、S49-16C、S19H40、S49H-40、S19H-64、S49H-64
固定炉排燃煤锅炉（双层固
定炉排锅炉除外）
1-10/8、1-10/7型动力用往复式空气压缩机
8-18系列、9-27系列高压离心通风机
X52、X62W 320×150升降台铣床
J31-250机械压力机
TD60、 TD62、 TD72型固定带式输送机
以未安装燃油量限制器（简称限油器）的单缸柴油机为动力装置的农用运
输车（指生产与销售）
E135二冲程中速柴油机（包括 2、4、6缸三种机型），TY1100型单缸立式
水冷直喷式柴油机，165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，4146柴油机
TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机
165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机
禁止投资船舶行 采用整体造船法建造的钢制运输船舶
业的落后产品项 不符合规范的改装船舶和已到报废期限的船舶
目
单壳油船
挂桨机船及其发动机

機械業界の後進
的製品プロジェ
クトへの投資を
禁止

WDH-1E、WDH-2E光電温度計，PY5型デジタル温度計
BCシリーズシングル波形管差圧計，LCH-511、YCH-211、LCH-311、YCH311、LCH-211、YCH-511型 リング式差圧計
EWC-01A型ロング図デジタルポテンショメーター
XQWA型条型自動バランスインジケータ
ZL3型X-Yレコーダー
DBU-521，DBU-521C型レベルトランスミッタ
YB類（機械番号63－355mm，規定電圧 660V及それ以下）、YBF類は（機械
番号63－160mm，規定電圧 380、660V或いは380/660V）、YBKシリーズ
（機械番号100－355mm，規定電圧380/660V、660/1140V隔爆型三相誘導電
動機
DZ10類プラスチック断路器、DW10シリーズ枠型遮断器
CJ8シリーズACコンタクター
T100、 T100Aブルドーザ
ZP-II、ZP-Ⅲドライ式モルタル噴射器
WP-3ショベルカー
0.35㎥以下の気動クラムシェル掘削機
採鉱用ワイヤーロープ衝撃式ボーリングマシン
БY-40石油ボーリングマシン
直径1.98ｍの水性ガス発生炉
CERシルフォンシリーズ
熱電対（スケイル番号LL-2、LB-3、EU-2、EA-2、CK）
サーマルレジスタンス（スケイル番号BA、BA2、G)
DDZ-I型電動ユニットインストルメントクラスター
GGP-01A型ベルト秤
BLR-31型ロードセル
WFT-081全放射高温計
QC10、QC12、QC8シリーズ起動器
JR0、JR9、JR14、JR15、JR16-A、B、C、Dシリーズサーマルリレー
コークスを燃料とする非鉄金属溶鉱炉
GGWシリーズ中間周波数センターレス誘導式溶鉱炉
B型、BA型シングル級片吸込式遠心ポンプシリーズ
F型シングル級片吸込み式耐蝕ポンプシリーズ
JD型長軸深井戸ポンプ
KDON-3200/3200型蓄冷器全低圧空気分離設備、KDON-1500/1500型蓄冷器
（ホース式）全低圧空気分離設備、KDON-1500/1500型管板式全低圧空気
分離設備、KDON-6000/6600型蓄冷器空気分離設備
3W-0.9/7（リング弁）空気圧縮機
C620、CA630普通旋盤
C616、C618、C630、C640、C650普通旋盤（2015年）
X920 キー溝フライス盤
B665、B665A、B665-1型削り盤
D6165、D6185電気スパーク成型旋盤
D5540電子インパルス旋盤
J53-400、J53-630、J53-1000 ダブル盤摩擦プレス
Q11-1.6×1600板せん断機
Q51自動車クレーン
TD62型固定ベルト式コンベヤー
3トン直流架線式深井戸鉱用電動車
A571単梁クレーン
快速遮断器：DS3-10、DS3-30、DS3-50（1000、3000、5000A）、DS1010、DS10-20、DS10-30（1000、2000、3000A）
SXシリーズ箱型電気抵抗炉
単相電力計： DD1、DD5、DD5-2、DD5-6、DD9、DD10、DD12、DD14、
DD15、DD17、DD20、DD28
SL7-30/10～SL7-1600/10、S7-30/10～S7-1600/10配電用変圧器
刃形スイッチ：HD6、HD3-100、HD3-200、HD3-400、HD3-600、HD3-1000、
HD3-1500
GC型低圧ボイラー給水ポンプ，DG270-140、DG500-140、DG375-185ボイ
ラー給水ポンプ
熱動力式スチームトラップ：S15H-16、S19-16、S19-16C、S49H-16、S4916C、S19H-40、S49H-40、S19H-64、S49H-64
固定式石炭ボイラー（二層固定式石炭ボイラを除く）
1-10/8、1-10/7型動力用往復式空気圧縮機
8-18シリーズ、9-27シリーズ高圧遠心送風機
X52、X62W 320×150升降台フライス盤
J31-250メカニカルプレス
TD60、 TD62、 TD72型固定式ベルトコンベヤー
燃料制限器を据え付けていない単気筒ディーゼルエンジンを動力装置と
する農業用運送車（生産と販売を指す）
E135 2ストローク中速ディーゼルエンジン（2、4、6気筒の三種類を含
む），TY1100型単気筒縦型水冷直噴ディーゼルエンジン，165単気筒横型
冷却水蒸発、予燃焼室式ディーゼルエンジン，4146ディーゼルエンジン
TY1100型単気筒立式冷却水直噴ディーゼルエンジン
165単気筒蒸発水冷、予燃焼室式ディーゼルエンジン
水銀を含むスイッチ、継電器
電動自転車
国Ⅱ排出基準を満たさない自動車エンジン
アスベストスを含む自動車ブレーキ用摩擦ライニング

船舶業界の後進
的製品プロジェ
クトへの投資を
禁止

全体が造船法で建設された鋼製運輸船舶
規範違反の改造船舶及び廃棄期限に達している船舶
モノコック構造のタンカー
オール付機動船及びそのエンジン

项目号 主题词
禁止投资建材行
业的落后产品项
目

88

89

90

91

禁止或限制措施描述
使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强水泥（ GRC）空心条板
陶土坩埚拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料（玻璃钢）制品
25A空腹钢窗
S-2型混凝土轨枕
一次冲洗用水量9升以上的便器
角闪石石棉（即蓝石棉）
非机械生产中空玻璃，双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗
采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙
纶复合防水卷材（聚乙烯芯材厚度在 0.5mm以下）；棉涤玻纤（高碱）网
格复合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材（S型）
石棉绒质离合器面片、合成火车闸瓦，石棉软木湿式离合器面片
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仮訳
キーワード
軽工業業界の後
進的製品プロ
ジェクトへの投
資を禁止

禁止或は制限措置説明
水銀電池（酸化水銀電池及びバッテリー、亜鉛水銀電池）
オープン式普通鉛酸電池
水銀を0.0001%以上含む円柱型マンガンアルカリ電池
水銀を0.0005%以上含むボタン式マンガンアルカリ電池（2015年）
カドミウムを0.002%以上含む鉛酸蓄電池 （2013年）
直接排出式ガス給水器
螺旋昇降式（生鉄）蛇口
凹版印刷用アニリンインキ
給水口がオーバーフロー口の水面より低い、直下型便器水箱部品
生鉄クローブバルブ
ヒ素三酸化物 、三酸化アンチモン、リードを含む物、フッ素含む物、ク
ローム鉱スラグ等の補助原料ガラス配合料の添加
半自動（横型）工業用洗濯機
オープン式テトラクロロエチレンドライウォッシャー及び普通クローズ
式テトラクロロエチレンドライウォッシャー，別体式石油ドライウォッ
シャー及び普通クローズ式石油ドライウォッシャー

消防業界の後進
的製品プロジェ
クトへの投資を
禁止

93

禁止投资消防行 二氟一氯一溴甲烷灭火剂（简称 1211灭火剂）
业的落后产品项 三氟一溴甲烷灭火剂（简称 1301灭火剂）（原料及必要用途除外）
目
简易式 1211灭火器
手提式 1211灭火器
推车式 1211灭火器
手提式化学泡沫灭火器
手提式酸碱灭火器
简易式 1301灭火器（必要用途除外）
手提式 1301灭火器（必要用途除外）
推车式 1301灭火器（必要用途除外）
管网式 1211灭火系统
悬挂式 1211灭火系统
柜式 1211灭火系统
管网式 1301灭火系统（必要用途除外）
悬挂式 1301灭火系统（必要用途除外）
柜式 1301灭火系统（必要用途除外）

ブロモクロロジフルオロメタン消火剤（略称：ハロン1211消火剤）
ブロモトリフルオロメタン消火剤（略称：ハロン1301消火剤）（原料及
び必要用途除外）
簡易ハロン1211消火器
携帯ハロン1211消火器
手押し車式 ハロン1211消火器
携帯化学泡消火器
携帯酸アルカリ消火器
簡易1301消火器（必要用途除外）
携帯1301消火器（必要用途除外）
手押し車式 1301消火器（必要用途除外）
管路網式 1211消火システム
壁掛式 1211消火システム
床置き式 1211消火システム
管路網式 1301消火システム（必要用途除外）
壁掛式 1301消火システム（必要用途除外）
床置式型 1301消火システム（必要用途除外）

94

禁止投资民爆产 火雷管
品领域的落后产 导火索
品项目
铵梯炸药
纸壳雷管（2011年）

民用爆発製品領
域の後進的製品
プロジェクトへ
の投資を禁止

火雷管
導火線
アマトール
紙雷管（2011年）

禁止投资其他落 59、 69、 72、 TF-3型防毒面具
后产品项目

その他後進的製 59、 69、 72、 TF-3型防毒マスク
品プロジェクト
への投資を禁止

项目号 主题词
禁止投资轻工行
业的落后产品项
目

92

95

禁止或限制措施描述
汞电池（氧化汞原电池及电池组、锌汞电池）
开口式普通铅酸电池
含汞高于0.0001%的圆柱型碱锰电池
含汞高于 0.0005%的扣式碱锰电池（2015年）
含镉高于 0.002%的铅酸蓄电池（2013年）
直排式燃气热水器
螺旋升降式（铸铁）水嘴
用于凹版印刷的苯胺油墨
进水口低于溢流口水面、上导向直落式便器水箱配件 10、铸铁截止阀
添加白砒、三氧化二锑、含铅、含氟、铬矿渣等辅助原料玻璃配合料
半自动（卧式）工业用洗衣机
开启式四氯乙烯干洗机和普通封闭式四氯乙烯干洗机，分体式石油干洗机
和普通封闭式石油干洗机

（十七）その他
法律、法規、国務院決定で規定されたその他投資経営を禁止する業界、領域、業務等

（十七）其他
法律、法规、国务院决定规定的其他禁止投资经营的行业、领域、业务等
96
二、限制准入类 参入制限類
（一）农、林、牧、渔业 農業、林業、牧畜、漁業
未获得许可，不 农作物种子生产、经营、进出口许可
得从事植物种子 草种生产、经营、进出口许可
的生产、经营、 林木种子（含园林绿化草种）生产、经营、进出口许可
97
进出口

許可を得ずに、 農作物種子の生産、経営、輸出入許可
植物種子の生
草種の生産、経営、輸出入許可
産、経営、輸出 林木種子（庭用草種を含む）の生産、経営、輸出入許可
入に従事しては
ならない

98

未获得许可，不 围垦沿海滩涂审批
得围垦沿海滩涂

許可を得ずに、 沿海干潟の干拓の審査・批准
干拓してはなら
ない

99

未获得资质条
农产品质量安全检测机构资格认定
件，不得从事农 林业质检机构资质认定
林业质量检测

資質条件を取得 農産品の品質安全検査・測定機構の資格認定
せずに、農林業 林業質量検査・測定機構の資質認定
質量検査・測定
に従事してはな
らない

100

未获得许可，不 大麻种植、加工及种子经营许可
得从事大麻种植
及生产经营

資質条件を取得 大麻の栽培、加工及び種子の経営許可
せずに、大麻栽
培及び生産経営
に従事してはな
らない

101

未获得许可，农 农业转基因生物材料入境许可
业转基因生物材
料不得入境

許可を得ずに、 農業遺伝子組換え生物材料の入国許可
農業遺伝子組換
生物材料を入国
させてはならな
い

102

未获得许可，不 向外国人转让农业植物新品种申请权或品种权审批
得对外转让、提 向外国人转让林业植物新品种申请权或植物新品种权审批
供植物新品种

許可を得ずに、 外国人への農業植物新品種の申請権及び品種権譲渡の審査・批准
植物新品種を対 外国人への農林業植物新品種の申請権及び植物新品種権譲渡の審査・批
外譲渡、提供し 准
てはならない

103

未获得许可，不 实施植物新品种强制许可审批
得经营植物新品 普及型国外引种试种苗圃资格认定
种

許可を得ずに、 植物新品種強制許可実施の審査・批准
植物新品種を経 普及型国外輸入栽培、試験栽培苗圃資格認定
営してはならな
い

104

未获得资质条
租赁农地从事生产经营资格审查
件，不得租赁农
地从事生产经营

資質条件を取得 農地リース生産経営従事資格の審査
せずに、農地を
賃借し、生産経
営に従事しては
ならない

105

未履行法定程
优良烟草品种专供
序，不得从事烟 烟叶种植者应当与烟草公司签订合同，约定烟叶种植面积
草种植

法定の手順きを 優良タバコ品種の専門供給
履行せずに、タ タバコ栽培者はタバコ会社と契約を契約し、葉タバコの栽培面積を約定
バコ栽培に従事 しなければならない
してはならない

106

未获得许可，不 林木采伐许可
得从事林木的生 木材运输许可
产经营
林区木材经营（加工）许可

許可を得ずに、 森林伐採許可
林木の生産経営 木材運送許可
に従事してはな 林区域木材経営（加工）許可
らない

未履行法定程
序，不得从事森
林资源的经营活
动

法定の手順きを
履行せずに、森
林資源の経営活
動に従事しては
ならない

107

森林资源资产评估项目核准
★其他单位、个人以合资、合作等方式，参与国家级森林公园建设和经营
的，应当报省级以上人民政府林业主管部门，同时符合国家级森林公园总
体规划并服从国家级森林公园经营管理机构统一管理
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森林資源資産評価項目の審査許可
★その他単位、個人が合弁、合作等の方式で、国家級森林公園の建設及
び経営に参与する場合、省級以上の人民政府林業主管部門へ報告すると
ともに、国家級森林公園の全体計画に合致し、国家級森林公園経営管理
機構の統一管理に従わなければならない

仮訳
キーワード
禁止或は制限措置説明
法定の手順きを ★殺虫剤及び散布器の配置は関連林業主管部門の同意を経なければなら
履行せずに、感 ない
染地域の林木の
経営及び防疫に
従事してはなら
ない

项目号 主题词
禁止或限制措施描述
未履行法定程
★调配灭虫药包及布撒器需经相关林业主管部门同意
序，不得从事疫
区林木的经营和
108 防疫

109

110

111

112

113

114

115

未获得许可，不 种畜禽生产经营许可
得从事种畜禽等 家畜遗传材料生产审批
生产经营
从境外引进畜禽、蜂、蚕遗传资源，向境外输出或在境内与境外机构、个
人合作研究利用列入保护名录的畜禽、蜂、蚕遗传资源审批

許可を得ずに、
繁殖用の家畜等
の生産経営に従
事してはならな
い

未获得许可或检 重要水产苗种进出口许可
疫，不得从事水 产苗种、转基因水产苗种生产经营许可
产苗种的生产、 出售或运输水产苗种应经过产地检疫
经营、运输和进
出口

許可或いは検疫 重要水産物種苗輸出入許可
を受けずに、水 水産物種苗、遺伝子組換え種苗生産経営許可
産物種苗の生
水産物種苗の販売或いは運送は産地検疫を受けなければならない
産、経営、運輸
及び輸出入に従
事してはならな
い

未获得许可，不 船网工具控制指标审批
得从事特定渔业 渔业捕捞活动许可
及相关生产活动 渔船和企业到公海或他国管辖海域从事渔业生产许可
使用全民所有的水域、滩涂从事养殖生产许可
捕捞有重要经济价值的水生动物苗种或者禁捕的怀卵亲体审批
水产种质资源保护区内从事捕捞活动审批
设置渔业无线电台许可
在“机动渔船底拖网禁渔区线”附近建造人工鱼礁审批

許可を得ずに、
特定漁業及び関
連生産活動に従
事してはならな
い

船網工具コントロール指標審査・批准
漁業捕獲活動許可
漁船及び企業の公海或いは他国管轄海域での漁業生産従事許可
全民所有の水域、干潟を使用する養殖生産従事許可
重要経済価値のある水生動物種苗或いは捕獲禁止産卵魚の捕獲審査・批
准
水産種質資源保護区内で捕獲活動従事審査・批准
漁業無線局の設置許可
「機動漁船船底びき網捕獲禁止区域」付近の人工魚礁建設審査・批准

未获得许可或备 动物诊疗许可
案，不得从事动 对与外国机构、人员开展野生动物疫病监测合作、研究的单位、人员实施
物诊疗和检疫
备案管理
对涉及野生动物疫病开展疫源野生动物卫星追踪的单位、人员实施备案管
理

許可或いは届出
を得ず、動物診
療及び検疫に従
事してはならな
い

動物診療許可
外国機構、人員との野生動物疫病モニタリング協力、研究を行う単位、
人員に対して備案管理を実施する
野生動物疫病に関連する疫病源の野生動物の衛星追跡を行う単位、人員
に対して備案管理を実施する

未获得资质条
棉花加工资格认定
件，不得从事棉
花加工

資質条件を取得 綿花加工資格認定
せずに、綿花の
加工に従事して
はならない

未获得许可，不 生产农药登记许可
得从事农药的生 农作物田间试验审批
产和试验
开办农药生产企业审批
生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药审批

許可を得ずに、
農薬の生産、試
験に従事しては
ならない。

未履行法定程
从国外引进农业、林木种子、苗木及其他繁殖材料检疫审批
序，不得从事涉 松材线虫病疫木加工板材定点加工企业审批
农作物病虫害防
治和检验、检疫

法定の手順を履 国外からの農業、林木の種子、苗木及びその他繁殖材料の輸入審査・批
行せずに、農作 准
物関連病虫防除 マツ材線虫病被害木加工板材特定加工企業審査・批准
と検査、検疫に
従事してはなら
ない

（二）采矿业 採鉱業
未获得许可或资
质条件等，不得
从事矿产资源的
勘查开采及相关
116 服务

117

118

未履行法定程
序，不得从事有
可能存在安全风
险的矿产资源生
产经营

未获得许可或资
质条件等，不得
从事食品生产和
进出口
120

農薬生産登記許可
農作物畑試験の審査・批准
農薬生産企業設立の審査・批准
国家基準、業界基準を制定していないが、企業基準は既にある農薬生産
の審査・批准

采矿权审批登记
探矿权审批登记
页岩气勘查开采资质条件
矿产资源储量评审备案与储量登记核准
石油天然气勘探开发条件
限制稀土矿勘查、稀土矿和钨矿开采新立登记申请
开采黄金矿产资质认定
铀矿资源开采

許可或いは資質
条件を得ずに、
鉱山資源の勘
査・採鉱及び関
連サービスに従
事してはならな
い

採鉱権審査・批准登記
鉱脈探査権審査・批准登記
シェールガス勘査採掘資質条件
鉱山資源埋蔵量評価・審議備案及び埋蔵量登記審査・批准
石油天然ガス探査開発条件
制限レアアース鉱脈勘査、レアアースとタングステンの採掘新設登記申
請
金鉱産採掘資質認定
ウラン資源採掘

煤矿建设项目的安全设施设计审查
非煤矿矿山企业﹝中央管理的非煤矿山企业（总部）除外 ﹞安全生产许可
证核发
煤矿企业﹝涉煤中央企业（总部）除外 ﹞及煤矿安全生产许可证核发
非煤矿矿山建设项目的安全设施设计审查
金属冶炼建设项目的安全设施设计审查

法定の手順を履
行せずに、安全
リスクが存在す
る可能性がある
鉱産資源生産経
営に従事しては
ならない

石炭鉱建設プロジェクトの安全施設設計審査
非石炭鉱山企業（中央が管理する非石炭鉱山企業(本部)を除く）の安全
生産許可証審査・発給
石炭鉱企業（石炭関連中央企業（本部）を除く）及び石炭鉱安全生産許
可証審査・発給
非石炭鉱建設プロジェクトの安全施設設計審査
金属精錬建設プロジェクトの安全施設設計審査

未获得许可，不 石油天然气（含煤层气）对外合作专营、对外合作项目（含风险勘探区
得从事石油天然 块、合作开发区块和总体开发方案）限制准入
气（含煤层气）
对外合作

（三）制造业 製造業
未获得许可或检
疫，不得从事动
物饲养、屠宰和
119
经营

種畜・種禽生産経営許可
家畜遺伝材料生産の審査・批准
国外からの家畜家禽・蜂・蚕の遺伝資源の取入れ、国外への輸出或いは
国内の国外機構・個人との保護名簿に記載された家畜家禽・蜂・蚕の遺
伝資源を利用する研究協力の審査・批准

許可を得ずに、 石油天然ガス（炭層ガスを含む）対外合作特許経営、対外合作プロジェ
石油天然ガス
クト（リスク勘査区域、開発合作区域及び全体開発方案を含む）は参入
（炭層ガスを含 を制限する
む）対外合作に
従事してはなら
ない

设立动物饲养场（养殖小区）和隔离场所，动物屠宰加工场所，以及动物
和动物产品无害化处理场所审批
屠宰、出售或者运输动物，以及出售或者运输动物产品检疫
设立生猪定点屠宰厂（场）审批
饲料、饲料添加剂（含新饲料、新饲料添加剂）生产许可

許可或いは検疫
を受けずに、動
物飼養、屠殺と
経営に従事して
はならない

動物飼養場（養殖区）と隔離場所の設立；動物屠殺加工場、及び動物と
動物製品の無公害化処理上の審査・批准
動物の屠殺、販売及び運送、及び動物製品の販売、運送の検疫
生豚特定屠殺場の審査・批准
飼料、飼料添加物（新飼料、新飼料添加物）生産許可

新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种、进口无国标食品
安全性审查
进口食品生产企业注册和出口食品生产企业备案
食品相关产品生产许可
食品（含保健食品）生产许可
食品添加剂生产许可
特殊医学用途配方食品注册
婴幼儿配方乳粉产品配方注册
食盐生产许可
使用新原料保健食品注册和首次进口的保健食品（不包括补充维生素、矿
物质等营养物质的保健食品）注册审批

許可或いは資質
条件を取得せず
に、食品生産及
び輸出入に従事
していはならな
い

新食品原料、食品添加物新品種、食品関連製品新品種、国家基準がない
輸入食品の安全性審査
輸入食品生産企業登録及び輸出食品生産企業備案
食品関連食品の生産許可
食品（健康食品を含む）の生産許可
食品添加物生産許可
特殊医学用途調合食品登録
乳幼児調製粉乳製品調合方法登録
食用塩生産許可
新原料を使用する健康食品の登録及び健康食品（ビタミン、ミネラル等
の栄養物質補充のための健康食品を含まない）初回輸入登録の審査・批
准
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仮訳
项目号 主题词
未获得许可，不
得从事烟草制品
和涉烟产品的生
产
121

122

123

124

127

128

キーワード
許可を得ずに、
タバコ製品及び
タバコ関連製品
の生産に従事し
てはならない

禁止或は制限措置説明
タバコ製品生産企業の設立及びその分割、合併、清算の審査・批准
タバコ専売生産企業許可証の審査・発給
タバコ生産企業の投資プロジェクト、タバコ類投資プロジェクト審査・
許可
タバコ巻紙生産企業開設の審査・批准
タバコ用繊維束（アセテート繊維束、ポリプロピレン繊維 束）、フィル
ター生産企業開設の審査・批准
タバコ生産専用機械生産企業開設の審査・批准

印刷复制业特定 制作机动车登记证书、行驶证资格限制
业务属限制准入 印制发票资格限制
制作机动车号牌资格限制
制作机动车驾驶证资格限制
印制银行票据、清算凭证资格限制
印刷业（打字复印）业务审批
从事印刷经营活动企业的设立、变更审批
承印加工境外包装装潢和其他印刷品备案核准
音像复制单位、电子出版物复制单位接受委托复制境外音像制品、电子出
版物许可
非电子出版物出版单位委托电子出版物复制单位复制计算机软件、电子媒
体非卖品审批
印刷企业接受委托印刷境外出版物审批
内部资料性出版物准印证核发
印刷宗教内容的内部资料性出版物和宗教用品的审批
未获得许可，不 核材料许可证核发
得从事涉核生产 国防科技工业军用核设施安全设备设计、制造、安装、无损检验活动许可
经营
民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位许可证核发
民用核设施选址、建造、装料、运行、退役等活动审批
进口民用核安全设备安全检验合格审批
一类放射性物品运输容器的设计审查批准、制造许可证核发，使用境外单
位制造的一类放射性物品运输容器审批，一类放射性物品运输的核与辐射
安全分析报告书审查批准

印刷複製業の特 自動車登記証書、走行証の作成資格制限
定業務は参入制 発票印刷・製作資格制限
限に属する
自動車ナンバープレート製作資格制限
自動車運転免許証作成資格制限
銀行証憑、清算証憑制作資格制限
印刷業（タイプ、コピー）業務審査・批准
印刷経営活動に従事する企業の設立、変更の審査・批准
音楽映像複製単位、電子出版物複製単位の受託による国外音楽映像製
品、電子出版物複製の許可
非電子出版物出版単位が電子出版物複製単位に委託するパソコンソフ
ト、電子メディア非売品複製の審査・批准
印刷企業の受託による国外出版物印刷の審査・批准
内部資料性出版物印刷批准証の審査・発給
宗教内容の内部資料性出版物及び宗教用品印刷の審査・批准
国家秘密媒介複製、製作業務従事の秘密保持審査

未获得许可，不 肥料生产经营登记许可
得从事肥料生产
经营

許可を得ずに、 肥料生産経営登記許可
肥料生産経営に
従事してはなら
ない

未获得许可，不
得从事特定化学
品的生产经营及
项目建设

新建、改建、扩建危险化学品生产、储存的建设项目以及伴有危险化学品
产生的化工建设项目（包括危险化学品长输管道建设项目）安全设施设计
审查
第一类监控化学品生产、使用许可
第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化
学品生产特别许可
新建、扩建或者改建用于生产第二、三类监控化学品和第四类监控化学品
中含磷、硫、氟的特定有机化学品的设施建设审批和竣工验收
第一类监控化学品及其生产技术、专用设备进出口审核以及第二、三类监
控化学品及其生产技术、专用设备进出口审批
第一类、第二类易制毒化学品运输许可证核发
新建、改建、扩建危险化学品生产、储存的建设项目以及伴有危险化学品
产生的化工建设项目（包括危险化学品长输管道建设项目）安全条件审查
危险化学品 ﹝中央企业及其直接控股涉及危险化学品生产的企业（总部）
除外﹞安全生产许可证核发
第一类非药品类易制毒化学品生产许可证核发
危险化学品安全使用许可证核发
危险化学品经营许可证核发
第一类非药品类易制毒化学品经营许可证核发

許可を得ずに、
特定化学品の生
産経営及びプロ
ジェクト建設に
従事してはなら
ない

危険化学品生産、貯蔵建設プロジェクトの新築、改築、拡大及び危険化
学品生産に伴う化学工業建設プロジェクト（危険化学品長距離輸送パイ
プ建設プロジェクトを含む）の安全施設設計審査
第一類監督コントロール化学品生産、使用許可
第二、三類監督コントロール化学品及び第四類監督コントロール化学品
内にりん、硫、フッ素を含む特定有機化学品の生産、使用許可
第二、三類監督コントロール化学品及び第四類監督コントロール化学品
内のりん、硫、フッ素を含む特定有機化学品の生産に用いる施設の新
築、改築或いは拡大の建設審査・批准と竣工検収
第一類監督コントロール化学品及びその生産技術、専用設備の輸出入審
査及び第二類、三類監督コントロール化学品及びその生産技術、専用設
備の輸出入審査・批准
第一類、第二類毒物製造容易化学品運輸許可証審査・発給
危険化学品生産、貯蔵の建設プロジェクトの新築、改築、拡大及び危険
化学品生産に伴う化学工業建設プロジェクト（危険化学品長距離輸送パ
イプ建設プロジェクトを含む）の安全条件審査
危険化学品（中央企業及び中央企業が直接持分支配する危険化学品生産
関連の企業（本部）を除く）安全生産許可証審査・発給
第一類非薬品類毒物製造容易化学品生産許可証審査・発給
危険化学品安全使用許可証審査・発給
危険化学品経営許可証審査・発給
第一類非薬品類毒物製造容易化学品経営許可証審査・発給

未获得许可，不
得从事民用爆炸
物品、烟花爆竹
的生产经营

民用爆炸物品生产许可证核发
民用爆炸物品进出口审批
民用爆炸物品销售烟花爆竹安全生产许可证核发
生产、储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查
爆破作业单位许可证核发

許可を得ずに、
民用爆発物、花
火爆竹の生産経
営に従事しては
ならない

民用爆発物生産許可証審査・発給
民用爆発物輸出入審査・批准
民用爆発物販売・花火爆竹安全生産許可証審査・発給
花火爆竹の生産、貯蔵建設プロジェクト安全施設設計審査
爆発作業単位許可証審査・発給

未获得许可，不 化妆品生产许可
得从事化妆品的 国产特殊用途化妆品审批
生产经营
化妆品新原料审批
首次进口的化妆品审批（进口特殊用途化妆品和非特殊用途化妆品的审
批）

許可を得ずに、
化粧品の生産経
営に従事しては
ならない

化粧品生産許可
国産特殊用途化粧品審査・批准
化粧品新原料審査・批准
化粧品初回輸入審査・批准（特殊用途化粧品及び非特殊用途化粧品輸入
の審査・批准）

未获得许可或资
质条件，不得从
事药品的生产经
营

許可或いは資質
条件を得ずに、
薬品の生産経営
に従事してはな
らない

薬品生産企業許可
薬品生産委託審査・批准
薬物臨床試験機構資格認定
薬品生産品質管理規範（GMP）認証
国産薬品登録審査・批准（薬物臨床試験審査・批准；新薬証書審査・発
給；新薬或いは国家基準のある薬品生産審査・批准；国産薬品再登録審
査・批准；新薬研究製造、薬品生産の証明書取得済み及び添付資料内の
記載事項補充申請変更の審査・批准）
直接接触薬品の包装材料及び容器審査・批准
ワクチン類製品、血液製品、血液検査用体外診断剤及び国務院薬品監督
管理部門が規定したその他生物製品販売前或いは輸入時の検査或いは審
査・批准
薬物非臨床研究品質管理規範（GLP）認証
漢方薬生産品質管理規範（GAP）認証
第一類内薬品類の毒物製造容易化学品生産審査・批准
麻酔薬品及び精神薬品生産企業審査・批准
薬用補助材料登録審査・批准
漢方薬保護品種証書の審査・発給
麻酔薬品及び精神薬品実験研究活動及び成果譲渡の展開（関連）の審
査・批准
放射性薬品生産、経営企業審査・批准

125

126

禁止或限制措施描述
开办烟草制品生产企业及其分立、合并、撤销审批
烟草专卖生产企业许可证核发
卷烟生产企业的投资项目、卷烟类投资项目核准
开办生产卷烟纸企业审批
开办烟用丝束（二醋酸纤维丝束、聚丙烯纤维丝束）、滤嘴棒生产企业审
批
开办生产烟草专用机械的企业审批

药品生产企业许可
药品委托生产审批
药物临床试验机构资格认定
药品生产质量管理规范（GMP）认证
国产药品注册审批（药物临床试验审批；新药证书核发；新药或者已有国
家标准的药品生产审批；国产药品再注册审批；变更研制新药、生产药品
已获证明文件及附件中载明事项补充申请审批）
直接接触药品的包装材料和容器审批
疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外诊断试剂以及国务院药品监
督管理部门规定的其他生物制品销售前或进口时检验或审批
药物非临床研究质量管理规范（GLP）认证
中药材生产质量管理规范（GAP）认证
生产第一类中的药品类易制毒化学品审批
麻醉药品和精神药品生产企业审批
药用辅料注册审批
中药保护品种证书核发
开展（涉及）麻醉药品和精神药品实验研究活动及成果转让审批
放射性药品生产、经营企业审批
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許可を得ずに、
核関連生産経営
に従事してはな
らない

核材料許可証審査・発給
国家防衛科学技術工業軍事用核施設安全設備の設計、製造、据付、無損
傷検査活動許可
民用核安全設備の設計、製造、据付、無損傷単位許可証の審査・発給
民用核施設の場所選定、建設、各材料装入、運営、廃止等の活動の審
査・批准
民用核安全設備輸入安全検査合格の審査・批准
一類放射性物品運送容器の設計審査批准、製造許可証審査・発給、国外
単位が製造した一類放射性物品運送容器使用の審査・批准、一類放射性
物品運送の核及び放射安全分析報告書の審査・批准

仮訳
项目号 主题词
未获得许可，不
得从事兽药及兽
用生物制品的生
产、使用和进出
口
129

130

131

禁止或限制措施描述
兽药及兽用生物制品生产经营许可。兽药生产工艺确定与变更审批。兽药
产品批准文号核发及标签、说明书审批。强制免疫所需兽用生物制品的指
定生产
国内防疫急需的疫苗限制出口
兽医微生物菌（毒、虫）种保藏、进出口和使用审批
开展新兽药（新兽用生物制品）临床试验审批。新兽药注册和兽药变更注
册。研制新兽药使用一类病原微生物审批
兽用生物制品、进口兽用生物制品上市销售审查核对和抽查检验
进口兽药注册、再注册及兽药进口审批

キーワード
許可を得ずに、
動物用薬品と動
物用生物製品の
生産、使用及び
輸出入に従事し
てはならない

禁止或は制限措置説明
動物用薬品及び生物製品生産経営許可。動物用薬品生産工程の確定及び
変更審査・批准。動物用薬品及び製品批准文書番号発行及びラベル、説
明書審査・批准。
強制免疫に必要となる動物用生物製品の生産指定
国内疫病予防に至急必要なワクチンの輸出制限
動物用微生物菌（毒、虫）種の保存、輸出入及び使用審査・批准
新動物用薬品（新動物用生物製品）臨床試験展開審査・批准。新動物用
薬品登録及び動物用薬品変更登録。新動物用薬品を研究製造時の一類病
原微生物使用審査・批准
動物用生物製品、輸入動物用生物製品上場販売審査、照合、抽出検査
輸入動物用薬品の登録、再登録及び動物用薬品輸入審査・批准

未获得许可，不 枪支（含主要零部件）制造、配售特别许可及配置民用枪支审批
得从事武器装
武器装备科研生产许可
备、枪支的制造
和配售

許可を得ずに、 銃器（主要部品を含む）製造、配給販売特別許可及び民用銃器配置審
武器装備、銃器 査・批准
の製造、配給販 武器装備科学研究生産許可
売に従事しては
ならない

未获得许可或资
质条件，不得从
事特种设备的生
产

許可或いは資質
条件を得ずに、
特殊設備の生産
に従事してはな
らない

特种设备生产单位许可
警用标志、制式服装和警械生产资格认定
假肢和矫形器（辅助器具）生产装配企业资格认定
限制弩的制造、销售、进口

特殊設備生産単位許可
警察用標識、制服及び警察用器械生産資格認定
義肢及び矯正器（補助器具）生産取付配置企業資格認定
弩の製造、販売、輸入制限

132

未获得许可或检 制造、更新改造、购置、进口渔业船舶审批
验，不得从事渔 制造、更新改造、购置、进口的从事捕捞作业的船舶强制检验
船的制造、更
新、购置和进口

許可或いは資質 漁業船の製造、更新改造、購入、輸入審査・批准
条件を得ずに、 漁獲作業に従事する船舶の製造、更新改造、購入、輸入の強制検査
漁船の製造、更
新、購入及び輸
入に従事しては
ならない

133

未获得许可，不 第二类、第三类医疗器械生产企业许可
得从事医疗器械 国产医疗器械注册审批；进口医疗器械注册审批
的生产与进口
第三类高风险医疗器械临床试验审批

許可を得ずに、 第二類、第三類医療機器生産企業許可
医療機器の生産 国産医療器械登録審査・批准；医療機器輸入登録審査・批准
及び輸入に従事 第三類ハイリスク医療機器臨床試験審査・批准
してはならない

未获得许可，不
得从事民用航空
器及相关产品的
设计、生产、使
用和进出口

許可を得ずに、
民用航空機及び
関連製品の設
計、生産、使用
及び輸出入に従
事してはならな
い

134

民用航空器及其零部件出口适航批准
民用航空器（发动机、螺旋桨）型号合格证 /型号认可证（TC/VTC）核发
民用航空器（发动机、螺旋桨）生产许可（ PC）
民用航空器适航证（A/C）核发和外国民用航空器适航认可
民用航天发射项目许可证核发
民用航空器改装设计批准书 (MDA)核发
民用航空器特许飞行资格认可
民用航空器补充型号合格证（STC）/补充型号认可证（VSTC）核发
民用航空器型号设计批准书（TDA）核发
民用航空进口材料、零部件、机载设备设计批准认可书（VDA）核发
民用航空产品技术标准规定项目批准书（CTSOA）核发
民用航空器零部件制造人批准书 (PMA)核发
民用航空器零部件适航批准
民用航空油料供应商适航批准书、油料测试单位批准函核发
民用航空化学产品设计、生产批准

民用航空機とその部品輸出耐航批准
民用航空機（エンジン、プロペラ）型番合格証/型番認可証（TC/VTC）審
査・発給
民用航空機（エンジン、プロペラ）生産許可（PC）
民用航空機耐航証（A/C）審査・発給及び外国民用航空機耐航認可
民用航空機発射項目許可証審査・発給
民用航空機改造設計批准書（MDA）審査・発給
民用航空機特許飛行資格認定
民用航空機型番追加合格証（STC）/型番追加認可証（VSTC）審査・発給
引用航空機型番設計批准書（TDA）審査・発給
民用航空輸入材料、部品、搭載設備設計批准認可書（VDA）審査・発給
民用航空製品技術基準規定項目批准書（CTSOA）審査・発給
民用航空機部品製造者批准書（PMA）審査・発給
民用航空機部品耐航批准
民用航空燃料サプライヤー耐航批准書、燃料テスト単位批准レター審
査・発給
民用航空化学製品設計、生産批准

未获得许可，不 铁路运输基础设备生产企业审批
得从事铁路运输 铁路机车车辆设计、制造、维修或进口许可
基础设备的生产
和铁路机车车辆
的设计、制造、
维修、进口

許可を得ずに、 鉄道運輸インフラ生産企業審査・批准
鉄道運輸インフ 鉄道車両設計、製造、修理或いは輸入許可
ラの生産及び鉄
道車両の設計、
製造、修理、輸
入に従事しては
ならない

未获得许可，实 电信设备进网许可（含试用）
行进网许可证制
度的电信设备不
得接入公用电信
网使用和在国内
销售

許可を得ずに、 電信設備ネットワーク接続許可（試用を含む）
ネットワーク接
続許可証制度を
実行する電信設
備は公共電信
ネットワークに
接続使用及び国
内販売をしては
ならない

未获得许可，无 无线电发射设备型号核准
线电发射设备不
得生产、进口

許可を得ずに、 無線送信設備型番審査・批准
無線送信設備は
生産、輸入して
はならない

未获得许可，不 道路机动车辆生产企业及产品准入许可
得从事道路机动
车辆生产相关业
务

許可を得ずに、 道路自動車生産企業及び製品参入許可
道路自動車生産
関連業務に従事
してはならない

139

未获得许可，不 计算机信息系统安全专用产品销售许可证核发
得从事计算机信
息系统安全专用
产品的销售

許可を得ずに、 コンピューター情報システム安全専用製品販売許可証審査・発給
コンピューター
情報システム安
全専用製品の販
売に従事しては
ならない

140

未获得许可，不
得从事商用密码
产品的生产、销
售、进口、出口

商用密码产品生产单位审批
商用密码产品品种和型号审批
商用密码产品销售单位许可
密码产品和含有密码技术的设备进口许可
商用密码产品出口许可

許可を得ずに、
商用パスワード
製品の生産、販
売、輸入、輸出
に従事してはな
らない

商用パスワード製品生産企業審査・批准
商用パスワード製品品種と型番審査・批准
商用パスワード製品販売企業許可
パスワード製品及びパスワード技術を含む設備の輸入許可
商用パスワード製品輸出許可

未获得许可，不
得从事计量器具
制造、修理、销
售及进口

计量器具型式批准（样机试验、标准物质定级鉴定）
制造、修理计量器具许可证核发
制造、销售和进口国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具和国务院
禁止使用的其他计量器具审批
一级、二级国防计量技术机构设置审批

許可を得ずに、
計量器具の製
造、修理、販売
及び輸入に従事
してはならない

計量器具型番批准（試作品試験、基準物質レベル決定・鑑定）
計量器具製造、修理許可証審査・発給
国務院が廃棄を規定した非法定計量単位の計量器具及び国務院が使用を
禁止したその他計量器具の製造、販売及び輸入の審査・批准
一級、二級国家防衛計量技術機構設置審査・批准

135

136

137

138

141

142

使い捨て製品の 使い捨て製品の生産及び販売を制限する
生産及び販売は
参入制限に属す
る

一次性消费品的 限制一次性消费品的生产和销售
生产和销售属限
制准入
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仮訳
キーワード
禁止或は制限措置説明
許可を得ずに、 放射性アイソトープ及び放射線装置の生産、販売及び使用単位の許可証
放射性アイソ
審査・批准
トープ及び放射
線装置を生産、
販売及び使用し
てはならない

项目号 主题词
禁止或限制措施描述
未获得许可，不 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置单位的许可证核发
得生产、销售和
使用带放射性同
143 位素与射线装置

未获得资质条
重要工业产品生产许可证核发
件，不得从事重
要工业产品的生
产

資質条件を得ず 重要工業製品生産許可証
に、重要工業製
品の生産に従事
してはならない

未获得资质条
强制性产品认证
件，不得从事强
制性认证产品的
生产经营

資質条件を得ず 強制的製品認証
に、強制的認証
製品の生産経営
に従事してはな
らない

146

未获得资质条
报废汽车回收拆解企业资格认定
件，不得从事报
废汽车回收拆解

資質条件を得ず 廃車回収解体企業資格認定
に、廃車の回
収、解体に従事
してはならない

147

未获得资质条
从事农业机械维修应满足一定条件并取得维修技术合格证书
件，不得从事农
业机械的维修

資質条件を得ず 農業機械修理への従事は一定条件を満たし且つ修理技術合格証書を取得
に、農業機械の しなければならない
修理に従事して
はならない

未获得许可，不 从事武器装备科研生产业务保密审查
得从事涉及国防
的相关项目

許可を得ずに、 武器装備科学研究生産業務従事の秘密保持審査
国家防衛関連プ
ロジェクトに従
事してはならな
い

144

145

148

（四） 電力、熱力、ガス及び水の生産供給業
電力業界特定業 省、自治区、直轄市を跨ぐ電力供給営業区分及び許可証審査発行
務の生産経営は 省を跨ぐ発電、電力供給計画及び省級発動、電力供給計画備案審査・批
参入を制限する 准
電力業務従事許可
電力設備の取付業務（修理・テスト）への従事許可及び電気工ネット
ワーク接続作業許可

（四）电力、热力、燃气及水生产和供应业
电力行业特定业 跨省、自治区、直辖市的供电营业区划分和许可证核发
务的生产经营限 跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准
制准入
从事电力业务许可
149
从事承装（修、试）电力设施业务许可和电工进网作业许可

150

（五）建筑业
未取得资质条件
或履行法定程
序，不得从事建
筑业等工程建设
行为
151

152

153

154

155

156

市政公用分野特 ガス経営許可証の審査発給
定業務は参入を 都市・農村の排水及び汚水処理施設のメンテナンスに従事する運営機構
制限する
は、相応する条件を満たさなければならない

市政公用领域特 燃气经营许可证核发
定业务限制准入 从事城镇排水与污水处理设施维护运营单位应当具备相应条件

建筑工程施工许可
建筑业企业资质许可
建设工程地震安全性评价结果的审定及抗震设防要求的确定
危害地震监测设施和地震观测环境的建设工程项目
涉及国家安全事项的建设项目审批
工程质量检测机构资质许可
建筑施工企业安全生产许可证核发
超限高层建筑工程抗震设防审批
房屋建筑和市政工程建筑施工特种作业人员操作资格认定
建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全任职
资格认定
施工图设计文件审查

（五）建築業
資質条件を得ず
にまたは法定の
手順を履行せず
に、建築業等の
工事建設行為に
従事してはなら
ない

建築工事施工許可
建築業企業資質許可
建設工事地震安全性評価結果審査及び耐震防衛設計要求の確定
地震モニタリング施設及び地震観測環境に危害を及ぼす建設工事プロ
ジェクト
国家安全事項に係る建設プロジェクトの審査・批准
工事クオリティ測定機構の資質許可
建築施工企業安全生産許可証の審査・発給
制限超過高層建築工事耐震予防設計審査・批准
住宅建設及び市政工事建築施工特殊作業者操作資格認定
建築施工企業主要責任者、プロジェクト責任者及び専門安全生産管理者
安全職務資格認定
施工図設計書類審査

未依法取得选址 建设项目选址意见书核发
意见书的建设项
目，不得取得建
设项目批准文件

法に基づき選定 建設プロジェクト選定意見書の審査・発給
意見書を取得し
ていない建設プ
ロジェクトは、
建設プロジェク
ト批准文書を取
得してはならな
い

未依法取得建设 建设用地（含临时用地）规划许可证核发
用地规划许可
的，不得取得土
地使用权

法に基づき建設 建設用地（臨時用地を含む）計画許可証の審査・発給
用地計画許可を
取得していない
場合、土地使用
権を取得しては
ならない

未取得建设工程 建设工程（含临时建设）规划许可证核发
规划许可或未按
照建设工程规划
许可规定，不得
在规划区内进行
建设

建設工事計画許 建設工事（臨時建設を含む）計画許可証の審査・発給
可を取得してい
ないまたは建設
工事計画規定に
基づかない場
合、計画エリア
内で建設しては
ならない

未依法取得乡村 乡村建设规划许可核发
建设规划许可或
未按照乡村建设
规划许可规定，
不得在乡、村庄
规划区内进行乡
镇企业、乡村公
共设施和公益事
业建设

法に基づき農村 農村建設計画許可の審査・発給
建設計画許可を
取得していない
または農村建設
計画許可の規定
に基づかない場
合、都市・農村
計画エリア内で
企業、農村のイ
ンフラ及び公益
事業建設を行っ
てはならない

未经核实或经核 规划条件核实
实不符合规划条
件的，不得组织
竣工验收

事実証明してい 計画条件の証明
ないまたは事実
証明により計画
条件に合致して
いない場合、竣
工検収を組織し
てはならない
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仮訳
キーワード
禁止或は制限措置説明
審査・批准を得 歴史文化上の著名都市・鎮・村の保護範囲内での関連活動実施方案の審
ずに、歴史文化 査・批准
名城名鎮名村が
保護しているエ
リアで関連活動
を行ってはなら
ない

项目号 主题词
禁止或限制措施描述
未获得审批，不 历史文化名城名镇名村保护范围内进行相关活动方案的审批
得在历史文化名
城名镇名村保护
157 范围内进行相关
活动

未获得审批，不 历史文化街区、名镇、名村保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构造
得在历史文化街 物或者其他设施审批
区、名镇、名村
保护范围内拆除
历史建筑以外的
建筑物、构造物
或者其他设施

審査・批准を得 歴史文化街区、鎮、村が保護範囲内での歴史的建築物以外の建築物、構
ずに、歴史文化 造物またはその他施設取壊しの審査・批准
街区、名鎮名村
が保護している
エリアで歴史建
物以外の建物、
構造物またはそ
の他施設を取り
壊してはならな
い

未获得批准，不 历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用
得对历史建筑进 性质审批
行外部修缮装
饰、添加设施以
及改变历史建筑
的结构或者使用
性质

批准を未取得す 歴史的建築物の外部修繕装飾、施設の追加及び歴史的建築物の構造また
る場合、歴史的 は使用性質の変更の審査・批准
建築物の外部修
繕装飾、施設の
追加及び歴史建
物の構築または
使用性質の変化
をしてはならな
い

160

历史建筑保护措 历史建筑实施原址保护审批
施未获得审批，
历史建筑实施原
址保护的工作不
得开展

歴史的建築物保 歴史的建築物の本来の所在地保護実施の審査・批准
護措置について
審査・批准を得
ていない場合、
歴史建築物は本
来の所在地保護
を実施する業務
を行ってはなら
ない

161

未履行法定程
对外承包工程项目投标（议标）核准
序，不得从事对 对外承包工程资格核准
外承包工程

法定の手順を履 対外工事請負プロジェクト入札（協議入札）審査・許可
行せずに、対外 対外工事請負資格審査・許可
工事請負に従事
してはならない

162

未获得许可，不 在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批
得从事宗教建筑 在宗教活动场所外修建大型露天宗教造像审批。在宗教活动场所内建造露
物的建设
天佛像审批

許可を得ずに、 宗教活動場所内での建築物の改築或いは新築の審査・批准
宗教建築物の建 宗教活動場所外での大型屋外宗教彫像敷設の審査・批准。宗教活動場所
設に従事しては 内での屋外仏像建造の審査・批准
ならない

未获得许可，不 不同行政区域边界水工程水量分配方案许可
得从事水工程和 水土流失严重、生态脆弱的地区限制或者禁止可能造成水土流失的生产建
涉水工程建设
设活动
水利工程施工单位安全生产许可
国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程的审批
大坝管理和保护范围内建设项目审批

許可を得ずに、
水工事と水関連
工事建設に従事
してはならない

異なる行政区域の境界線水工事水量分配方案の許可
水土流出が重大、生態が脆弱な地区は水土流出をもたらす可能性のある
生産建設活動を制限或いは禁止する
水利工事施工企業安全生産許可
国家基本水文観測所上下流における水文モニタリングに影響を与える工
事建設の審査・批准
ダム管理及びダム保護範囲内での建築プロジェクトの審査・批准

未履行法定程
海洋工程建设项目环境保护设施 “三同时 ”检查批准
序，不得从事海 限制在领海基点保护范围内开展以保护领海基点为目的的工程建设
洋建设工程
海洋工程建设项目环境影响报告书核准
海底电缆管道铺设路由调查勘测、铺设施工审批
海域使用权审批（含招拍挂）

法定の手順を履
行せずに、海洋
建設工事に従事
してはならない

海洋エンジニアリング建設プロジェクトの環境保護施設「三つの同時」
検査の審査・許可
領海拠点保護範囲における領海拠点保護を目的とした工事建設を制限す
る
海洋エンジニアリング建設プロジェクト環境アセスメント報告書の審
査・許可
海底ケーブル配管埋設ルート調査測量、埋設工事の審査・批准
海域使用権審査・批准（招聘、競売、公示を含む）

158

159

163

164

（六）批发和零售业
未获得许可或资
质条件，不得从
事特定商品、技
术、服务的进出
口（含过境）

165

粮食（小麦、大米、玉米）、棉花进出口配额管理
煤炭出口配额审批
设立免税场所审批
向境外提供草类种质资源审批
对部分进出口货物实行许可证管理（目前适用商品详见本年度进口许可证
管理货物目录和出口许可证管理货物目录）
对部分货物实行进出口国营贸易经营资格管理 (目前适用商品包括出口玉
米、大米、棉花、原油、成品油、煤炭、钨、锑、白银和进口小麦、玉
米、大米、棉花、食糖、烟草、原油、成品油、化肥等 )
对部分进出口货物实行配额管理（目前适用商品详见本年度进口许可证管
理货物目录和出口许可证管理货物目录）
对部分货物（食糖、羊毛、毛条、化肥）实行进口关税配额管理
国家对加工贸易实行按商品分类管理，对加工贸易限制类和允许类商品实
行进出口业务审批和内销审批
技术进出口许可证管理
货物自动进口许可
对输港澳活畜禽实行经营资格管理（目前适用商品详见本年度出口许可证
管理货物目录）
暂时进出口货物的核准
进口药品、港澳台医药产品（包括进口药品、进口药材、临时进口药品）
注册审批
麻醉药品和精神药品进出口准许证核发
美术品进出口经营活动审批
危险化学品进出口环境管理登记证核发
列入限制进出口目录的放射性同位素进口审批
饲料、饲料添加剂进口登记
两用物项和技术进出口审批
进口可用作原料的固体废物国外供货商及国内收货人注册登记
从事进出境检疫处理业务单位及人员认定
进境动植物产品的国外生产、加工、存放单位和出境动植物及其产品、其
他检疫物的生产、加工、存放单位注册登记
加工贸易项下光盘进出口审核
经营免税商店监管条件审批
进境（过境）动植物及产品检疫审批
蛋白同化制剂、肽类激素进出口审批
核出口物项及相关技术审批
军品出口许可
黄金及其制品进出口审批
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（六）卸売と小売
許可或いは資質 食糧（小麦、米、トウモロコシ）、綿花輸出入割当額管理
条件を取得せず 石炭輸出割当額審査・批准
に、特定商品、 免税場所設立審査・批准
技術、サービス 国外への草種資源の提供審査・批准
の輸出入（経由 一部輸出入貨物に対し許可証管理を行う（現在の適用商品詳細は本年度
も含む）に従事 の輸入許可証管理貨物目録及び輸出許可証管理貨物目録を参照）
してはならない 一部貨物に対し輸出入国営貿易経営資格管理を行う（現在の適用商品は
トウモロコシ、米、綿花、原油、ガソリン、石炭、 タングステン、 ア
ンチモン、銀の輸出及び小麦、トウモロコシ、米、綿花、食用糖、煙
草、原油、ガソリン、化学肥料等の輸入を含む）
一部輸出入貨物に対し割当額管理を行う（現在の適用商品は本年度の輸
入許可証管理貨物目録及び輸出許可証管理貨物目録を参照）
一部貨物（食用糖、羊毛、モール、化学肥料）に対し輸入関税割当額管
理を行う
国家は加工貿易に対して商品分類管理を行い、加工貿易制限類及び許可
類商品に対し輸出入業務審査・批准と国内販売審査・批准を行う
技術輸出入許可証管理
貨物自動輸入許可
香港・マカオに輸出する生きている家畜・家禽に対して経営資格管理を
行う（現在の適用商品は本年度の輸出許可証管理貨物目録を参照）
一時輸出入貨物の審査・許可
輸入薬品、香港・マカオ・台湾の医薬製品（輸入薬品、輸入薬剤、臨時
輸入薬品を含む）登録審査・批准
麻酔薬品と精神類薬品輸出入準許証斯審査・発給
美術品輸出入経営活動審査・批准
危険化学品輸出入環境管理登記証審査・発給
輸出入制限目録に記載された放射性アイトソープ輸入審査・批准
飼料、資料添加剤輸入登記
両用品目及び技術輸出入審査・批准
原料に使用可能な固体廃棄物を輸入する場合の国外仕入先と国内受取人
登録登記
入出国検疫処理業務に従事する企業及び人員の認定
動植物製品を入国させる国外生産、加工、保管企業及び動植物を出国さ
せる及びその製品、その他検疫物生産、加工、保管企業登録登記
加工貿易項目下のディスク輸出入審査・批准
免税商店経営監督管理条件審査・批准
入国（経由）動植物及び製品検疫審査批准
蛋白同化製剤、ペプチドホルモン輸出入審査・批准
核輸出品目及び関連技術審査・批准
軍用品輸出許可
金及びその製品輸出入審査・批准

仮訳
项目号 主题词
禁止或限制措施描述
未获得许可，不 对中国企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理
得从事特定境外
166 投资业务

キーワード
禁止或は制限措置説明
許可を得ずに、 中国企業の国外投資が敏感な国家及び地区、敏感な業界に関連する場
特定国外投資業 合、審査・許可管理を行う
務に従事しては
ならない

未获得许可，不 企业取得从事拍卖业务的许可
得从事拍卖业务

許可を得ずに、 企業は競売業務への従事許可を取得する
競売業務に従事
してはならない

168

未获得资质条
直销企业及其分支机构直销经营资格的核准
件，不得从事直
销经营业务

資質条件を取得 直売企業及びその分支機構の直売経営資格の審査・許可
せずに、直売経
営業務に従事し
てはならない

169

未获得许可，不 药品批发、零售企业许可
得从事药品的经 药品经营质量管理规范（GSP）认证
营

許可を取得せず 薬品卸売、小売企業許可
に、薬品の経営 薬品経営品質管理規範（GSP）認証
に従事してはな
らない

170

未获得许可，不
得从事烟草及涉
烟产品的批发、
零售、进出口

許可を取得せず
に、煙草及び煙
草関連製品の卸
売、小売、輸出
入に従事しては
ならない

171

未获得许可，不 食盐批发经营许可
得从事食盐批发
经营

許可と取得せず 食塩卸売経営許可
に、食塩の卸売
経営に従事して
はならない

172

未获得许可，不 烟花爆竹经营（零售）许可证核发
得从事烟花爆竹 烟花爆竹经营（批发）许可证核发
批发零售

許可を取得せず 花火爆竹経営（小売）許可証審査・発給
に、花火爆竹卸 花火爆竹経営（卸売）許可証審査・発給
売小売に従事し
てはならない

未获得许可，不 原油、成品油批发经营资格审批
得从事原油、成 成品油零售经营资格审批
品油批发零售
国际航行船舶保税供油

許可を得ずに、 原油、ガソリン卸売経営資格審査・批准
原油、ガソリン ガソリン小売経営資格審査・批准
の卸売小売に従 国際航行船舶保税給油
事してはならな
い

未获得许可或履 小型船舶往来香港、澳门进行货物运输备案
行法定程序，不 承运境内海关监管货物的运输企业、车辆注册
得从事部分货物 长江驳运船舶转运海关监管的进出口货物审批
运输业务

許可を取得せず 小型船舶による香港、マカオ往来は貨物運輸備案を行う
に或いは法定の 国内税関監督管理貨物の運送を請け負う運輸企業、車両登録
手順を履行せず 揚子江運輸船舶による税関監督管理の輸出貨物転送の審査・批准
に、一部の貨物
運輸業務に従事
してはならない

未获得许可，不 农药经营资质许可
得从事农药经营

許可を取得せず 農薬経営資質許可
に、農薬経営に
従事してはなら
ない

未获得许可，不 经营、购买第一类中的药品类易制毒化学品审批
得从事易制毒化
学品的购销

許可を取得せず 第一類薬品類毒物製造容易化学品の経営、購入の審査・批准
に、毒物製造容
易化学品の購入
販売に従事して
はならない

未获得许可，不 药品批发企业经营蛋白同化制剂、肽类激素审批
得从事部分特殊 医疗用毒性药品的收购、经营单位批准
药品的经营业务 麻醉药品和第一类精神药品全国性批发企业审批
全国性批发企业向取得麻醉药品和第一类精神药品使用资格的医疗机构销
售麻醉药品和第一类精神药品审批
区域性批发企业需就近向其他省、自治区、直辖市行政区域内的取得麻醉
药品和第一类精神药品使用资格的医疗机构销售麻醉药品和第一类精神药
品的审批
麻醉药品和第一类精神药品区域性批发企业经营审批、专门从事第二类精
神药品批发企业经营审批
区域性批发企业从定点生产企业购买麻醉药品和第一类精神药品审批
麻醉药品和精神药品购买审批
第二类精神药品零售业务审批

許可を取得せず
に、一部特殊薬
品の経営業務に
従事してはなら
ない

178

未获得许可，不 第三类医疗器械经营许可
得从事特定医疗
器械的经营

許可を取得せず 第三類医療機器経営許可
に、特定医療機
器の経営に従事
してはならない

179

未获得资质条
军粮供应站、军粮代供点资格认定
件，不得从事特 粮食收购资格认定
定粮食经营业务 全国粮食流通及仓储、加工设施项目审批

資質条件を取得 軍用食糧供給所、軍用食糧供給代理資格認定
せずに、特定食 食糧買付資格認定
糧経営業務に従 全国食糧流通及び保管、加工施設プロジェクト審査・批准
事してはならな
い

167

173

174

烟叶收购专营
经营烟草专卖品批发业务许可
烟草制品批发企业的设立、分立、合并、撤销的审批
烟草专卖品进出口专营。烟草类货物进出口统一授权经营
烟草专卖零售许可
烟草专用机械的购进、出售、转让许可

175

176

177

（七）交通运输、仓储和邮政业
未获得许可或履 烟草专卖品准运证核发
行法定程序，不 核乏燃料道路运输通行许可
得从事特殊商品 麻醉药品和第一类精神药品运输证明、麻醉药品和精神药品邮寄证明核发
食盐托运或自运
180 的运输
承运、收寄应施检疫的林业植物及植物产品应取得《植物检疫证书》

181

未获得许可或履
行法定程序，不
得从事公路、水
运等建设项目及
相关业务
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薬品卸売企業による蛋白同化製剤、ペプチドホルモンの経営の審査・批
准
医療用毒性薬品の購入、経営企業審査許可
麻酔薬品及び第一類精神薬品の全国性卸売企業審査・批准
全国性卸売企業の麻酔薬品及び第一類精神薬品使用資格を取得した医療
機構向け麻酔薬品及び第一類精神薬品の販売に関する審査・批准
地域性卸売企業の最寄のその他省、自治区、直轄市行政区域内の麻酔薬
品及び第一類精神薬品使用資格を取得した医療機関向け麻酔薬品及び第
一類精神薬品の販売に関する審査批准
麻酔薬品及び第一類精神薬品の地域性卸売企業経営審査・批准、第二類
精神薬品卸売専門企業経営審査・批准
地域性卸売企業の特定生産企業からの麻酔薬品及び第一類精神薬品購入
の審査・批准
麻酔薬品及び精神薬品購入審査・批准
第二類精神薬品小売業務審査・批准

（七）交通運輸、倉庫、郵便業
許可を取得せず 煙草専売品準運輸許可証審査・発給
に或いは法定の 使用済み核燃料道路運輸通行許可
手順を履行せず 麻酔薬品及び第一類精神薬品運輸証明、麻酔薬品及び精神薬品郵送証明
に、特殊商品の 審査・発給
運輸に従事して 食塩託送或いは自己運送
はならない
検疫すべき林業植物及び植物製品の運送、配達の請負は《植物検疫証
書》を取得しなければならない
許可を取得せず
に或いは法定の
手順を履行せず
に、道路、水運
等建設プロジェ
クト及び関連業
務に従事しては
ならない

公路工程监理资质许可
公路、水运投资项目立项审批
公路工程施工许可
利用坝（堤）顶或者戗台兼作公路审批

煙草買収専門経営
煙草専売品卸売業務経営許可
煙草製品卸売企業の設立、分割、合併、取消の審査・批准
煙草専売品輸出入専門経営。煙草類貨物輸出入統一授権経営
煙草専売小売許可
煙草専用機械の購入、販売、譲渡許可

道路工事監理資質許可
道路、水運投資プロジェクト立案審査・批准
道路工事施行許可
ダム（堤防）頂上或いは補強用堤防頂上の道路との兼用に関わる審査・
批准

仮訳
キーワード
禁止或は制限措置説明
許可を取得せず 規定権限内での民用空港の新築、改築、拡大の審査・批准及び審査・照
に、民用空港を 合
新築、改築、拡
大をしてはなら
ない

项目号 主题词
禁止或限制措施描述
未获得许可，不 规定权限内对新建、改建和扩建民用机场的审批和审核
得新建、改建和
182 扩建民用机场

183

184

185

186

187

188

189

未获得许可或资
质条件，不得从
事铁路、道路运
输经营业务

客运、货运道路运输经营者许可证核发
道路运输站（场）经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训机构经营许
可
铁路运输企业准入许可
出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证核发
批准从事国际道路运输经营

旅客運送、貨物運送道路運輸経営者許可証審査・発給
道路運輸ステーション（場所）経営、自動車修理経営及び自動車運転手
訓練機構経営許可
鉄道運輸企業参入許可
タクシー経営資格証、車両運営証及び運転手乗客運送資格証審査・発給
国際道路運送経営の従事の批准

未获得许可，不 铁路无线电台设置审批及电台频率的指配
得设置铁路无线
电台

許可を取得して 鉄道無線局配置審査・批准及び通信周波数の指定
いない場合、鉄
道無線通信を配
置してはならな
い

未获得许可或资
质条件，不得从
事特定船舶运输
业务

許可または資質
条件を取得して
いない場合、特
定の船舶運送業
務に従事しては
ならない

船舶搭靠外轮许可
船舶进出港口审批
船舶污染港区水域作业审批
船舶载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批
船舶安全检验证书核发
船舶进入或穿越禁航区审批

船舶の外国船舶への係留許可
船舶の港への出入り許可
船舶の港湾水域を汚染する作業の許可
船舶の危険貨物・汚染有害性貨物の積載運送の港への出入り審査・批准
船舶安全検査証書の審査・発給
船舶の航行禁止区域内への進入或いは通過審査・批准

未获得许可，不 沿海水域划定禁航区和安全作业区审批
得从事沿海水域 打捞或者拆除沿海水域内沉船沉物审批
特定作业

許可を取得して 沿岸水域における航行禁止区域・安全作業区域画定審査・批准
いない場合、沿 沿岸水域内の沈没船・沈没物の引上げまたは解体作業の審査・批准
岸水域での特定
作業に従事して
いはならない

未获得许可或资
质条件，不得从
事涉及航道条件
及通航安全的生
产经营活动

許可または資質
条件を取得して
いない場合、水
路状況及び通航
安全にかかわる
生産経営活動に
従事してはなら
ない

通航水域の海岸線の安全使用、水上・水下作業の許可
大型施設、移動型作業台、基準超過物体の水上曳航審査・批准
水先案内人の任命資格の許可
航路条件及び通航安全影響論証

未获得许可或资 港口深水岸线使用审批
质条件，不得从 港口内进行采掘、爆破等活动的许可
事港口特定业务 经营港口理货业务许可
从事港口经营资质许可
危化品港口建设项目安全条件审查
港口进行危险货物的装卸、过驳作业许可
新建、改建、扩建从事港口危险货物作业的建设项目安全设施专项验收

許可または資質
条件を取得して
いない場合、港
口の特定業務に
従事してはなら
ない

港口の水深区域の沿岸線の使用審査・批准
港口内での採掘、爆破等の活動実行許可
港口貨物整理業務の経営許可
港口経営従事の資質許可
危険化学品を取り扱う港口建設プロジェクトの安全条件審査
港口の危険貨物の積卸、艀荷役作業許可
港口の危険貨物作業従事に係る建設プロジェクト安全施設の新規建設・
改築・拡大の特別項目検収

未获得许可或资 从事海员外派业务审批
质条件，不得从 从事海船船员服务业务审批
事海员特定服务 培训机构从事船员、引航员培训业务审批
业务

許可または資質 海員国外派遣業務従事に関する審査・批准
条件を取得して 海船船員サービス業務従事に関する審査・批准
いない場合、海 研修機構による船員、水先案内人研修業務に関する審査・批准
員の特定サービ
ス業務に従事し
てはならない

未获得许可或资 航运公司安全营运与防污染能力符合证明核发
质条件，不得从 船舶污染物接收单位从事船舶垃圾、残油、含油污水、含有毒有害物质污
事航运防污业务 水接收作业审批

許可または資質 水上運送会社の安全運営及び汚染予防能力適合証明の審査・発給
条件を取得して 船舶汚染物の引受会社による船舶ゴミ、残油、油分を含んだ汚水、有毒
いない場合、水 有害物質を含んだ汚水の引受作業従事に関する審査・批准
上運送汚染防止
業務に従事して
はならない

未获得许可或资
质条件，不得从
事特定航运及相
关业务

許可または資質
条件を取得して
いない場合、特
定の水上運営及
び関連業務に従
事してはならな
い

通航水域岸线安全使用和水上水下活动许可
大型设施、移动式平台、超限物体水上拖带审批
引航员任职资格审批
航道条件及通航安全影响论证

190

191

許可或いは資質
条件を取得せず
に、鉄道、道路
運送の経営業務
に従事してはな
らない

国际海上运输业务及海运辅助业务经营审批
禁止使用外国籍船舶经营国内水路运输业务（经交通运输部特殊批准情
形、中资方便旗船舶从事国内其他港口与自贸区港口之间的沿海捎带业务
除外）
限制经营国际船舶管理业务
内地与台湾、港澳间海上运输业务审批
限制新增省际旅客、危险品水路运输企业。限制新增省际客船、危险品船
运力
限制个人经营内河普通货船运输业务
限制经营省际普通货船运输、省内水路运输
限制经营国内船舶管理业务
限制个人从事危险化学品水路运输装卸管理
限制从事水运工程监理、水运机电工程专项监理
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国際海上運輸業務及び海運補助業務の経営審査・批准
外国船舶を使用した国内水上運送業務経営を禁止する（交通運送部が特
別に審査・許可した場合、中資系の便宜置籍船が国内その他港口と自貿
区港口間の沿海兼営業務に従事する場合を除く）
国際船舶管理業務の経営を制限する
中国大陸と台湾・香港・マカオ間の海上運輸業務の審査・批准
省を跨ぐ旅客、危険品の水上運輸企業の新設を制限する。省を跨ぐ客
船、危険品を運送する船舶の運送能力を制限する
内陸河川での一般貨物船による運輸業務の個人経営を制限する
省を跨ぐ一般貨物船舶による運輸業務、省内の水上運輸業務の経営を制
限する
国内船舶管理業務の経営を制限する
個人が危険化学品の水上運輸・積卸管理に従事することを制限する
水上運輸工事監理、水上運送の機電工事の専門監理への従事を制限する

仮訳
项目号 主题词
未获得许可或资
质条件，不得从
事特定民用航空
经营业务

192

禁止或限制措施描述
公共航空运输企业航线（航班运输）经营许可
公共航空运输企业经营许可证核发
国内航空公司旅客、行李国际运输总条件批准。货物国际运输总条件、客
票、货运单格式样本批准
通用航空经营许可
民用航空器维修单位维修许可
民航专业工程招投标管理
民用航空情报服务及产品的提供
民用机场使用许可证核发
民航通信导航监视设备使用许可
民航无线电台（站）址审批、频率及呼号指配、航空器电台执照核发
在中国境内国际国内定期和不定期飞行计划审批
双边航空运输航权安排（指定空运企业数量、资格、航线表、运力、代码
共享安排等）（港澳台参照办理）
与港澳台航空运输航权安排（指定空运企业数量、资格、航线表、运力、
代码共享安排等）
航空营运人运输危险品资格批准
特殊通用航空飞行活动任务审批
大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定
小型航空器商业运输运营人合格审定
商业非运输运营人、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行合格审定
飞行训练中心合格审定
民用航空器驾驶员学校审定
民用航空维修技术人员学校合格审定
飞行签派员培训机构合格审定
用于民用航空器驾驶员训练、考试或检查的飞机模拟机、飞行训练器鉴定
审批
在民用机场内从事航空燃油供应许可
民航安检设备使用许可

キーワード
許可または資質
条件を取得して
いない場合、特
定の民営航空経
営業務に従事し
てはならない

禁止或は制限措置説明
公共航空運送企業の航路（航空便運送）経営の許可
公共航空運送企業の経営許可証の審査・発給
国内航空企業の旅客、荷物国際運送の総条件の審査・許可。貨物国際運
送の総条件、チケット、貨物運送伝票書式の審査・許可
一般航空経営許可
民用航空機メンテナンス企業のメンテナンス許可
民間航空専門工事入札募集管理
民間航空の情報サービス及び製品の提供
民用空港の使用許可書の審査・発給
民間航空の通信・ナビゲーション・モニタリング設備の使用許可
民間航空の無線局（ステーション）住所の審査・批准、周波数及びコー
ルサインの指定、航空機ラジオ・ライセンスの審査・発給
中国国内の国際・国内の定期・不定期のフライト・プランの審査・批准
二国間航空運送の飛行権の調整（指定航空運送企業の数量、資格、航路
表、運送能力、コードシェア調整等）（香港・マカオ・台湾の場合、当
該条文を参照のこと）
香港・マカオ・台湾の航空運送の飛行権の調整（指定航空運送企業の数
量、資格、航路表、運送能力、コードシェア調整等）
航空運営者の危険品輸送資格の審査・許可
特殊一般航空飛行活動任務の審査・批准
大型航空機の公共航空運送引受者の運行適格審査決定
小型航空機の商業運送運営者の適格審査決定
営業型の非運輸運営者、私用大型航空機運営者、航空機代理管理者の運
営適格審査決定
飛行訓練センター適格審査決定
民用航空機パイロット養成学校の審査決定
民用航空のメンテナンス技術者養成学校の適格審査決定
飛行ディスパッチャー養成学校の適格審査決定
民用航空機パイロットの訓練、試験または検査に用いるフライトシミュ
レータ、飛行訓練装置の鑑定審査・批准
民用空港内の航空燃料供給許可
民間航空のセキュリティチェック設備の使用許可

未获得许可，不 设立保税仓库、出口监管仓库、保税物流中心（A型）或保税物流中心（B
得设立海关保税 型）审批
监管场所和从事
相关业务

許可を取得して 保税倉庫、輸出監督管理倉庫、保税物流センター（Ａ型）または保税物
いない場合、税 流センター（Ｂ型）の審査・批准
関監督管理場所
の設立および関
連業務の従事を
行ってはならな
い

未获得许可，不 海关监管货物仓储审批
得经营海关监管
货物仓储业务

許可を取得して 税関監督管理貨物保管の審査・批准
いない場合、税
関監督管理貨物
の貯蔵業務を経
営してはならな
い

195

未获得许可或资 原油、成品油仓储经营资格审批
质条件，不得从 中央储备粮代储资格认定
事特定商品仓储
经营业务

許可または資質 原油、石油製品の保管経営資格の審査・批准
条件を取得して 中央食料貯蓄の代理貯蓄資格認定
いない場合、特
定商品の貯蔵経
営業務に従事し
てはならない

196

未获得许可，不 快递业务经营许可
得从事或处置寄 撤销提供邮政普遍服务的邮政营业场所审批
递业务
邮政企业停止办理或者限制办理邮政普遍服务业务和特殊服务业务审批
经营邮政通信业务审批

許可を取得して
いない場合、郵
送・配達業務の
従事または処理
を行ってはなら
ない

未获得许可，不 纪念邮票和特种邮票发行计划审批
得从事或处置邮 纪念邮票图案审查
资凭证业务
停止使用邮资凭证审批
仿印邮票图案及其制品审批

許可を取得して 記念切手及び特殊切手発行計画の審査・批准
いない場合、郵 記念切手図案の審査
便料金証憑業務 郵便料金証憑の使用停止の審査・批准
の従事または処 切手図案及びその製品複製の審査・批准
理を行ってはな
らない
（八）宿泊及び飲食業

193

194

197

（八）住宿和餐饮业

198

未获得资质条
食品（含保健食品）经营许可
件，不得从事食
品生产经营业务

資質条件を取得 食品（健康食品を含む）経営許可
していない場
合、食品生産経
営業務に従事し
てはならない

未获得资质条
清真食品生产经营企业及个体工商户开办审核
件，不得从事清
真食品生产经营

資質条件を取得 ハラル食品生産経営企業及び個人事業主の開業審査
していない場
合、イスラム食
品の生産経営に
従事してはなら
ない

199

（九）情報伝送、ソフトウェア及び情報技術サービス業
許可を取得して 電信業務経営許可（商用試験を含む）
いない場合、電 新規電信業務の試営業の備案審査・許可
信業務に従事し
てはならない

（九）信息传输、软件和信息技术服务业
未获得许可，不 电信业务经营许可（含商用试验）
得从事电信业务 试办电信新业务备案核准
200

201

202

配達業務の経営許可
郵便一般サービスを提供する郵政営業場所取消の審査・批准
郵便企業による郵便一般サービス業務及び特殊サービス業務の取扱停止
または取扱制限の審査・批准
郵便通信業務経営の審査・批准

未获得许可或资
质条件，不得从
事信息传输设施
建设和经营

无线电频率分配和指配
无线电台（站）呼号指配
无线电台（站）设置、使用审批
交通系统无线电台审批
全国性信息网络工程或者国家规定限额以上建设项目的公用电信网、专用
电信网、广播电视传输网建设审核
电信网码号资源使用和调整审批

許可または資質
条件を取得して
いない場合、情
報伝達施設の建
設・経営に従事
してはならない

無線周波数の割当及び指定
無線局（ステーション）のコールサインの指定
無線局（ステーション）設置、使用の審査・批准
交通システム無線局の審査・批准
全国性の情報ネットワーク工事または国家規定限度額以上の建設プロ
ジェクトの公共電信ネットワーク、専用電信ネットワーク、ラジオ・テ
レビ転送ネットワークの建設の審査・批准
電信ネットワーク・コード・リソースの使用及び調整の審査・批准

許可または資質 国内単位の国外衛星リソースのリース審査・許可
条件を取得して 衛星ネットワーク空間ラジオ局設置のの審査・批准
いない場合、衛 衛星通信ネットワークの構築及び衛星地上局の設置に関する承認
星及びネット通
信のインフラ関
連業務に従事し
てはならない

未获得许可或资 境内单位租用境外卫星资源核准
质条件，不得从 设置卫星网络空间电台审批
事卫星和网络通 建立卫星通信网和设置卫星地球站审批
信基础设施相关
业务
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仮訳
キーワード
許可または資質
条件を取得して
いない場合、イ
ンターネット経
営業務に従事し
てはならない

禁止或は制限措置説明
インターネット接続サービスの営業場所の経営許可
主導電信企業が策定した相互乗入規定の承認
インターネット経由の視聴番組放映に係る許可書の審査・発給
インターネット・ニュース情報サービス許可
非経営性インターネット情報サービス備案審査・許可
経営性インターネット文化企業の設立審査・批准
インターネット文化単位が輸入したインターネット文化商品の内容審査
インターネット薬品取引サービス企業の審査・批准
薬品・医療機器のインターネット情報サービス・取引サービス企業の審
査・批准

未满足股比要
非公有资本参股有线电视分配网建设和经营股比限制
求，非公有资本 新闻媒体融资批准及控股权限制。转制为企业的出版社、报刊社、文化产
不得投资新闻传 品进口公司等，要坚持国有独资或国有绝对控股
媒领域特定业务

持分比率の要件
を満たしていな
い場合、非公有
資本がニュー
ス・メディア分
野の特定業務に
投資してはなら
ない

非公有資本によるケーブルテレビ配線ネットワークの建設及び経営に出
資する場合の出資比率制限
ニュース・メディア融資の審査・許可及び持分権の制限。企業へ組織変
更した出版社・新聞社・文化商品輸入会社等は、国有独資または国有絶
対支配を堅持しなければならない

205

未获得许可，无 无线电发射设备进关核准
线电发射设备不
得进关

許可を取得して 無線電波送信設備の通関審査・許可
いない場合、無
線電波発射設備
が通関してはな
らない

206

未获得许可，不 设立国际通信出入口局审批
得从事国际通信
出入口业务

許可を取得して 国際通信輸出入局設立の審査・批准
いない場合、国
際通信輸出入業
務に従事しては
ならない

未获得许可或资 电子认证服务许可
质条件，不得从 电子认证服务使用密码许可
事电子认证服务 电子政务电子认证服务机构认定
相关业务

許可または資質 デジタル認証サービス許可
条件を取得して デジタル認証サービスの使用パスワード許可
いない場合、デ デジタル行政事務のデジタル認証サービス機構の認定
ジタル認証サー
ビス関連業務に
従事してはなら
ない

未获得许可或资 互联网域名根服务器设置及其运行机构和注册管理机构的设立审批
质条件，不得从 设立互联网域名注册服务机构审批
事互联网域名服
务相关业务

許可または資質 インターネット・ドメイン・ルートサーバーの設置及びその運営機構及
条件を取得して び登録管理機構の設立の審査・批准
いない場合、イ インターネット・ドメイン登録サービス機構の審査・批准
ンターネット・
ドメインネー
ム・サービス関
連業務に従事し
てはならない

未获得许可，不 从事涉密信息系统集成业务保密审查
得从事涉密信息
系统处理业务

許可を取得して 機密情報システム収集業務への従事に関する秘密保持審査
いない場合、機
密情報システム
処理業務に従事
してはならない

项目号 主题词
未获得许可或资
质条件，不得从
事互联网经营业
务
203

204

207

禁止或限制措施描述
互联网上网服务营业场所经营许可
主导电信企业制定的互联规程审批
网上传播视听节目许可证核发
互联网新闻信息服务许可
非经营性互联网信息服务备案核准
设立经营性互联网文化单位审批
互联网文化单位进口互联网文化产品内容审查
互联网药品交易服务企业审批
药品医疗器械互联网信息服务、交易服务企业审批

208

209

（十）金融业
未获得许可或资 银行业金融机构及其分支机构设立、变更、终止及业务范围审批
质条件，不得设 非银行金融机构（分支机构）设立、变更、终止以及业务范围审批
立金融机构
证券公司设立审批
证券金融公司设立审批
证券公司设立、收购或者撤销分支机构审批
证券公司增加注册资本且股权结构发生重大调整、变更持有 5%以上股权的
股东、实际控制人审批
期货交易场所和期货专门结算机构设立审批
除上海黄金交易所和上海期货交易所外，其他任何地方、机构或个人均不
得设立黄金交易所或在其他交易场所内设立黄金交易平台
期货公司设立、变更注册资本、变更5%以上股权的审批
公募基金管理公司设立
210
公募基金管理公司变更重大事项审批
设立典当行及分支机构审批
保险公司及其分支机构设立、保险公司终止（解散、破产）
保险资产管理公司及其分支机构设立和终止（解散、破产和分支机构撤
销）审批
专属自保组织和相互保险组织设立、合并、分立、变更和解散审批
保险集团公司及保险控股公司设立、合并、分立、变更、解散审批
设立保险公估机构审批

（十）金融業
許可又は資質条
件を取得せず
に、金融機関を
設立してはなら
ない

銀行業金融機関とその分支機構の設立、変更、終了及び業務範囲の審
査・批准
非銀行金融機関（分支機構）の設立、変更、終了及び業務範囲の審査・
批准
証券会社設立の審査・批准
証券金融会社設立の審査批准
証券会社分支機構設立・買収又は取消の審査・批准
証券会社が登録資本を増加し、且つ持分構造に重大な調整、5％以上の持
分を保有する株主、実際支配者の変更が発生した場合の審査・批准
先物取引所と先物専門決済機構設立の審査批准
上海黄金取引所及び上海先物取引所を除き、その他地方、機構又は個人
は金取引所或いは他の取引場に金取引プラットフォームを設立してはな
らない
先物会社の設立、登録資本変更、5%以上の持分変更の審査・批准
公募ファンド管理会社設立
公募ファンド管理会社の重大事項変更の審査批准
質屋及び分支機構設立の審査批准
保険会社及びその分支機構設立、保険会社の終了（解散、破産）
保険資産管理会社及びその分支機構設立と終了（解散、破産と分支機構
の取消）の審査批准
専属自己保険組織と相互保険組織設立、合併、分割、変更と解散の審
査・批准
保険グループ会社及び保険持株会社設立、合併、分割、変更、解散の審
査批准
保険損害査定機構設定の審査批准

未获得许可，境 证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构审批
内市场主体不得 期货公司设立、收购、参股境外期货类经营机构审批
在境外投资经营
证券、期货业务

許可を取得せず 証券会社の国外での証券経営機構設立、買収或いは資本参加の審査・批
に、国内市場主 准
体は外国で証
先物会社の国外先物類経営機構設立、買収、資本参加の審査・批准
券・先物業務を
投資経営しては
ならない

212

未获得许可，不 在银行间债券市场发行金融债券审批
得发行债券
境内金融机构赴境外发行人民币债券审批
企业债券发行核准
公司债券发行核准
上市公司发行可转换为股票的公司债券核准
保险公司发行次级定期债审批

許可を取得せず 銀行間債券市場での金融債券発行の審査・批准
に、債券を発行 国内金融機関の国外への人民元債券発行の審査・批准
してはならない 企業債券発行の審査・許可
会社債券発行の審査・許可
上場会社の株式転換可能な会社債券発行の審査・許可
保険会社の劣後債発行の審査・批准

213

未获得许可或资 金融债券承销商应符合相关条件
质条件，不得从 银行间债券市场结算代理人审批
事债券业务
银行间债券市场做市商审批
进入全国银行间债券市场备案
证券公司发行短期融资券应符合相关条件

許可又は資質条
件を取得せず
に、債券業務に
従事してはなら
ない

211
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金融債券引受業者は関連条件に合致しなければならない
銀行間債券市場決済代理人の審査・批准
銀行間債券市場マーケットメイカーの審査・批准
全国銀行間債券市場参入の備案
証券会社の短期融資券発行は関連条件に合致しなければならない

仮訳
项目号 主题词
未获得许可或资
质条件，不得从
事特定金融业务

214

215

216

217

218

221

キーワード
許可又は資質条
件を取得せず
に、特定の金融
業務に従事して
はならない

禁止或は制限措置説明
商業銀行、政策性銀行、金融資産管理会社の株式投資及び商業銀行の総
合的経営への対外従事の審査・批准
銀行、農村信用社、両替機構及び非金融機関等による人民元転、外貨転
業務の市場参入、脱退の審査・批准
銀行口座開設許可証の審査・発給
銀行カード清算業務への従事の許可
金融機関企業年金基金経営管理許可証の審査・発給
保険、証券会社等の非銀行金融機関による外貨業務の市場参入、脱退の
審査・批准
証券取引所、証券登記決済構造の定款と業務規則の審査・批准
証券会社の業務範囲変更の審査・批准
先物会社の業務範囲変更の審査・批准
保証・推薦機構の登録
証券会社が顧客の証券売買提供する証券信用取引サービスの審査・批准
先物会社の国内及び国外先物ブローカー業務、先物投資コンサルティン
グ業務経営の許可
その他先物経営機構の先物投資コンサルティング業務従事資格の審査・
批准
ファンドサービス機構の登録
ファンド公開募集申請の登録
ファンド受託管理人資格の審査・批准 認可
保険会社は重大な事項を変更の審査・批准
保険資産管理会社は重大な事項を変更の審査・批准
社会公衆の利益に係わる保険の種類、法により強制保険を実行する保険
の種類と新たに開発する生命保険の種類等の保険条項と保険料率の審
査・批准
保険会社の保険資金運用形式拡張の審査・批准
保険代理店、保険ブローカーは保険代理業務、保険ブローカー業務経営
の審査・批准
全国中小企業株式譲渡システム会社の定款と業務規則の審査・批准
公募ファンド管理人資格の審査・批准
全国銀行間取引市場参入の審査・批准

未获得许可或资 商业银行、信用社代理支库业务审批
质条件，不得从 国库集中支付代理银行资格认定
事代理国库业务

許可又は資質条 商業銀行、信用社の代理店業務の審査・批准
件を取得せず
国庫集中支払代理銀行資格の認定
に、国庫代理業
務に従事しては
ならない

未获得许可或资
质条件，非金融
机构不得从事证
券期货服务及支
付业务

許可又は資質条
件を取得せず
に、非金融機関
は証券・先物先
物サービス及び
支払業務に従事
してはならない

資産評価機構の証券サービス業務従事資格の審査・批准
会計士事務所の証券、先物サービス業務従事の審査・批准
投資コンサルティング、財務顧問、資金信用格付既往の証券サービス業
務従事の審査・批准
非金融機関の支払業務従事の許可

未履行法定程
合格境外机构投资者投资额度、账户、资金汇出入审批与外汇登记证核发
序，境内、外投 合格境内机构投资者境外证券投资额度审批
资者不得从事证 跨境从事有价证券、衍生产品发行、交易外汇登记
券投资、衍生产
品发行、外汇交
易业务

法定の手順を履
行せずに、国内
外投資者は証券
投資、デリバ
ティブ商品の発
行、外貨取引の
業務に従事して
はならない

適格海外機関投資家の投資限度額、口座、資金送入金の審査・批准及び
外貨登記証の審査・発給
適格国内機関投資家の国外証券投資限度額の審査・批准
有価証券、デリバティブ商品の発行、外貨取引登記へのクロスボーダー
による従事

未获得许可，境 境内机构外债、对外或有负债、外债转贷款审批、登记及履约核准
内机构不得从事
外债业务

許可を取得せず 国内機構の外債、対外偶発債務、外債の貸付への転化の審査批准、登記
に、国内機構は 及び契約履行の審査・許可
外債業務に従事
してはならない

未获得许可或履
行法定程序，不
得从事外汇相关
业务

許可を取得或い
は法定の手順を
履行せずに、外
貨関連業務に従
事してはならな
い

219

220

禁止或限制措施描述
商业银行、政策性银行、金融资产管理公司对外从事股权投资及商业银行
综合化经营审批
银行、农信社、兑换机构及非金融机构等结汇、售汇业务市场准入、退出
审批
银行账户开户许可证核发
从事银行卡清算业务许可
金融机构经营管理企业年金基金许可证核发
保险、证券公司等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出审批
证券交易所、证券登记结算结构的章程和业务规则的审批
证券公司变更业务范围审批
期货公司变更业务范围审批
保荐机构注册
证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务审批
期货公司经营境内及境外期货经纪业务、期货投资咨询业务许可
其他期货经营机构从事期货投资咨询业务资格的审批
基金服务机构注册
公开募集基金申请注册
基金托管人资格核准
保险公司重大事项变更审批
保险资产管理公司重大事项变更审批
关系社会公众利益的保险险种、依法实行强制保险的险种和新开发的人寿
保险险种等的保险条款和保险费率审批
保险公司拓宽保险资金运用形式审批
保险代理机构、保险经纪人经营保险代理业务、保险经纪业务许可
全国中小企业股份转让系统公司章程和业务规则的审批
公募基金管理人资格审批
进入全国银行间同业拆借市场审批

资产评估机构从事证券服务业务资格审批
会计师事务所从事证券、期货服务业务审批
投资咨询、财务顾问、资信评级机构从事证券服务业务审批
非金融机构从事支付业务许可

进口单位进口付汇核查；出口单位出口收汇核查
境内机构（不含商业银行）向境外提供商业贷款审批与登记
资本项目外汇资金汇出境外的购付汇核准
资本项目外汇资金结汇核准
外汇账户的开立、变更、关闭、撤销以及账户允许保留限额核准
外币现钞提取、调运和携带出境审核

輸入単位は輸入に係る対外支払の審査；輸出単位の輸出に係る外貨受取
の審査
国内機構（商業銀行を含まない）の国外向け商業貸付提供の審査・批准
と登記
資本項目外貨資金の国外送金に係る外貨転・対外支払の審査・批准
資本項目外貨資金の人民転の審査・許可
外貨口座の開設、変更、閉鎖、取消及び口座の保留許可限度額の審査・
許可
外貨現金を引出、調達及び携帯する出国の承認

未获得许可，不 公司公开发行股票（ A股、 B股）核准
得发行股票
上市公司非公开发行新股核准
境内企业直接或间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易审批

許可を取得せず 会社の株式（A株、B株）公開発行の審査・許可
に、株式を発行 上場会社の新株非公開発行の審査・許可
してはならない 国内企業の直接或いは間接的な国外への証券発行又はその証券の国外上
場・取引の審査・批准

未获得许可，不
得从事特定的上
市公司并购重组
行为

許可を取得せず
に、特定の上場
会社の合併・再
編行為に従事し
てはならない

上市公司合并、分立核准
要约收购义务豁免核准
上市公司发行股份购买资产核准
上市公司重大购买、出售、置换资产行为（构成借壳上市的）审批

上場会社の合併、分割の審査・許可
申込買収義務免除の審査・許可
上場会社の株式発行による資産購入の審査・許可
上場会社の重大な資産購入、販売、置換行為（裏口上場を構成する場
合）の審査・批准

222

未获得许可，不 商业银行跨境调运人民币现钞审核
得跨境调运人民
币现钞

許可を取得せず 商業銀行の人民元現金のクロスボーダー調達の審査
に、クロスボー
ダーで人民元現
金を調達しては
ならない

223

未获得资质条
印制人民币资格限制
件，不得从事人
民币印制业务

資質条件を取得 人民元印刷資格の制限
せずに、人民元
印刷業務に従事
してはならない

224

未获得许可或资 经营流通人民币审批
质条件，不得经 装帧流通人民币审批
营流通人民币、
装帧流通人民币

許可又は資質条 流通人民元経営の審査・批准
件を取得せず
流通人民元装丁の審査・批准
に、流通人民元
を経営・流通人
民元を装丁して
はならない
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仮訳
项目号 主题词
未获得许可或资
质条件，不得从
事人民币特有材
料、技术、设备
225 生产经营业务及
使用人民币图样

禁止或限制措施描述
研制、仿制、引进、销售、购买和使用人民币所特有的防伪材料、防伪技
术、防伪工艺和专用设备限制
在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样审批

キーワード
許可又は資質条
件を取得せず
に、人民元特有
の材料、技術、
設備の生産・経
営する業務に従
事及び人民元の
図柄を使用して
はならない

禁止或は制限措置説明
人民元特有の偽造防止の材料、偽造防止の技術、偽造防止の工程と専用
設備の研究開発、模造、導入、販売、購入と使用の制限
宣伝品、出版物或いはその他の商品への人民元の図柄使用の審査・批准

未获得资质条
件，金融机构高
级管理人员不得
任职

银行业金融机构及非银行业金融机构董事和高级管理人员任职资格审批
保险公司的董事、监事和高级管理人员任职资格审批
保险经纪机构高级管理人员任职资格核准
保险集团公司、保险控股公司及专属自保、相互保险等组织高级管理人员
资格核准
保险资产管理公司高级管理人员资格核准
保险代理机构高级管理人员任职资格核准

資質条件を取得
せずに、金融機
関の高級管理人
員に就任しては
ならない

銀行業金融機関及び非銀行業金融機関の董事と高級管理人員の就任資格
の審査・批准
保険会社の董事、監事と高級管理人員の就任資格の審査・批准
保険ブローカー機構の高級管理人員の就任資格の審査・許可
保険グループ会社、保険持株会社及び専属事故保険、相互保険等の組織
の高級管理人員資格の審査・許可
保険資産管理会社の高級管理人員資格の審査・許可
保険代理機構の高級管理人員の就任資格の審査・許可

226

（十一）房地产业
未获得资质条
房地产开发企业资质等级核定
件，不得从事房 房地产估价机构资质核准
地产开发、估
物业服务企业资质核定
227 价、物业服务等
相关业务

（十一）不動産業
資質条件を取得 不動産開発企業資質等級の査定
せずに、不動産 不動産評価機構資質の審査・許可
の開発、評価、 住居保守管理サービス企業資質の査定
保守管理サービ
ス等の関連業務
に従事してはな
らない

（十二）租赁和商务服务业
未获得资质条
中央投资项目招标代理机构资格认定
件，不得从事中
央投资项目招标
228 代理业务

（十二）リース及びビジネスサービス業
資質条件を取得 中央投資プロジェクト入札代理機構資格の認定
せずに、中央投
資プロジェクト
入札代理業務に
従事してはなら
ない
許可又は資質条
件を取得せず
に、法律サービ
ス関連業務に従
事してはならな
い

229

230

未获得许可或资 会计师事务所及其分支机构设立审批
质条件，不得从 从事会计代理记账业务应取得代理记账许可证书
事会计、审计服
务相关业务

許可又は資質条 会計士事務所及びその分支機構設立の審査・批准
件を取得せず
会計記帳代理業務への従事は記帳代理許可書を取得しなければならない
に、会計・監査
サービス関連業
務に従事しては
ならない

231

未获得许可或资 设立职业中介机构许可
质条件，不得从 设立人才中介服务机构及其业务范围审批
事人力资源服务 经营劳务派遣业务许可
相关业务

許可又は資質条 職業仲介機構設立の許可
件を取得せず
人材仲介サービス機構設立及びその業務範囲審査の審査・批准
に、人材サービ 労務派遣業務経営の許可
ス関連業務に従
事してはならな
い

未获得许可或资
质条件，不得从
事特定劳务合作
业务

許可又は資質条
件を取得せず
に、特定労務合
作業務に従事し
てはならない

232

律师事务所（及分所）设立许可
公证机构设立审批
司法鉴定机构审核登记
仲裁委员会设立登记

弁護士事務所（及び支所）設立許可
公証機構設立の審査・批准
司法鑑定機関の審査・登記
仲裁委員会設立登記

未获得许可或资
质条件，不得从
事法律服务相关
业务

内地输澳门劳务合作审批；内地输香港劳务合作审批
对台湾地区渔工劳务合作审批
中韩雇佣制劳务合作审批
对外劳务合作经营资格审批

中国本土のマカオへの労務輸出合作の審査・批准；中国本土の香港への
労務輸出合作の審査・批准
台湾地区の漁業労務合作の審査・批准
中韓雇用制労務合作の審査・批准
対外労務合作経営資格の審査・批准

未获得许可或资 职业技能考核鉴定机构设立审批
质条件，不得从 以技能为主的国外职业资格证书及发证机构资格审核和注册
事职业技能鉴定
业务

許可又は資質条 職業技能審査鑑定機構設立の審査・批准
件を取得せず
技能を主とする国外職業資格証書及び証書発行機関資格の審査と登録
に、職業技能鑑
定業務に従事し
てはならない

未获得许可或资 报关企业注册登记许可
质条件，不得从
事报关业务

許可又は資質条 通関企業の登録登記の許可
件を取得せず
に、通関業務に
従事してはなら
ない

未获得资质条
设立旅行社属于限制准入
件，不得从事旅 旅行社经营出国和赴港澳旅游业务属于限制准入
游业相关业务
未获得资质特殊条件，不得从事旅游业、移民中介等相关业务
旅行社经营边境游属于限制准入
从事导游活动属于限制准入
从事领队活动属于限制准入

資質条件を取得
せずに、旅行業
関連業務に従事
してはならない

未获得资质条
海域使用论证单位资质认定
件，不得从事海
域使用论证业务

資質条件を取得 海域使用論証単位資質の認定
せずに、海域使
用論証業務に従
事してはならな
い

未获得许可或资
质条件，不得从
事评级、评估业
务

許可又は資質条
件を取得せず
に、格付、評価
業務に従事して
はならない

信用格付機関が銀行間債券市場に参入し、債券格付業務を展開する場合
は関連条件に合致しなければならない
甲級価格評価機構資質の認定
資産評価機構設立の審査・批准
中古気動車鑑定評価機構設立の審査・批准

238

未获得许可或资 经营个人征信业务的征信机构设立许可（含机构许可；董事、监事、高管
质条件，不得从 人员任职资格核准；设立分支机构、合并或者分立、变更注册资本、变更
事个人征信业务 出资额占公司资本总额 5%以上或者持股占公司股份 5%以上的股东审批）

許可又は資質条
件を取得せず
に、個人信用調
査業務に従事し
てはならない

個人信用調査業務を経営する信用調査機構設立の許可（機構許可、董
事、監事、高管人員の就任資格の審査・許可；分支機構を設立、合併又
は分割、登録資本を変更、出資額が企業の資産総額の5%以上或いは株式
5％以上を持つ株主を変更の審査・批准 も含む）

239

未履行法定程
税务师事务所设立行政登记
序，不得设立税
务师事务所

法定の手順を履 税務師事務所を設立の行政登記
行せずに、税務
師事務所を設立
してはならない

233

234

235

236

237

信用评级机构进入银行间债券市场开展债券评级业务应符合相关条件
甲级价格评估机构资质认定
资产评估机构设立审批
设立旧机动车鉴定评估机构审批
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旅行社設立は参入制限に属する
旅行社の香港・マカオ旅行業務の経営は参入制限に属する
資格特別条件を取得せずに、旅行業、移民仲介等の関連業務に従事して
はならない
旅行社の国境観光経営するのは参入制限に属する
ガイド活動への従事は参入制限に属する
添乗員活動への従事は参入制限に属する

仮訳
キーワード
禁止或は制限措置説明
許可又は資質条 特許代理機構登録証の発行
件を取得せず
に、特許代理業
務に従事しては
ならない

项目号 主题词
禁止或限制措施描述
未获得许可或资 专利代理机构注册证的颁发
质条件，不得从
240 事专利代理业务

未获得资质条
对其他港澳台人士和外籍人士开展普通话水平测试工作的授权
件，不得从事普
通话水平测试业
务

資質条件を取得 その他香港、マカオ、台灣の人士と外国籍の人士への中国語標準語レベ
せずに、中国語 ルテスト業務実施の授権
標準語レベルテ
スト業務に従事
してはならない

242

未获得许可或未
履行法定程序，
不得从事特定广
告业务

許可を取得或い
は法定の手順を
履行せずに、特
定広告業務に従
事してはならな
い

243

未获得资质条件 涉外统计调查机构资格认定；涉外社会调查项目审批
或许可，不得从
事涉外调查业务

資質条件又は許 渉外統計調査機関資格の認定；渉外社会調査プロジェクトの審査・批准
可を取得せず
に、渉外調査業
務に従事しては
ならない

244

未获得许可，不 保安服务许可证核发
得从事保安服务
业务

許可を取得せず 警備サービス許可証の審査・発給
に、警備サービ
ス業務に従事し
てはならない

未获得许可，不 境内举办对外经济技术展览会审批
得在境内举办对
外经济技术展览
会

許可を取得せず 国内での対外経済技術展覧会開催の審査・批准
に、国内で対外
経済技術展覧会
を開催してはな
らない

未获得资质条
口岸卫生许可证核发
件，不得在国境
口岸从事食品生
产经营、饮用水
供应、公共场所
经营等业务

資質条件を取得 港湾衛生許可証の審査・発給
せずに、国境港
湾で食品の生
産・経営、飲用
水の供給、公共
施設の経営等の
業務に従事して
はならない

外国人未获得许 聘请外国专家单位资质认可
可，不得来中国 外国专家工作许可
工作

外国人は許可を 外国専門家招聘単位の資質認可
取得せずに、中 外国人専門家の就労許可
国で就労しては
ならない

未获得资质条
件，不得从事特
定咨询或估价技
术服务

資質条件を取得
せずに、特定コ
ンサルティング
或いは評価技術
サービスに従事
してはならない

241

245

246

247

248

249

广播电台、电视台、报刊出版单位从事广告发布业务需要办理广告发布登
记
特殊医学用途配方食品广告审批
药品广告审批
保健食品广告审批
医疗器械广告审批
发布兽药广告审批

律师执业许可
特许律师执业审批
公证员执业审批
司法鉴定人审核登记
基层法律服务工作者执业核准
★公职律师执业许可
★公司律师执业许可
注册造价工程师执业资格许可
房地产价格评估人员注册执业资格认定
民用核安全设备焊工、焊接操作工资格证书核发
民用核安全设备无损检验人员资格许可
特种设备检验检测人员资格认定
特种设备作业人员资格认定
执业药师注册专利代理人资格认定
计量检定员资格核准
特种作业操作资格证核发
未获得许可，不 赴台湾地区举办招商、办展、参展活动审批
得赴台举办招
商、办展、参展
活动

251

252

253

弁護士の業務執行許可
特許弁護士の業務執行の審査・批准
公証員の業務執行許可
司法鑑定人の審査登記
現場の法律サービス業務者の審査・許可
★公職弁護士の業務執行許可
★企業弁護士のの業務執行許可
登録コストエンジニア業務執行資格の許可
不動産価格評価人員の業務執行資格登録の認定
民間核安全設備の溶接工、溶接作業工資格証の審査・発給
民間核安全設備の非損傷検査人員資格の許可
特殊設備検査測定者資格の認定
特殊設備作業員資格の認定
薬剤師業務執行登録特許代理人資格の認定
計量検定員資格の承認
特殊作業操作資格証明書の審査・発給

許可を取得せず 台湾地区へ赴く企業誘致、展覧会開催、出展活動実施の審査・批准
に、台湾地区へ
赴き企業誘致、
展覧会開催、出
展活動を行って
はならない
（十三）科学研究及び技術サービス業
許可を取得せず 人類遺伝資源の採集、収集、売買、輸出、出国の審査・批准
に、特定の人類
遺伝資源関連業
務に従事しては
ならない

（十三）科学研究和技术服务业
未获得许可，不 人类遗传资源采集、收集、买卖、出口、出境审批
得从事特定人类
250 遗传资源相关业
务
未获得许可或资
质条件，不得从
事动物、植物、
微生物特定科学
研究活动

ラジオ放送局、テレビ局 、新聞出版単位の広告発布業務への従事は広告
発布登記を行わなければならない
特殊医学用途処方食品広告の審査・批准
薬広告の審査・批准
健康食品広告の審査・批准
医療器械広告の審査・批准
動物用薬品広告発布の審査・批准

許可又は資質条
件を取得せず
に、動物、植
物、微生物の特
定科学研究活動
に従事してはな
らない

实验动物生产和使用许可
高等级病原微生物实验室建设审查
从事农业转基因生物研究、试验应报告或经过批准
开展林木转基因工程活动审批

実験動物の生産と使用の許可
高等級病原微生物実験室建設の審査
農業遺伝子組み換え生物の研究、試験への従事は報告或いは批准を経な
ければならない
林木遺伝子組み換え工程活動展開の審査・批准

未获得许可或资 城乡规划编制单位资质许可
质条件，不得从 未获得资质条件，不得从事风景名胜区规划业务
事特定规划编制
业务

許可又は資質条 都市農村計画編制単位資質の許可
件を取得せず
資質条件を取得せずに、風景名勝区計画業務に従事してはならない
に、特定計画編
制業務に従事し
てはならない

未获得资质条
件，不得从事特
定工程技术服务
业务

資質条件を取得
せずに、特定の
工事技術サービ
ス業務に従事し
てはならない

工程招标代理资格认定
建设工程勘察企业资质许可
建设工程设计企业资质许可
工程监理企业资质许可
工程咨询单位资格认定
工程造价咨询单位资质认定
监理工程师执业资格认定
注册建筑师执业资格认定
注册建造师执业资格认定
勘察设计工程师执业资格认定
防雷工程专业设计、施工单位资质认定

28 / 35

工事入札代理資格の認定
建設工事探察企業資質の許可
建設工事設計企業資質の許可
工事監理企業資質の許可
工事コンサルティング単位資格の認定
工事コストコンサルティング単位資質の認定
監理エンジニアに従事する資格の認定
登録建築士に業務執行資格の認定
登録建築師に従事する資格の認定
踏査設計エンジニアの業務執行資格の認定
落雷防止工事専門設計・施工単位の資質認定

仮訳
项目号 主题词
未获得资质条
件，不得从事勘
查、检定、测
试、检验检测、
认证认可、评估
业务

254

未获得许可或资
质条件，不得从
事地质测绘及相
关业务
255

禁止或限制措施描述
环境影响评价技术服务机构资质审核
未获得资质条件，不得从事地质勘查活动
检验检测机构资质认定
林木种子质量检验机构资格认定
草种质量检验机构资格认定
特种设备检验检测机构核准
承担国家法定计量检定机构任务授权
产品质量检验机构资格认定
机动车安全技术检验机构实行资格管理
认可机构确定
安全评价机构资质认定
安全生产检测检验机构资质认定
对从事地质灾害危险性评估、承担专项地质灾害治理工程勘查、设计、施
工和监理的单位实行资质管理
商用密码产品质量检测机构审批
信息安全等级保护商用密码测评机构审批
矿业权评估机构资质认定
设立认证机构审批
从事强制性认证及相关活动的认证机构、检查机构及实验室的指定
进出口商品检验鉴定业务的检验许可
地震安全性评价单位资质认定
防雷装置检测单位资质认定
职业卫生技术服务机构资质认定
申请列入国家级土地调查单位名录审核
社会公正计量行（站）审批

キーワード
資質条件を取得
せずに、探査、
検定、テスト、
検査測定、認証
認可、評価業務
に従事してはな
らない

禁止或は制限措置説明
環境影響を評価する技術サービス機構資質の審査
資質条件を取得せずに、地質探査活動に従事してはならない
検査検出機構資質の認定
林木種子品質を検査する機関資格の認定
草種品質を検査する機関資格の認定
特殊設備検査検出機構の承認
国家法定計量検定機関からの任務を担当の授権
製品品質を検査する機構資格の認定
自動車安全技術を検査する機構には資格管理を実施
認可機構の確定
安全評価機構資質の認定
安全生産検出検査機構資質の認定
地質災害危険性を評価、専門地質災害へ探査、設計、施工、監督監理を
担当する単位に資質管理を実行
商用暗号製品の品質を検査する機構の審査・批准
情報セキュリティレベル保護向けの商用暗号を評価する機関の審査・批
准
鉱業権を評価する機構資質の認定
認証機構を設立の審査・批准
強制認証及び関連活動に従事する認証機関、検査機関及び実験室の指定
輸出入商品を検査鑑定する業務の検査許可
地震安全性評価単位資質の認定
落雷防護装置検査単位資質の認定
職業衛生技術サービス機関資質の認定
国家級土地調査単位名簿に計上する申請の審査
社会公正計量行（駅）の審査・批准

测绘资质审查及证书发放
对外提供属于国家秘密的测绘成果审批
大城市和国家重大工程项目建立相对独立的平面坐标系统审批
对外提供属于国家秘密的海洋观测资料和成果审批
法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的基础测绘成果审批
未经批准不得借阅、利用涉及国家秘密的地质资料
地图审核

許可又は資質条
件を取得せず
に、地質マッピ
ング及び関連業
務に従事しては
ならない

測量製図資質の審査及び証書の発行
国家機密に属する測量製図成果の対外提供の審査・批准
大都市と国家重大工事プロジェクトの相対独立的平面座標システム構築
の審査・批准
国家機密に属する海洋観測資料と成果の対外提供の審査・批准
法人又はその他組織が国家機密に属する基礎的測量製図の成果を利用し
なければならない場合の審査・批准
審査・許可を経ずに、国家秘密に係わる地質資料を借りて閲読、利用し
てはならない
地図の審査

256

未获得许可，不 涉外海洋科学研究活动审批
得从事特定海洋 设立、调整海洋观测站（点）审批
科学研究活动

許可を取得せず 渉外海洋科学研究活動の審査・批准
に、特定の海洋 海洋観測所（点）設立・調整の審査・批准
科学研究活動に
従事してはなら
ない

257

未获得许可或未
履行法定程序，
不得从事特定气
象服务相关业务

許可を取得せず
或いは法定の手
順を履行せず
に、特定気象
サービス関連業
務に従事しては
ならない

人工影响天气作业组织资格审批
新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批
气象台站迁建审批
气象专用技术装备（含人工影响天气作业设备）使用审批
升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批。升放无人驾驶自由气球、
系留气球单位资质认定

人工気象影響作業組織資格の審査・批准
新築、拡張、改築建設工事の気象危害環境探査免除の審査・批准
気象台移転の審査・批准
気象専用技術装備（人工気象影響作業設備を含む）使用の審査・批准
無人操縦の自由気球或いは係留気球を飛行活動の審査・批准。無人操縦
の自由気球、係留気球飛行単位資質の認定

未获得许可，不 计量标准器具核准
得使用计量标准
器具开展量值传
递

許可を取得せず 計量基準器具の審査・許可
に、計量標準器
具を使用し、量
値の伝達を展開
してはならない

259

未经许可的特殊 出入境特殊物品卫生检疫审批
物品不得出入境

許可されない特 特殊物品出入国衛生検疫の審査・批准
殊物品を出入国
してはならない

260

未履行法定程
防雷装置设计审核和竣工验收
序，不得设计和
建设防雷装置

法定の手順を履 落雷防止装置設計の審査と竣工の検収
行せずに、落雷
防止装置を設計
及び建設しては
ならない

258

（十四）水利、環境及びインフラ管理業
許可を取得せず 取水許可
に、水資源を
取ってはならな
い

（十四）水利、环境和公共设施管理业
未获得许可，不 取水许可
得取用水资源
261

262

263

264

265

266

未获得许可，不
得在河道管理范
围内从事特定活
动

許可を取得せず
に、河川管理範
囲内で特定の活
動に従事しては
ならない

城市建设填堵水域、废除围堤审核
长江河道采砂许可
河道采砂许可
河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批

都市建設の水域埋立、堤防取消の審査
長江川の砂利採取の許可
河川の砂利採取の許可
河川管理範囲内での関連活動（河川の砂利採取を含まない）の審査・批
准

未获得许可，不 国家基本水文测站设立和调整审批
得从事水文监测 专用水文测站设立审批
活动

許可を取得せず 国家の基本的水文測定センター設立と調整の審査・批准
に、水文モニタ 専用水文測定センター設立の審査・批准
リング活動に従
事してはならな
い

未履行法定程
大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划应符合国家有关移
序，不得从事大 民法律法规和政策规定
中型水利水电工
程移民安置相关
活动

法定の手順を履 大中型水利水力発電工事の移住者配置計画大綱と移住者配置計画は国家
行せずに、大中 の移住者に関する法律・法規と政策規定に合致しなければならない
型水利水力発電
工事の移住者配
置関連活動に従
事してはならな
い

未履行法定程
固定资产投资项目节能评估和审查
序，不得从事固 建设项目未经批准不得压覆重要矿床
定资产投资和相 建设项目环境影响评价
关建设项目

法定の手順を履 固定資産投資プロジェクトの省エネに評価と審査
行せずに、固定 建設プロジェクトは審査・許可を経ずに重要鉱床を覆ってはならない
資産投資と関連 建設プロジェクト環境アセスメント
建設プロジェク
トに従事しては
ならない

未获得资质条
从事放射性污染监测工作的机构资质认定
件，不得从事放
射性污染监测业
务

資質条件を取得 放射性汚染モニタリング業務に従事する機構資質の認定
せずに、放射性
汚染モニタリン
グ業務に従事し
てはならない
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仮訳
キーワード
許可又は資質条
件を取得せず
に、特定廃棄物
の貯蔵、処理、
経営業務に従事
してはならない

禁止或は制限措置説明
放射性固体廃棄物を貯蔵、処理専門従事単位設立の許可
輸入制限目録に記載された固体廃棄物の輸入許可
危険廃棄物経営の許可
危険な廃棄物越境移動の審査・許可
廃棄電器電子製品処理資格の許可
都市建築ごみ処理の審査・許可
都市生活ごみ経営性清掃、収集、輸送、処理サービスへの従事の審査・
批准
国家秘密キャリア廃棄業務従事の審査

未获得许可，不 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核
得从事特定排污 排污口设置审批
业务
在中国管辖海域进行废弃物倾倒许可
临时性海洋倾倒区审批
海洋石油勘探开发含油钻井泥浆和钻屑向海中排放审批

許可を取得せず
に、特定汚染物
質排出業務に従
事してはならな
い

河川、湖沼の新築、汚染物質排出口の改築或いは拡大の審査
汚染物質排出口設置の審査・批准
中国管轄海域での廃棄物廃棄の許可
臨時的海洋廃棄区の審査・批准
海洋石油探査開発の審査・批准、石油ボーリングの泥漿とドリル屑の海
中排出を含む

未获得许可，不
得从事野生动植
物捕捉、捕捞、
进出口及相关经
营、运输业务

許可を得ずに、
野生動植物の捕
捉、漁獲、輸出
入及び関連経
営、輸送業務に
従事してはなら
ない

科学研究、飼養訓練繁殖、展覧または他の特殊な状況のために、国家1
級、2級保護野生動植物を捕捉及び漁獲する場合、狩猟捕獲特別許可証を
取得しなければならない
科学研究、飼養訓練繁殖、展覧等の特殊な状況により、国家保護野生動
物またはその製品を販売、購入、利用する場合、審査・許可を経なけれ
ばならない
国家重点保護野生動物の飼養訓練繁殖の許可
国家重点保護野生動物またはその製品の輸出、及び中国が対象内である
国際条約により輸出入が制限される野生動物またはその製品の輸出入の
行政許可
国家重点保護野生動物またはその製品の越県境輸送、携帯の許可
輸出が制限される貴重な樹木またはその製品・派生物輸出の許可
野生動植物の輸出入許可証明書の審査・発給
野生動物の捕捉特別許可証の審査・発給
非国家重点保護野生動物狩猟捕獲証の審査・発給
★種付用野生動植物の遺伝資源輸出の審査
国家重点保護又は国際条約により輸出入が制限される野生動植物の輸出
入の審査・批准
国外からの水生野生動物取入の審査・批准
国家2級保護野生植物の販売、購入
外来陸性野生動物種の野外放生許可
陸性野生動物の外来種取入の種類及び数量の許可
国家重点保護野生植物の採集（伐採、移植を含む）の審査・批准
『野生動植物種輸出入商品目録』に列記されているが、非国家重点保
護・国際条約により輸出入を制限されていないその他野生動植物及びそ
の製品の属種証明の審査・発給

项目号 主题词
未获得许可或资
质条件，不得从
事特定废弃物的
贮存、处置、经
267 营业务

268

269

禁止或限制措施描述
设立专门从事放射性固体废物贮存、处置单位许可
列入限制进口目录的固体废物进口许可
危险废物经营许可
危险废物越境转移核准
废弃电器电子产品处理资格许可
城市建筑垃圾处置核准
从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批
从事国家秘密载体销毁业务保密审查

因科学研究、驯养繁殖、展览或者其他特殊情况，需要捕捉、捕捞国家一
级、二级保护野生动物的，应取得特许猎捕证
因科学研究、驯养繁殖、展览等特殊情况，需要出售、收购、利用国家保
护野生动物或者其产品的，应经过批准
驯养繁殖国家重点保护野生动物许可
出口国家重点保护野生动物或者其产品，以及进出口中国参加的国际公约
所限制进出口的野生动物或者其产品的行政许可
运输、携带国家重点保护野生动物或者其产品出县境的许可
限制出口的珍贵树木或其制品、衍生物出口审批
野生动植物允许进出口证明书核发
野生动物特许猎捕证核发
非国家重点保护野生动物狩猎证核发
★进口种用野生动植物种源审核
进出口国家重点保护或者国际公约限制进出口的野生植物审批
从国外引进水生野生动物审批
出售、收购国家二级保护野生植物
外来陆生野生动物物种野外放生许可
引进陆生野生动物外来物种种类及数量许可
采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物审批
列入《进出口野生动植物种商品目录》，但非国家重点保护、非国际公约
限制进出口的其他野生动植物及其产品的物种证明核发

270

未获得许可，不 建立固定狩猎场所批准
得建立固定狩猎
场所

許可を得ずに、 固定狩猟場所建設の審査・許可
固定狩猟場所の
建設してはなら
ない

271

未获得许可，不 从事营利性治沙活动批准
得从事营利性治
沙活动

許可を得ずに、 営利性砂漠化管理事業活動への従事の審査・許可
営利性砂漠化管
理事業活動に従
事してはならな
い

未获得许可，不 在沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路、公路等建设活动审批
得在沙化土地封
禁保护区内进行
建设活动

許可を得ずに、 砂漠化土地封鎖保護区範囲内での鉄道・道路等敷設建設活動の審査・批
砂漠化土地封鎖 准
保護区内で建設
工事を行っては
ならない

273

未获得许可，不 无居民海岛开发利用项目审批
得开发利用无居
民海岛

許可を得ずに、 無人島開発利用プロジェクトの審査・批准
無人島を開発及
び利用をしては
ならない

274

未获得许可，不 拆除或闲置海洋工程环保设施审批
得从事海洋工程 海洋工程建设项目环境保护设施竣工验收
环境特定业务
海洋工程拆除或改作他用的审批

許可を得ずに、 海洋エンジニアリング環境保護施設の撤去または放置の審査・批准
海洋エンジニア 海洋エンジニアリング建設プロジェクトの環境保護施設竣工の検収
リング環境特定 海洋エンジニアリングの撤去、または他の用途への改造の審査・批准
業務に従事して
はならない

275

未获得许可，不 京都议定书清洁发展机制合作项目审批
得从事京都议定
书清洁发展机制
合作项目

許可を得ずに、 京都議定書クリーン開発メカニズム合作プロジェクトの審査・批准
京都議定書ク
リーン開発メカ
ニズム合作プロ
ジェクトに従事
してはならない

未获得许可或资 古生物化石发掘、收藏、流通、出境限制
质条件，不得从
事古生物化石的
发掘、收藏、转
让、交换、赠
与、出境等

許可または資質 古生物化石の発掘、収蔵、流通、出国制限
条件を得ずに、
古生物化石の発
掘、収蔵、譲
渡、交換、贈
与、出国等に従
事してはならな
い

未获得许可或资 消耗臭氧层物质生产、使用及进出口行政审批
质条件，不得从 新、改、扩建生产、使用消耗臭氧层建设项目核准
事消耗臭氧层物
质的生产、使用
和进出口

許可または資質 オゾン層を消耗させる物質の生産、使用及び輸出入の行政審査・批准
条件を得ずに、 オゾン層を生産・使用及び消耗する建設プロジェクトの新築、改築、拡
オゾン層を消耗 張の審査・許可
させる物質の生
産、使用及び輸
出入に従事して
はならない

未获得许可，不 ★国家地质公园内矿产资源勘查开发和工程建设活动的限制
得在国家地质公
园内进行开发建
设活动

許可を得ずに、 ★国家地質公園内での鉱物資源の探査開発及び工事建設活動の制限
国家地質公園内
で開発建設活動
を行ってはなら
ない

272

276

277

278
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仮訳
项目号 主题词
未履行法定程
序，不得从事民
用核材料、放射
性物质的使用
279

280

281

282

キーワード
法定の手順を履
行せずに、民用
核材料、放射性
物質の使用に従
事してはならな
い

禁止或限制措施描述
放射性同位素野外示踪试验审批
民用核材料许可证核准
放射性同位素转让审批
一类放射性物品运输启运前备案
放射性同位素转让备案
放射性同位素送贮备案
放射性同位素异地使用备案

未获得许可，不 国家级自然保护区建立机构和修筑设施审批
得进入自然保护
区从事有关活动

許可を得ずに、 国家級自然保護区の機構設立及び施設建設の審査・批准
自然保護区に進
入して関連活動
に従事してはな
らない

未获得资质条
★碳排放权交易核查机构资格认定
件，不得从事碳
排放权、自愿减
排项目等交易业
务

資質条件を得ず ★二酸化炭素排出権取引検査機構の資格認定
に、二酸化炭素
排出権・任意排
出減少プロジェ
クト等の取引業
務に従事しては
ならない

未获得许可，相 新化学物质环境管理登记证核发
关新化学物质不
得生产、进口和
加工使用，不得
用于科学研究

許可を得ずに、 新化学物質環境管理登記証の審査・発給
関連新化学物質
の生産、輸入及
び加工使用をし
てはならず、科
学研究に用いて
はならない
（十五）居住者サービス、メンテナンス及びその他サービス業

（十五）居民服务、修理和其他服务业
283

284

禁止或は制限措置説明
放射性同一体の野外トレース試験の審査・批准
民用核材料許可証の審査・許可
放射性同一体譲渡の審査・批准
一類放射性物品運輸開始前の備案
放射性同一体譲渡備案
放射性同一体輸送貯蔵備案
放射性同一体異地使用備案

未获得许可，不 建设殡仪服务站、骨灰堂、公墓等殡葬设施审批
得建设殡葬设施

許可を得ずに、 葬儀サービス所、納骨堂、共同墓地等の葬儀施設建設の審査・批准
葬儀施設を建設
してはならない

未获得许可，不 从事国家秘密载体维修业务保密审查
得从事国家秘密
载体维修服务

許可を得ずに、 国家機密キャリアのメンテナンス業務従事に対する秘密保持審査
国家機密キャリ
アのメンテナン
スサービスに従
事してはならな
い

（十六）教育

未获得许可或资
质条件，不得设
立学校、特定教
育培训机构和开
展相关业务

285

实施学前教育、初等教育、中等教育、高等教育（含独立学院、民办学
校）的学校、实施自学考试助学及其他文化教育的学校和教育机构的设
立、变更和终止
高等学校（含独立学院）的设立及变更重要事项审批
本科以下中外合作办学（含内地与港澳台地区合作办学）机构和项目的设
立、变更、终止许可
本科以上学历教育的中外合作办学（含内地与港澳台地区合作办学）机构
和项目的设立、变更、终止许可
学位授予资格审批
自费出国留学中介服务机构资格认定
中外合作职业技能培训机构审批
中外合作职业技能培训办学项目审批
开办外籍人员子女学校审批
民办职业培训机构办学许可证核发
文艺、体育等专业训练社会组织自行实施义务教育审批
校车使用许可初审
民办学校招生简章和广告备案核准
设立宗教院校审批
开办专门的拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班应取得相关资格
保安培训许可证核发

（十六）教育
許可または資質
条件を得ずに、
学校、特定教育
トレーニング機
構を設立、関連
業務を展開して
はならない

就学前教育、初等教育、中等教育、高等教育（独立学院、民営学校を含
む）を実施する学校、独学試験教育サポート及びその他文化教育を実施
する学校及び教育機構の設立、変更及び終了
高等学校（独立学院を含む）の設立及び重要事項変更の審査・批准
大学本科以下の中外合作による学校運営（中国大陸と香港、マカオ、台
湾地区合作による学校運営を含む）機構及びプロジェクトの設立、変
更、終了許可
大学本科以上の学歴教育の中外合作による学校運営（中国大陸と香港、
マカオ、台湾地区合作による学校運営を含む）機構及びプロジェクトの
設立、変更、終了許可
学位授与資格の審査・批准
私費海外留学仲介サービス機構の資格認定
中外合作職業技能トレーニング機構の審査・批准
中外合作職業技能トレーニング学校運営プロジェクトの審査・批准
外国籍人員の子女の学校開設の審査・批准
民営職業トレーニング機構の学校運営許可証の審査・発給
文芸、スポーツ等の専門訓練社会組織の自主的な義務教育実施の審査・
批准
スクールバス利用許可の初回審査
民営学校の学生募集要項及び広告備案の審査・許可
宗教学校設立の審査・批准
専門的なトラクター運転トレーニング学校、運転トレーニングクラスの
開設は関連資格を取得しなければならない
警備員トレーニング許可証の審査・発給

（十七）衛生及び社会福祉
許可または資質 医療機関設立批准書及び医療機関業務執行許可証の審査・発給
条件を得ずに、 医療機関就業許可証の審査・発給
医療機関を設立
してはならない

（十七）卫生和社会工作

286

未获得许可或资 设置医疗机构批准书及医疗机构执业许可证核发
质条件，不得设 医疗机构执业许可证核发
置医疗机构

287

未获得许可或资 设立血站、单采血浆站审批
质条件，不得设 设置脐带血造血干细胞库审批
置血站及造血干
细胞库

許可または資質 血液センター、血漿単独採集センター設立の審査・批准
条件を得ずに、 臍帯血・造血幹細胞庫設立の審査・批准
血液センター及
び造血幹細胞庫
を設立してはな
らない

未获得许可或资 医疗机构必须按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动
质条件，不得从 医疗机构设置人类精子库审批
事特定医疗业务 设置戒毒医疗机构或者医疗机构从事戒毒治疗业务批准、备案
医疗卫生机构承担职业健康检查审批
医疗卫生机构承担职业病诊断审批
医疗机构从事遗传病诊断许可
医疗机构从事产前诊断许可
医疗机构从事婚前医学检查许可
医疗机构从事结扎手术和终止妊娠手术许可
承担预防接种工作的接种单位指定
医疗机构人体器官移植执业资格认定审批
医疗机构开展人类辅助生殖技术许可
医疗机构从事助产技术服务许可
医疗器械临床试验机构资格认定

許可または資質
条件を得ずに、
特定医療業務に
従事してはなら
ない

医療機関は登記が審査・許可された診療科目に基づき診療活動を展開し
なければならない
医療機関の人類精子庫設立の審査・批准
麻薬中毒更正医療機関の設立、または医療機関の薬物更生治療業務への
従事の批准、備案
医療衛生機構による職業健康診査担当の審査・批准
医療衛生機構による職業病診断担当の審査・批准
医療機関の遺伝病診断への従事許可
医療機関の産前診断への従事許可
医療機関の婚姻前医学診査への従事許可
医療機関のバイブカット手術及び妊娠終了手術への従事許可
予防接種業務を担当する接種単位の指定
医療機関の人体器官移植就業資格認定の審査・批准
医療機関の人類生殖補助技術展開許可
医療機関が助産技術サービスへの従事許可
医療器械臨床試験機構の資格認定

未履行法定程
序，不得投资经
营涉及公共卫生
安全的业务

法定の手順を履
行せずに、公共
の衛生・安全に
関わる業務に投
資経営してはな
らない

公共場所衛生許可証の発行
飲用水給水単位衛生許可証の発行
消毒製品生産企業衛生許可証の発行
新材料、新たな工事技術及び新たな殺菌原理を利用する消毒剤及び消毒
器械の生産に係る衛生許可の許可書審査・発給

288

289

公共场所卫生许可证签发
饮用水供水单位卫生许可证签发
消毒产品生产企业卫生许可证核发
利用新材料、新工艺技术和新杀菌原理生产消毒剂和消毒器械卫生许可批
件核发

31 / 35

仮訳
项目号 主题词
未获得许可或资
质条件，不得从
事放射性产品相
290
关业务

禁止或限制措施描述
放射防护器材和含放射性产品检测机构、医疗机构放射性危害评价（甲
级）机构认定
医疗机构放射性危害评价（乙级）技术服务机构认定、个人剂量监测机构
认定
医疗机构放射性危害严重的建设项目竣工验收
放射源诊疗技术和医用辐射机构许可

キーワード
許可または資質
条件を得ずに、
放射性製品関連
業務に従事して
はならない

禁止或は制限措置説明
放射線防護器材及び放射性を含む製品の検査測定機構、医療機関放射性
危害評価（甲級）機構の認定
医療機関放射性危害評価（乙級）技術サービス機構の認定、個人投与量
モニタリング機構の認定
医療機関の放射性危害が重大である建設プロジェクト竣工の検収
放射源診療技術及び医用輻射機構の許可

291

未获得许可，不 医疗机构配制制剂许可；医疗机构配制的制剂品种和制剂调剂审批（包括
得配制和调剂医 省内调剂和跨省调剂）
疗制剂

許可を得ずに、 医療機関の調剤・製剤の許可；医療機関が調剤した薬剤の品種と製剤・
医用製剤を調剤 調剤の審査・批准（省内範囲での調剤と省を跨ぐ調剤を含む）
及び製剤しては
ならない

292

未获得许可，医 医疗机构使用麻醉药品和第一类精神药品审批
疗机构不得使用 医疗单位使用放射性药品许可
特定药品

許可を得ずに、 医療機関の麻酔薬品及び第一類精神薬品の使用の審査・批准
医療機構は特定 医療単位の放射性薬品の使用の許可
薬品を使用して
はならない

293

未获得许可，不 科研和教学用毒性药品购买审批
得购买和使用毒
性药品

許可を得ずに、 科学研究及び教学用毒性薬品購入の審査・批准
毒性薬品を購入
及び使用しては
ならない

294

未获得许可，不 涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可
得从事涉及饮用 利用新材料、新工艺和新化学物质生产的涉及饮用水卫生安全产品的审批
水安全的业务

許可を得ずに、 飲用水の衛生安全性に関わる製品の衛生許可
飲用水の安全性 新材料、新工程及び新化学物質を利用する飲用水の衛生安全性に関わる
に関わる業務に 製品生産の審査・批准
従事してはなら
ない

未获得许可或资 养老机构设立许可
质条件，不得设 社会福利机构设置许可
立养老机构和其
他社会福利机构

許可または資質 老人介護機構の設立許可
条件を得ずに、 社会福祉機構の設立許可
老人介護機構及
びその他社会福
祉機構を設立し
てはならない

295

（十八）文化、スポーツ及び娯楽業
許可を得ずに、 営業性射撃場所設立の審査・批准
営業性射撃場所
の経営に従事し
てはならない

（十八）文化、体育和娱乐业

296

未获得许可，不 营业性射击场设立审批
得从事营业性射
击场的经营

297

未获得资质条件
和许可，不得从
事考古发掘、文
物保护和经营

許可または資質
条件及び許可を
得ずに、考古発
掘、文化財保護
及び経営に従事
してはならない

文化財競売の許可
文化財保護工事資格の審査・批准
考古発掘資格の許可
所蔵文化財の修復、複製、拓本資格の許可
文化財商店設立の許可
非特定機構の文化財商業経営活動への従事に対する制限

未获得许可，不 对出卖、转让集体所有、个人所有以及其他不属于国家所有的对国家和社
得赠送、交换、 会具有保存价值的或者应当保密的档案的审批
出卖、转让特定 赠送、交换、出卖国家所有档案复制件的审批
档案

許可を得ずに、
特定保存書類を
贈与、交換、販
売、譲渡しては
ならない

グループ所有、個人所有及びその他の非国家所有で国家及び社会に対し
て保存価値を有するまたは秘密を保持すべき書類の販売、譲渡に対する
審査・批准
国家所属の書類の複製物の贈与、交換、販売に対する審査・批准

未获得许可或资 非公有制文化企业参与对外专项出版业务投资比例规定
质条件，不得从 设立出版单位审批
事特定出版业务 出版单位变更名称、主办单位或者其主管机关、业务范围、资本结构，合
并或者分立，设立分支机构审批
出版物批发单位设立、变更审批；出版物零售单位和个体工商户设立、变
更审批
音像制作单位、电子出版物制作单位设立、变更审批
音像、电子出版物复制单位设立、变更审批
中学小学教科书出版、发行资质审批
期刊、报纸、连续型电子出版物变更刊期、报纸变更开版审批
图书、期刊印刷备案核准
出版物发行单位设立不具备法人资格的发行分支机构审批
★各级各类报刊出版单位、广播电视类媒体和互联网站等媒体与外国新闻
机构开展合作审批
新闻出版中外合作项目审批
未获得许可或资 经营文化产品进口业务许可
质条件，不得从 设立出版物进口经营单位及其变更名称、业务范围、资本结构、主办单位
事特定文化产品 或者其主管机关，合并或者分立，设立分支机构审批
的进口业务
进口用于出版的音像制品及音像制品成品审批。出版物进口单位进口电子
出版物制成品审批
进口出版物目录备案核准

許可または資質
条件を得ずに、
特定出版業務に
従事してはなら
ない

非公有性文化企業の対外専門出版業務へ参加する際の投資比例の規定
出版単位設立の審査・批准
出版単位の名称、開催単位またはその主管機関、業務範囲、資本構成の
変更、合弁または分割、分支機構設立の審査・批准
出版物卸売単位の設立、変更に対する審査・批准；出版物小売単位及び
個人事業者の設立、変更の審査・批准
音響映像制作単位、電子出版物制作単位設立、変更の審査・批准
中学、小学教科書の出版、発行資格の審査・批准
定期刊行物、新聞、連続型電子出版物の刊行時期変更、新聞の版型変更
の審査・批准
図書、定期刊行物の印刷備案の審査・許可
出版物発行単位の法人資格を有さない発行分支機構設立の審査・批准
★各級各種新聞・刊行物出版単位、ラジオテレビ類媒体やインターネッ
ト等の媒体の外国ニュース機構との合作展開に対する審査・批准
中外合作ニュース出版プロジェクトの審査・批准

許可または資質
条件を得ずに、
特定文化製品輸
入業務に従事し
てはならない

文化製品輸入業務経営の許可
出版物輸入経営単位の設立、及びその名称、業務範囲、資本構成、主幹
単位またはその主管機関の変更、合弁または分割、分支機構設立の審
査・批准
出版用音響映像製品及び音響映像製品完成品の輸入の審査・批准。出版
物輸入単位による電子出版物完成品の輸入の審査・批准
出版物輸入目録の備案の審査・許可

未获得许可或未 订户订购境外出版物审批
履行法定程序， 接受境外机构或个人赠送出版物审批
不得订购、接受 出版境外著作权人授权的电子出版物（含互联网游戏作品）审批
和出版境外出版
物

許可を得ず、ま
たは法定の手順
を履行せずに、
国外出版物を注
文、受領及び出
版してはならな
い

定期購読者の国外出版物注文の審査・批准
国外機構または個人が贈与する出版物受領の審査・批准
国内著作権者が授権した電子出版物（オンラインゲーム作品を含む）出
版の審査・批准

未获得许可，不 出版新的报纸、期刊、连续型电子出版物或者报纸、期刊、连续型电子出
得从事出版物的 版物变更名称审批
出版经营业务
出版国产网络游戏作品审批
图书、音像、电子出版物、期刊出版机构重大选题备案核准
出版、印刷、出口、发行《圣经》审批

許可を得ずに、
出版物の出版経
営業務に従事し
てはならない

新たな新聞、定期刊行物、連続型定期電子出版物の出版または新聞、定
期刊行物、連続型電子出版物名称変更の審査・批准
国産オンラインゲーム作品出版の審査・批准
図書、音響映像、電子出版物、定期刊行物出版発行機構の重要選定テー
マ備案の審査・許可
≪聖書≫出版、印刷、輸出、発行の審査・批准

303

未获得许可，不 设立报刊记者站审批
得设立报刊记者
站

許可を得ずに、 定期刊行物記者センター設立の審査・批准
定期刊行物記者
センターを設立
してはならない

304

未获得资质条
新闻记者证核发
件，不得从事记
者行业

資質条件を得ず ニュース記者証の審査・発給
に、記者業種に
従事してはなら
ない

未获得许可，不 著作权集体管理组织及分支机构设立审批
得设立著作权集
体管理组织及分
支机构

許可を得ずに、 著作権全体管理組織及び分支機構設立の審査・批准
著作権全体管理
組織及び分支機
構を設立しては
らならい

298

299

300

301

302

305

文物拍卖许可
文物保护工程资质审批
考古发掘资质许可
馆藏文物修复、复制、拓印资质许可
文物商店设立许可
限制非特定机构从事文物商业经营活动
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仮訳
禁止或限制措施描述
卫星地面接收设施的生产、进口、销售、安装和使用许可
卫星电视广播地面接收设施进口证明核发
广播电视设施迁建审批
无线广播电视发射设备订购证明核发
广播电视设备器材入网认定审批
广播电台、电视台设立、终止审批
广播电台、电视台变更台名、台标、节目设置范围或节目套数审批
乡镇设立广播电视站和机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电
视站审批
限制境外机构设立驻华广播电视办事机构
境外人员及机构参加广播影视节目制作审批
付费频道开办、终止和节目设置调整及播出区域、呼号、标识、识别号审
批
电影发行单位设立、兼并、合并审批
电影制片单位设立、变更、终止审批
电影放映单位设立审批
广播电视专用频段频率使用许可证核发
经营广播电视节目传送业务审批
广播电视视频点播业务审批
境外卫星电视频道落地审批

キーワード
許可または資質
条件を得ずに、
ラジオ・テレビ
施設の生産、経
営に従事しては
ならない

禁止或は制限措置説明
衛星地上受信施設の生産、輸入、販売、据付及び使用の許可
衛星テレビラジオ地上受信施設輸入証の審査・発給
ラジオ・テレビ施設移築の審査・批准
無線ラジオ・テレビ送信設備の注文証明書の審査・発給
ラジオ・テレビ設備器材ネットワーク進入認定の審査・批准
ラジオ放送局、テレビ放送局の設立、終了の審査・批准
ラジオ放送局、テレビ放送局の局名、ロゴマーク、番組設定範囲または
番組本数変更の審査・批准
郷、鎮のラジオ・テレビ局の設立及び機関、部隊、団体、企業事業単位
の有線ラジオ・テレビ局設立の審査・批准
国外機構の中国駐在ラジオ・テレビ事務機構設立の制限
国外人員及び機構によるラジオ・映画とテレビ番組の製作参加の審査・
批准
有料チャンネル開通と終了及び番組設置の調整、放送地域・呼出し信
号・シンボル・識別番号の審査・批准
映画発行単位の設立、合併、合弁の審査・批准
映画製作単位の設立、変更、終了の審査・批准
映画放映単位設立の審査・批准
ラジオ・テレビ放送専用周波数範囲・周波数使用許可証の審査・発給
ラジオ・テレビ番組放送業務経営の審査・批准
ラジオ・テレビの映像リクエスト業務の審査・批准
国外衛星テレビチャンネル実行の審査・批准

中外合作摄制电影片审批
广播电视节目制作经营单位设立审批
设立电视剧制作单位审批
广播电台、电视台以卫星等传输方式进口、转播境外广播电视节目审批
影视节目制作机构与外方合作制作电视剧审批
国产电视剧片审查
电影剧本（不含一般题材）备案核准和电影片审查
引进用于广播电台、电视台播放的境外电影、电视剧及其他广播电视节目
审批
引进专门用于信息网络传播的境外影视剧及其他节目审批

許可または資質
条件を得ずに、
ラジオ・映画・
テレビ内容を制
作及び伝播して
はならない

中外合作映画撮影製作の審査・批准
ラジオ・テレビ番組製作経営単位設立の審査・批准
テレビドラマ製作単位設立の審査・批准
ラジオ局・テレビ局による衛星等の伝送方式を通じた国外ラジオ・テレ
ビ番組の輸入・中継放送の審査・批准
映画・テレビ番組製作機構の外国側との合作によるテレビドラマ製作の
審査・批准
国産テレビドラマの審査
映画の台本（一般題材を含まない）の審査・許可及び映画審査
ラジオ局・テレビ放送用の国外映画、テレビドラマ及びその他のラジ
オ・テレビ番組導入の審査・批准
情報ネット伝播専用の国外映画・テレビドラマ及びその他番組の導入の
審査・批准

未获得许可，不 举办境外出版物展览审批
得举办特定文化 举办中外电影展、国际电影节审批
交流活动
举办国际性广播电视节目交流、交易活动审批
地方对等交流互办单一国家电影展映活动审批

許可を得ずに、
特定文化交流活
動を開催しては
ならない

国外出版物の展覧会開催の審査・批准
中外映画展、国際映画祭開催の審査・批准
国際的ラジオ・テレビ番組での交流、取引活動挙行の審査・批准
地方対等交流による単一国家映画店開催活動に対する審査・批准

未获得许可或资 设立文艺表演团体许可
质条件，不得从 营业性演出许可
事文艺演出业务 设立演出经纪机构许可

許可または資質 文芸公演団体設立の許可
条件を得ずに、 営業性公演の許可
文芸公演業務に 演出ブローカー機構設立の許可
従事してはなら
ない

未获得许可，不 举办健身气功活动及站点审批
得举办特定体育 举办国际性或全国性航空体育竞赛活动审批
活动
经营高危险性体育项目许可

許可を得ずに、 フィットネス、気功活動開催及びサイトの審査・批准
特定スポーツ活 国際的または全国的な航空スポーツ競技活動開催の審査・批准
動を開催しては 危険性の高いスポーツプロジェクトの経営許可
ならない

311

未获得许可，不 限制彩票发行、销售
得从事彩票发
行、销售活动

許可を得ずに、 宝くじ発行、販売の制限
宝くじの発行及
び販売活動に従
事してはならな
い

312

未获得许可或资 设立娱乐场所许可
质条件，不得设
立娱乐场所

許可または資質 娯楽場所設立の許可
条件を得ずに、
娯楽場所を設立
してはならない

313

未通过内容审
★游戏游艺设备内容审核
核，不得面向国
内销售游戏游艺
设备

内容審査・批准 ★ゲーム・娯楽設備の内容に対する審査・許可
を通過せずに、
国内向けゲー
ム・娯楽設備を
販売してはなら
ない

项目号 主题词
未获得许可或资
质条件，不得从
事广播电视设施
的生产、经营

306

未获得许可和资
质条件，不得制
作和传播广播电
影电视内容

307

308

309

310

（十九）公共管理、社会保障及び社会組織
許可を得ずに、 省、自治区、直轄市を跨ぐ大型群衆性活動開催の安全許可
大型群衆性活動
を開催してはな
らない

（十九）公共管理、社会保障和社会组织

314

315

未获得许可，不 跨省、自治区、直辖市举办大型群众性活动安全许可
得举办大型群众
性活动

法定の手順を履
行せずに、宗教
関連事業活動に
従事してはなら
ない

未履行法定程
宗教团体筹备、成立、变更、注销前审批
序，不得从事宗 设立宗教活动场所审批
教相关活动
宗教活动场所登记
宗教院校聘用外籍专业人员资格认可
宗教院校聘用外籍专业人员审批
邀请以其他身份入境的外国宗教教职人员讲经、讲道审批

宗教団体の計画準備、成立、変更、抹消前の審査・批准
宗教活動場所設立の審査・批准
宗教活動場所の登記
宗教学校の外国籍専門人員雇用に対する資格認可
宗教学校の外国籍人員雇用に対する審査・批准
招聘によりその他身分で入国した外国宗教教職員の布教・教義伝授の審
査・批准

316

未获得资质条
援外项目实施企业资格认定
件，不得实施援
外项目

（二十）全ての業種
資質条件を得ず 対外援助プロジェクト実施企業の資格認定
に、対外援助プ
ロジェクトを実
施してはならな
い

317

未践行信用承
对被列入经营异常名录或者存在严重失信行为的市场主体依法予以限制或
诺，不得从事相 者禁入
关业务

信用承諾を履行 経営異常名簿登録先に列記されている或いは重大な信用損失が存在する
せずに、関連業 市場主体に対して、法律に基づき、制限または参入禁止を行う
務に従事しては
ならない

（二十）所有行业

（二十一）《政府核准的投资项目目录》明确实行核准制的项目（专门针对外商投资和境外投资的除
外）
注：根据《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》（国发〔 2015〕 55号）规定和深化投融
资体制改革的部署， “对《政府核准的投资项目目录》明确实行核准制的项目（专门针对外商投资和
境外投资的除外，另行规定），在限制准入类清单中直接引用，不再逐条列出 ”。有关部门要按照投
资审批制度改革的要求， “适时调整《政府核准的投资项目目录》。今后，国务院决定修订《政府核
准的投资项目目录》的，市场准入负面清单与修订后的《政府核准的投资项目目录》直接衔接 ”。
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（二十一）≪政府が批准する投資プロジェクト目録≫が審査認可を実行することを明確に
したプロジェクト（特別対象の外商投資及び国外投資を除く）
注：≪国務院：市場参入ネガティブリスト制度実行に関する意見≫（国発[2015]55号）の
規定及び投融資体制改革を進化させる手配に基づき、市場参入ネガティブリスト制度を導
入する、「≪政府審査許可投資項目目録≫が審査許可制を実行することを明確にしている
項目（特別対象の外商投資及び国外投資は除外し、別途規定する）は、参入制限類リスト
において直接引用し、項目毎に列記しない。関連部門は投資審査・批准制度改革の要求に
基づき、「≪政府審査許可投資項目目録≫を適時調整しなければならない。」今後、国務
院が≪政府審査許可投資項目目録≫の改訂を決定する場合、市場参入ネガティブリストは
改訂後の≪政府審査許可投資項目目録≫と直接連繋する。

仮訳
禁止或限制措施描述
农业：涉及开荒的项目由省级政府核准。
水库：在跨界河流、跨省（区、市）河流上建设的项目由国务院投资主管
部门核准，其中库容 10亿立方米及以上或者涉及移民 1万人及以上的项目
由国务院核准。其余项目由地方政府核准。
其他水事工程：涉及跨界河流、跨省（区、市）水资源配置调整的项目由
国务院投资主管部门核准，其余项目由地方政府核准。

キーワード
許可を得ずに、
特定農業水利プ
ロジェクトに投
資建設してはな
らない

禁止或は制限措置説明
農業：荒地開墾関連プロジェクトは省級政府が審査・許可する。
ダム：境界線線を跨ぐ河川、省（区、市）を跨ぐ河川上での建築プロ
ジェクトは、国務院投資主管部門が審査・許可し、その内、ダム貯水量
10億㎥及びそれ以上または移住者1万人及びそれ以上に関わる建築プロ
ジェクトは、国務院が審査・許可する。残りのプロジェクトは地方政府
が審査・許可する。
その他の水利工事：境界線線を跨ぐ河川、省（区、市）を跨ぐ水資源の
配置調整に関わるプロジェクトは国務院投資主管部門が審査・許可し、
残りのプロジェクトは地方政府が審査・許可する

未获得许可，不 水电站：在跨界河流、跨省（区、市）河流上建设的单站总装机容量 50万
得投资建设特定 千瓦及以上项目由国务院投资主管部门核准，其中单站总装机容量 300万
能源项目
千瓦及以上或者涉及移民 1万人及以上的项目由国务院核准。其余项目由
地方政府核准。
抽水蓄能电站：由省级政府核准。
火电站：由省级政府核准，其中燃煤火电项目应在国家依据总量控制制定
的建设规划内核准。
热电站：由地方政府核准，其中抽凝式燃煤热电项目由省级政府在国家依
据总量控制制定的建设规划内核准。
风电站：由地方政府在国家依据总量控制制定的建设规划及年度开发指导
规模内核准。
核电站：由国务院核准。
电网工程：跨境、跨省（区、市） ±500千伏及以上直流项目，跨境、跨
省（区、市） 500千伏、 750千伏、1000千伏交流项目，由国务院投资主
管部门核准，其中 ±800千伏及以上直流项目和 1000千伏交流项目报国务
院备案；其余项目由地方政府核准，其中 ±800千伏及以上直流项目和
1000千伏交流项目应按照国家制定的规划核准。
煤矿：国家规划矿区内新增年生产能力 120万吨及以上煤炭开发项目由国
务院行业管理部门核准，其中新增年生产能力 500万吨及以上的项目报国
务院备案，国家规划矿区内的其余煤炭开发项目由省级政府核准；其余一
般煤炭开发项目由地方政府核准。国家规定禁止新建的煤与瓦斯突出、高
瓦斯和中小型煤炭开发项目，不得核准。
煤制燃料：年产超过 20亿立方米的煤制天然气项目，年产超过 100万吨的
煤制油项目由国务院投资主管部门核准。
液化石油气接收、存储设施（不含油气田、炼油厂的配套项目）：由省级
政府核准。
进口液化天然气接收、储运设施：新建（含异地扩建）项目由国务院行业
管理部门核准，其中新建接收储运能力 300万吨及以上的项目报国务院备
案。其余项目由省级政府核准。
输油管网（不含油田集输管网）：跨境、跨省（区、市）干线管网项目由
国务院投资主管部门核准，其中跨境项目报国务院备案。其余项目由省级
政府核准。
输气管网（不含油气田集输管网）：跨境、跨省（区、市）干线管网项目
由国务院投资主管部门核准，其中跨境项目报国务院备案。其余项目由省
级政府核准。
炼油：新建炼油及扩建一次炼油项目由国务院投资主管部门核准，其中列
入国务院批准的国家能源发展规划、石化产业规划布局方案的扩建项目由
省级政府核准。
变性燃料乙醇：由省级政府核准。
变性燃料乙醇：由省级政府核准。

許可を得ずに、
特定エネルギー
プロジェクトに
投資建設しては
ならない

水力発電所：境界を跨ぐ河川、省（区、市）を跨ぐ河川上に建設した電
容量50万KW/所及びそれ以上のプロジェクトは国務院投資主管部門が審
査・許可し、その内、総電容量300万KW/所及びそれ以上或いは移住者1万
人及びそれ以上のプロジェクトは国務院が審査・許可する。残りのプロ
ジェクトは地方政府が審査・許可する。
揚水発電所：省級政府が審査・許可する。
火力発電所：省級政府が審査・許可する。その内、石炭火力発電プロ
ジェクトは国家が総量コントロールによって制定する建設計画に従って
審査・許可しなければならない。
熱力発電所：地方政府が審査・許可し、その内、復水ポンプ圧送式石炭
燃焼熱電力プロジェクトは、省級政府が国家が総量コントロールによっ
て制定する建設計画に従って審査・許可する。
風力発電所：地場政府により、国家が総量コントロールによって制定す
る建設計画及び年間開発指導規模に従って審査・許可する。
原子力発電所：国務院が審査・許可する。
電力網工事：境界線、省（区、市）を跨ぐ±500kV及びそれ以上の直流電
流プロジェクト、境界線、省（区、市）を跨る500kV、750kV、1000kVの
交流電流プロジェクトは、国務院投資主管部門院が審査・許可し、その
内、±800kV及びそれ以上の直流電流プロジェクト及び1000kVの交流電流
プロジェクトは、国務院に報告・備案する；残りのプロジェクトは地方
政府が審査・許可し、その内、±800kV及びそれ以上の直流電流プロジェ
クト及び1000kVの交流電流プロジェクトは国家の制定する計画に従って
審査・許可しなければならない。
炭鉱：国家計画鉱山区内での年間生産能力120万ｔ及びそれ以上の新規石
炭開発プロジェクトは国務院業種管理部門が審査・許可する。その内、
年間生産能力500万ｔ及びそれ以上のプロジェクトは国務院に報告・備案
し、国家計画鉱山区内の残りの石炭開発プロジェクトは省級政府が審
査・許可する；残りの一般的な石炭開発プロジェクトは地方政府が審
査・許可する。国家が新築禁止を規定している石炭、ガス突出、高濃度
ガス及び中小型石の開発プロジェクトは、審査・許可してはならない。
石炭製燃料：年間生産能力20億㎥を超える石炭製天然ガスプロジェク
ト、年間生産能力100万ｔを超える石炭製油プロジェクトは国務院投資主
管部門が審査・許可する。
液化石油ガスの接収、保管施設（油ガス田、石油精製に付随するプロ
ジェクトを除く）：省級政府が審査・許可する。
輸入液化天然ガスの接収、保管・運輸施設：新築（異地の拡張を含む）
プロジェクトは、国務院業種管理部門が審査・許可し、その内、接収、
保管・輸力300万ｔ及びそれ以上のプロジェクトは国務院に報告・備案す
る。残りのプロジェクトは省級政府が審査・許可する。
石油輸送パイプ網（油田集中輸送パイプ網を含まない）：境界線、省
（区、市）を跨ぐ幹線パイプ網プロジェクトは国務院投資主管部門が審
査・許可し、その内、境界線を跨ぐプロジェクトは国務院に報告・備案
する。残りのプロジェクトは省級政府が審査・許可する。
気体輸送パイプ網（油気田集中輸送パイプ網を含まない）：境界線、省
（区、市）を跨ぐ幹線パイプ網プロジェクトは国務院投資主管部門が審
査・許可する。その内、境界線を跨ぐプロジェクトは国務院に報告・備
案する。残りのプロジェクトは省級政府が審査・許可する。
石油精製：石油精製の新築及び一時石油精製の拡張プロジェクトは国務
院投資主管部門が審査・許可し、その内、国務院が批准する国家エネル
ギー発展計画、石油化学産業計画・配置方案に列記された拡張プロジェ
クトは省級政府が審査・許可する。
変性燃料アルコール：省級政府が審査・許可する。

未获得许可，不 新建（含增建）铁路：跨省（区、市）项目和国家铁路网中的干线项目由
得投资建设特定 国务院投资主管部门核准，国家铁路网中的其余项目由中国铁路总公司自
交通运输项目
行决定并报国务院投资主管部门备案；其余地方铁路项目由省级政府按照
国家批准的规划核准。
公路：国家高速公路网项目由国务院投资主管部门核准，普通国道网项目
由省级政府核准；地方高速公路项目由省级政府按照规划核准，其余项目
由地方政府核准。
独立公（铁）路桥梁、隧道：跨境、跨 10万吨级及以上航道海域、跨大江
大河（现状或规划为一级及以上通航段）的项目由国务院投资主管部门核
准，其中跨境项目报国务院备案；国家铁路网中的其余项目由中国铁路总
公司自行决定并报国务院投资主管部门备案；其余项目由地方政府核准。
煤炭、矿石、油气专用泊位：在沿海（含长江南京及以下）新建年吞吐能
力 1000万吨及以上项目由国务院投资主管部门核准，其余项目由省级政府
核准。
集装箱专用码头：在沿海（含长江南京及以下）建设的年吞吐能力 100万
标准箱及以上项目由国务院投资主管部门核准，其余项目由省级政府核
准。
内河航运：跨省（区、市）高等级航道的千吨级及以上航电枢纽项目由国
务院投资主管部门核准，其余项目由地方政府核准。
民航：新建运输机场项目由国务院核准，新建通用机场项目、扩建军民合
用机场项目由省级政府核准。

許可を得ずに、
特定交通運輸プ
ロジェクトへ投
資建設してはな
らない

鉄道新築（増築を含む）：省（区、市）を跨ぐプロジェクト及び国家鉄
道網の幹線プロジェクトは国務院投資主管部門が審査・許可し、国家鉄
道網の残りのプロジェクトは中国鉄道総公司が自主的に決定し、且つ国
務院投資主管部門に報告・備案する；残りの地方鉄道プロジェクトは省
級政府が国家が国家が批准した計画に従って審査・許可する。
道路：国家高速道路網プロジェクトは国務院投資主管部門が審査・許可
し、普通国道網プロジェクトは省級政府が審査・許可する；地方高速道
路プロジェクトは省級政府が計画に従って審査・許可し、残りのプロ
ジェクトは地方政府が審査・許可する。
独立道路（鉄道）の橋梁、トンネル：境界線・10万t級及びそれ以上の航
路海域を跨ぐ・大きな河川（現状または計画が一級以上の運航幅）を跨
ぐプロジェクトは、国務院投資主管部門が審査・許可し、その内、境界
線プロジェクトは国務院に報告・備案する；国家鉄道網の残りのプロ
ジェクトは中国鉄道総公司が自主的に決定し、且つ国務院投資主管部門
に報告・備案する；残りのプロジェクトは地方政府が審査・許可する。
石炭、鉱石、ガス専用バース：沿海（長江南京及びそれ以下を含む）で
の年間取扱量が1000万ｔ及びそれ以上の新築プロジェクトは、国務院投
資主管部門が審査・許可し、残りのプロジェクトは省級政府が審査・許
可する。
コンテナの専用埠頭：沿海（長江南京及びそれ以下を含む）での年間取
扱量が100万標準コンテナ及びそれ以上のプロジェクは、国務院投資主管
部門が審査・許可する。
内陸河川の水上運輸：省（区、市）を跨ぐ高級級航路の千ｔ級及びそれ
以上の航行発電ターミナルプロジェクトは国務院投資主管部門が審査・
許可し、残りのプロジェクトは地方政府がが審査・許可する。
民用航空：運輸空港新築プロジェクトは国務院が審査・許可し、通用空
港新築プロジェクト、軍民共用空港増築プロジェクトは省級政府が審
査・許可する。

未获得许可，不 电信：国际通信基础设施项目由国务院投资主管部门核准；国内干线传输
得投资建设特定 网（含广播电视网）以及其他涉及信息安全的电信基础设施项目，由国务
信息产业项目
院行业管理部门核准。

許可を得ずに、
特定情報産業プ
ロジェクトへ投
資建設してはな
らない

電信：国際通信インフラプロジェクトは国務院投資主管部門が審査・許
可する；国内幹線伝送網（ラジオ・テレビネットワークを含む）及びそ
の他の情報の安全性に関わる電信インフラプロジェクトは、国務院業種
管理部門が審査・許可する。

项目号 主题词
未获得许可，不
得投资建设特定
农业水利项目
318

319

320

321
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仮訳
项目号 主题词
未获得许可，不
得投资建设特定
原材料项目

322

禁止或限制措施描述
稀土、铁矿、有色矿山开发：稀土矿山开发项目，由国务院行业管理部门
核准；其余项目由省级政府核准。
石化：新建乙烯项目由省级政府按照国务院批准的石化产业规划布局方案
核准。
化工：年产超过 50万吨的煤经甲醇制烯烃项目、年产超过 100万吨的煤制
甲醇项目，由国务院投资主管部门核准；新建对二甲苯（PX）项目、新建
二苯基甲烷二异氰酸（MDI）项目由省级政府按照国务院批准的石化产业规
划布局方案核准。
稀土：冶炼分离项目由国务院行业管理部门核准，稀土深加工项目由省级
政府核准。
黄金：采选矿项目由省级政府核准。

キーワード
許可を得ずに、
特定原材料プロ
ジェクトへ投資
建設してはなら
ない

禁止或は制限措置説明
レアアース、鉄鉱、非鉄金属鉱山開発：レアアース鉱山開発プロジェク
トは、国務院業種管理部門が審査・許可する；残りのプロジェクトは省
級政府が審査・許可する。
石油化学：エチレン新規プロジェクトは省級政府が国務院が批准した石
油化学産業計画・配置方案に従って審査・許可する。
化学工業：年間生産量50万tを超える石炭由来メタノールによるオレフィ
ン製造プロジェクト、年間生産量100万tを超える石炭によるメタノール
製造プロジェクトは、国務院投資主管部門が審査・許可する；パラキシ
レン（PX）の新規プロジェクト、ジフェニルメタンジイソシアネート
(MDI)の新規プロジェクトは、省級政府が国務院が批准した石油化学産業
計画・配置方案に従って審査・許可する。
レアアース：製錬分離プロジェクトは国務院業種管理部門が審査・許可
し、レアアース高度加工プロジェクトは省級政府が審査・許可する。
金：採鉱・選鉱プロジェクトは省級政府が審査・許可する。

323

未获得许可，不 汽车：按照国务院批准的《汽车产业发展政策》执行。
得投资建设特定
机械制造项目

許可を得ずに、 自動車：国務院が批准した《自動車産業発展政策》に従って執行する。
特定機械製造プ
ロジェクトへ投
資建設してはな
らない

324

未获得许可，不 烟草：卷烟、烟用二醋酸纤维素及丝束项目由国务院行业管理部门核准。
得投资建设特定
轻工项目

許可を得ずに、 タバコ：巻きタバコ、タバコ用ジアセテート繊維及び繊維束プロジェク
特定軽工業プロ トは国務院業種管理部門が審査・許可する。
ジェクトへ投資
建設してはなら
ない

325

未获得许可，不 民用航空航天：干线支线飞机、 6吨 /9座及以上通用飞机和 3吨及以上直
得投资建设特定 升机制造、民用卫星制造、民用遥感卫星地面站建设项目，由国务院投资
高新技术项目
主管部门核准；
6吨/9座以下通用飞机和 3吨以下直升机制造项目由省级政府核准。

許可を得ずに、
特定ハイテクプ
ロジェクトへ投
資建設してはな
らない

民用航空ロケット：幹線支線航空機、6t/9座席及びそれ以上の通用航空
機及び3t及びそれ以上のヘリコプターの製造、民用衛星製造、民用リ
モートセンシング衛星地上ステーション建設プロジェクトは、国務院投
資主管部門が審査・許可する；
6t/9座席以下の通用航空機及び3t以下のヘリコプターの製造プロジェク
トーは省級政府が審査・許可する。

326

未获得许可，不 城市快速轨道交通项目：由省级政府按照国家批准的规划核准。
得投资建设特定 城市道路桥梁、隧道：跨10万吨级及以上航道海域、跨大江大河（现状或
城建项目
规划为一级及以上通航段）的项目由国务院投资主管部门核准。
其他城建项目：由地方政府自行确定实行核准或者备案。

許可を得ずに、
特定都市建設プ
ロジェクトへ投
資建設してはな
らない

都市高速軌道交通プロジェクト：省級政府が国家が批准した計画に従っ
てが審査・許可する。
都市道路橋梁、トンネル：10万t及びそれ以上の航路海域、大きな河川
（現状または計画が一級以上の運航幅）を跨ぐプロジェクトは、国務院
投資主管部門が審査・許可する。
その他の都市建設プロジェクト：地方政府が自主的に審査・許可または
備案の実行を確定する。

未获得许可，不 主题公园：特大型项目由国务院核准，大型项目由国务院投资主管部门核
得投资建设特定 准，中小型项目由省级政府核准。
社会事业项目
旅游：国家级风景名胜区、国家自然保护区、全国重点文物保护单位区域
内总投资 5000万元及以上旅游开发和资源保护项目，世界自然和文化遗产
保护区内总投资 3000万元及以上项目，由省级政府核准。
其他社会事业项目：除国务院已明确改为备案管理的项目外，按照隶属关
系由国务院行业管理部门、地方政府自行确定实行核准或者备案。

許可を得ずに、
特定社会事業プ
ロジェクトへ投
資建設してはな
らない

テーマパーク：特大型プロジェクトは国務院が審査・許可し、大型プロ
ジェクトは国務院投資主管部門が審査・許可し、中小型プロジェクトは
省級政府が審査・許可する。
旅行：国家級風景名勝区、国家自然保護区、全国重点文化財保護単位区
域内の総投資額5,000万及びそれ以上の旅行開発及び資源保護プロジェク
ト、世界自然及び文化遺産保護区内の総投資額3,000万及びそれ以上のプ
ロジェクトは、省級政府が審査・許可する。
その他の社会事業プロジェクト：国務院が既に備案管理に変更すると明
確にしているプロジェクトを除き、従属関係に従って国務院業種管理部
門、地方政府自主的に審査・許可または備案の実行を確定する。

327

（二十二）其他
328 法律、法规、国务院决定规定的其他限制投资经营的行业、领域、业务等
注：标★事项，属于《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》（国发〔2015〕 55号）所指
“法律、行政法规和国务院决定未作规定但确需纳入市场准入负面清单的新设事项 ”，拟经试点检
验、评估后， “依照法定程序提请制定或修订法律、行政法规或国务院决定 ”。
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（二十二）その他
法律、法規、国務院決定が規定するその他の投資経営を制限する業種、領域、業務等
注記：★を付けた項目は、≪国務院：市場参入ネガティブリスト制度実行に関する意見≫
（国発[2015]55号）の「法律・行政法規及び国務院決定が規定していないが、確かに市場
参入ネガティブリストに組み入れる必要がある新設事項」を指し、試行の検査及び評価を
試行を経た後、「法定手順に基づき法律・行政法規或いは国務院決定の制定或いは改訂を
申請しなければならない」。

