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国务院关于印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区
总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案的
通知
国发〔2020〕10 号

国務院：北京・湖南・安徽自由貿易試験区
総体方案および浙江自由貿易試験区拡大区域
方案に関する通知
国発[2020]10 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、 各省・自治区・直轄市人民政府、国務院各部/委
各直属机构：
員会・各直属機関：
现将《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》、
《中国（湖南）自由贸易试验区总体方案》、
《中国
（安徽）自由贸易试验区总体方案》、
《中国（浙江）
自由贸易试验区扩展区域方案》印发给你们，请认
真贯彻执行。
国务院
2020 年 8 月 30 日
（此件公开发布）

ここに≪中国(北京)自由貿易試験区総体方案≫・
≪中国(湖南)自由貿易試験区総体方案≫・≪中国
(安徽)自由貿易試験区総体方案≫・≪中国(浙江)自
由貿易試験区拡大区域総体方案≫を印刷・公布する
ので、真摯に執行されたい。
国務院
2020 年 8 月 30 日
（当該文書にて公開公布）
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中国(北京)自由貿易試験区総体方案

中国（北京）自由贸易试验区总体方案

中国(北京)自由貿易試験区（以下、自貿試験区）
建立中国（北京）自由贸易试验区（以下简称
自贸试验区）是党中央、国务院作出的重大决策， の建設は、中国共産党中央委員会・国務院が下し
是新时代推进改革开放的重要战略举措。为高标准 た重大な政策決定であり、新時代における改革開
放推進の重要な戦略措置である。ハイレベル・ハ
高质量建设自贸试验区，制定本方案。
イクオリティな自貿試験区を建設するため、本方
案を制定する。
一、总体要求
（一）指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四
中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协
调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作
总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，以供
给侧结构性改革为主线，主动服务和融入国家重大
战略，建设更高水平开放型经济新体制，以开放促
改革、促发展、促创新，把自贸试验区建设成为新
时代改革开放新高地。

一、総体要求
（一）指導思想。
習近平による新時代の中国の特色ある社会主
義思想を指導として、党の第十九回全国代表大会
および十九期二中・三中・四中全会の主旨を全面
的に徹底し、「五位一体（経済・政治・文化・社
会・生態文明の構築）」の総合的配置を統一計画
的に推進および「4 つの全面（全面的な小康社会
構築・改革深化・法治推進・厳格な党管理）」戦
略・配置を協調的に推進し、「穏中求進」業務の
全体的基調を堅持し、新発展理念を堅持し、ハイ
クオリティな発展を堅持し、サプライサイド構造
改革を主軸として、国家の重大戦略に積極的に奉
仕および融合し、さらにハイレベルな開放型経済
の新体制を構築し、開放により改革・発展・イノ
ベーションを促進し、自貿試験区を新時代の改革
開放の新たな重要拠点として建設する。

（二）战略定位及发展目标。
以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要
求，全面落实中央关于深入实施创新驱动发展、推
动京津冀协同发展战略等要求，助力建设具有全球
影响力的科技创新中心，加快打造服务业扩大开放
先行区、数字经济试验区，着力构建京津冀协同发
展的高水平对外开放平台。

（二）戦略の位置付けおよび発展目標。
制度刷新を核心とし、複製可能・普及可能を基
本的要求として、イノベーション主導型発展戦略
の深化および実施・京津冀（北京市、天津市、河
北省）の協同発展戦略の推進などに関する中央の
要求を全面的に実行し、グローバルな影響力を有
する科学技術イノベーションセンターの構築を
支援し、サービス業開放拡大先行区・デジタル経
済試験区の構築を加速し、京津冀協同発展のため
のハイレベルな対外開放プラットフォームの構
築に努める。
自貿試験区にさらに大きな改革自主権を賦与
し、差別化の追求を深化・実施する。国際的かつ
先進的ルールをベンチマークとして、開放度を増
幅させ、規則・規制・管理・基準などの制度型開
放を行う。3～5 年の改革の模索を経て、独創的イ
ノベーション・技術イノベーション・開放イノベ
ーション・協同イノベーションの新たな優位性を
強化し、さらに国際的競争力を備えた制度刷新の
新たな成果を形成し、さらなる対外開放拡大のた
めに実践的な経験を積み上げ、貿易投資が利便
的・ビジネス環境が傑出・イノベーション環境が
一流・ハイエンド産業が集積・金融サービスを完
備・国際経済交流が活発・監督管理が安全かつ高

赋予自贸试验区更大改革自主权，深入开展差
别化探索。对标国际先进规则，加大开放力度，开
展规则、规制、管理、标准等制度型开放。经过三
至五年改革探索，强化原始创新、技术创新、开放
创新、协同创新优势能力，形成更多有国际竞争力
的制度创新成果，为进一步扩大对外开放积累实践
经验，努力建成贸易投资便利、营商环境优异、创
新生态一流、高端产业集聚、金融服务完善、国际
经济交往活跃、监管安全高效、辐射带动作用突出
的高标准高质量自由贸易园区。强化自贸试验区改
革同北京市改革的联动，各项改革试点任务具备条
件的在中关村国家自主创新示范区全面实施，并逐
步在北京市推广试验。
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効率・輻射および連動的役割が際立つハイレベ
ル・ハイクオリティな自由貿易園区の構築に努め
る。自貿試験区の改革と北京市の改革の連動を強
化し、各改革試行任務の条件が整った場合、中関
村国家セルフイノベーションモデル区において
全面的に実施し、段階的に北京市に実験を拡大す
る。
二、区位布局
（一）实施范围。
自贸试验区的实施范围 119.68 平方公里，涵
盖三个片区：科技创新片区 31.85 平方公里，国际
商务服务片区 48.34 平方公里（含北京天竺综合保
税区 5.466 平方公里），高端产业片区 39.49 平方
公里。
自贸试验区的开发利用须遵守土地利用、生态
环境保护、规划相关法律法规，符合国土空间规划，
并符合节约集约用地的有关要求。

二、立地・配置
（一）実施範囲。
自貿試験区の実施範囲は、119.68 ㎢であり、3
エリアを包含する：科学技術イノベーションエリ
ア 31.85 ㎢、国際ビジネスサービスエリア 48.34
㎢（北京天竺総合保税区 5.466 ㎢を含む）、ハイ
エンド産業エリア 39.49 ㎢。
自貿試験区の開発・利用は、土地利用・生態環
境保護・計画に関わる法律・法規を必ず遵守し、
国土空間計画に合致しており、併せて用地の節約・
集約の関連要求に合致していなければならない。

（二）功能划分。
科技创新片区重点发展新一代信息技术、生物
与健康、科技服务等产业，打造数字经济试验区、
全球创业投资中心、科技体制改革先行示范区；国
际商务服务片区重点发展数字贸易、文化贸易、商
务会展、医疗健康、国际寄递物流、跨境金融等产
业，打造临空经济创新引领示范区；高端产业片区
重点发展商务服务、国际金融、文化创意、生物技
术和大健康等产业，建设科技成果转换承载地、战
略性新兴产业集聚区和国际高端功能机构集聚区。

（二）機能区分。
科学技術イノベーションエリアは、次世代 IT・
バイオおよびヘルスケア・科学技術サービスなど
の産業を重点的に発展させ、デジタル経済試験
区・グローバル起業投資センター・科学技術体制
改革先行モデル区を構築する；国際ビジネスサー
ビスエリアは、デジタル貿易・文化貿易・ビジネ
スコンベンション・医療およびヘルスケア・国際
配送物流・クロスボーダー金融などの産業を重点
的に発展させ、臨空経済イノベーション指導モデ
ル区を構築する；ハイエンド産業エリアは、ビジ
ネスサービス・国際金融・文化クリエイティブ・
バイオ技術および「大健康（肉体的な健康だけで
なく精神的・生理的にも健康な包括的な健康を目
指す概念のこと）」などの産業を重点的に発展さ
せ、科学技術成果の転換拠点・戦略的新興産業集
積区および国際ハイレベル機構集約区を構築す
る。

三、主要任务和措施
（一）推动投资贸易自由化便利化。
1.深化投资领域改革。全面落实外商投资准入
前国民待遇加负面清单管理制度。探索引进考试机
构及理工类国际教材。完善外商投资促进、项目跟
踪服务和投诉工作机制。鼓励在法定权限内制定投
资和产业促进政策。完善“走出去”综合服务和风
险防控体系，提高境外投资便利化水平，优化企业
境外投资外汇管理流程。

三、主要任務および措置
（一）投資貿易自由化・利便化の推進。
1.投資分野の改革深化。外商投資に対する参入
前の内国民待遇にネガティブリストを加えた管
理制度を全面的に実行する。試験機関および理工
系学科の国際教材の導入を模索する。外商投資促
進・プロジェクトフォローサービスおよび苦情申
立業務メカニズムを完備する。法定権限内の投資
および産業促進政策の制定を奨励する。「対外進
出」総合サービスおよびリスク防止コントロール
体系を完備し、国外投資の利便化レベルを向上さ
せ、企業の国外投資に係る外貨管理フローを最適
化する。
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2.提升贸易便利化水平。推动北京首都国际机
场、北京大兴国际机场扩大包括第五航权在内的航
权安排。持续拓展国际贸易“单一窗口”服务功能
和应用领域。开展跨境电子商务零售进口药品试点
工作，具体按程序报批。适度放宽医药研发用小剂
量特殊化学制剂的管理，支持在区内建立备货仓
库。对符合政策的区内研发机构科研设备进口免
税。进一步拓展整车进口口岸功能。支持北京天竺
综合保税区打造具有服务贸易特色的综合保税区。

2.貿易利便化レベルの向上。北京首都国際空
港・北京大興国際空港の第五航路権（第 5 の自由、
以遠権）を含む航路権計画を推進する。国際貿易
の「単一窓口（ワンストップ窓口）
」サービス機能
および応用分野を持続的に拡張する。クロスボーダ
ー電子商取引小売輸入薬品試行業務を行い、具体的
な内容は手順に基づき報告のうえ批准を仰ぐもの
とする。医薬研究開発用の少量特殊化学製剤の管
理を適度に緩和し、区内における製品準備用倉庫
の建設を支持する。政策に合致する区内の研究開
発機関の科学研究設備の輸入は免税とする。さら
に完成車輸入港湾の機能を拡張する。北京天竺総
合保税区がサービス貿易の特徴を備えた総合保
税区を構築することを支持する。

3.创新服务贸易管理。试行跨境服务贸易负面
清单管理模式。在有条件的区域最大限度放宽服务
贸易准入限制。为研发、执业、参展、交流、培训
等高端人才提供签证便利。创新监管服务模式，对
区内企业、交易单据、人员、资金、商品等进行追
溯和监管。

3.サービス貿易管理の刷新。クロスボーダーサ
ービス貿易ネガティブリスト管理モデルを試行
する。条件を備えた区域においてサービス貿易の
参入制限を最大限緩和する。研究開発・開業・出
展・交流・研修などのハイレベル人材の査証に便
宜を図る。監督管理サービスモデルを刷新し、区
内の企業・取引エビデンス・人員・資金・商品な
どに対して遡及および監督管理を行う。

（二）深化金融领域开放创新。
4.扩大金融领域开放。开展本外币一体化试
点。允许区内银行为境外机构人民币银行结算账户
（NRA 账户）发放境外人民币贷款，研究推进境外
机构投资者境内证券投资渠道整合，研究推动境外
投资者用一个 NRA 账户处理境内证券投资事宜。允
许更多外资银行获得证券投资基金托管资格。支持
设立重点支持文创产业发展的民营银行。鼓励符合
条件的中资银行开展跨境金融服务，支持有真实贸
易背景的跨境金融服务需求。推动重点行业跨境人
民币业务和外汇业务便利化。探索赋予中关村科创
企业更多跨境金融选择权，在宏观审慎框架下自主
决定跨境融资方式、金额和时机等，创新企业外债
管理方式，逐步实现中关村国家自主创新示范区非
金融企业外债项下完全可兑换。支持依法合规地通
过市场化方式设立境内外私募平行基金。便利符合
条件的私募和资产管理机构开展境外投资。支持跨
国公司通过在境内设立符合条件的投资性公司，依
法合规设立财务公司。开展区内企业外债一次性登
记试点，不再逐笔登记。

（二）金融分野の開放イノベーション深化。
4.金融分野の開放拡大。人民元・外貨一体化試
行を行う。区内の銀行が国外機構の人民元銀行決済
口座（NRA 口座）に国外人民元貸付を実行すること
を許可し、国外機関投資家の国内証券投資チャネル
の整合推進を研究し、国外投資家の一つの NRA 口座
を用いた国内証券投資事項処理の推進を研究する。
さらに多くの外資銀行が証券投資ファンド受託
管理資格を取得することを許可する。文化クリエ
イティブ産業の発展を重点的に支援する民営銀
行の設立を支持する。条件に合致する中資銀行が
クロスボーダー金融サービスを行い、真実の貿易
背景を有するクロスボーダー金融サービスニー
ズを支援することを奨励する。重点業種のクロス
ボーダー人民元業務および外貨業務の利便化を
推進する。中関村の科学イノベーション企業にさ
らに多くのクロスボーダー金融の選択権を賦与
することを模索し、マクロプルーデンスの枠組み
においてクロスボーダー資金調達の方式・金額お
よび時機などを自主的に決定させ、企業の外債管
理方式を刷新し、中関村国家セルフイノベーショ
ンモデル区の非金融企業の外債項目における完全
な両替可能を段階的に実現する。法に基づきコンプ
ライアンスに準拠した市場化方式を通じた国内外
プライベートパラレルファンドの設立を支持す
る。条件に合致するプライベートファンドおよび
資産管理機構による国外投資の実施を利便化す
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る。多国籍企業が国内における条件に合致する投
資性公司の設立を通じて、法に基づきコンプライ
アンスに準拠して財務公司を設立することを支
持する。区内企業の外債一括登記試行を行い、今
後、一件毎の登記は行わない。
5.促进金融科技创新。围绕支付清算、登记托
管、征信评级、资产交易、数据管理等环节，支持
金融科技重大项目落地，支持借助科技手段提升金
融基础设施服务水平。充分发挥金融科技创新监管
试点机制作用，在有利于服务实体经济、风险可控、
充分保护消费者合法权益的前提下稳妥开展金融
科技创新。支持人民银行数字货币研究所设立金融
科技中心，建设法定数字货币试验区和数字金融体
系，依托人民银行贸易金融区块链平台，形成贸易
金融区块链标准体系，加强监管创新。建设金融科
技应用场景试验区，建立应用场景发布机制。

5.フィンテックによるイノベーション促進。支
払決済・登記委託管理・信用調査/格付・資産取
引・データ管理などのプロセスについて、フィン
テック重大プロジェクトの実現を支持し、科学技
術手段の助けを借りた金融インフラサービスレ
ベルの向上を支持する。フィンテックによるイノ
ベーションに対する監督管理試行メカニズムの
役割を充分に発揮し、実体経済への奉仕・リスク
コントロール可能・消費者の合法的権益の充分な
保護に資することを前提として、フィンテックに
よるイノベーションを適切に行う。人民銀行デジ
タル通貨研究所がフィンテックセンターを設立
し、法定デジタル通貨試験区およびデジタル金融
体系を構築し、人民銀行の金融ブロックチェーン
プラットフォームにより、貿易金融ブロックチェ
ーン基準体系を構築し、監督管理を刷新強化する
ことを支持する。フィンテック応用モデル試験区
を建設し、応用モデルの発表メカニズムを構築す
る。

6.强化金融服务实体经济。允许通过北京产权
交易所等依法合规开展实物资产、股权转让、增资
扩股的跨境交易。在依法依规、风险可控的前提下，
支持区内汽车金融公司开展跨境融资，按照有关规
定申请保险兼业代理资格；研究简化汽车金融公司
发行金融债券、信贷资产证券化或外资股东发行熊
猫债券等相关手续。允许区内注册的融资租赁母公
司和子公司共享企业外债额度。将区内注册的内资
融资租赁企业试点确认工作委托给北京市主管部
门。

6.金融による実体経済への奉仕の強化。北京財
産権取引所などを通じた法に基づきコンプライ
アンスに準拠した現物資産・持分譲渡・増資によ
る持分拡大のクロスボーダー取引の実施を許可
する。法に基づき規定を遵守・リスクコントロー
ル可能との前提の下、区内のオートローン会社が
クロスボーダー融資を行い、関連規定に基づき保
険兼業代理資格を申請することを支持する；オー
トローン会社の金融債券発行・与信資産証券化あ
るいは外資株主のパンダ債発行などの関連手続
きの簡素化を研究する。区内に登録するファイナ
ンスリース会社の親会社と子会社の外債限度額
の共有を許可する。区内に登録する内資ファイナ
ンスリース企業の試行確認業務を北京市主管部
門に委託する。

（三）推动创新驱动发展。
7.优化人才全流程服务体系。探索制定分层分
类人才吸引政策。试点开展外籍人才配额管理制
度，探索推荐制人才引进模式。优化外国人来华工
作许可、居留许可审批流程。采取“线上+线下”
模式，建立全链条一站式服务窗口和服务站点。探
索建立过往资历认可机制，允许具有境外职业资格
的金融、建筑设计、规划等领域符合条件的专业人
才经备案后，依规办理工作居留证件，并在区内提
供服务，其境外从业经历可视同境内从业经历。对

（三）イノベーション主導型発展の推進。
7.人材全フローサービス体系の最適化。階層・
分類別の人材誘致政策の制定を模索する。外国籍
人材割当管理制度を試行的に行い、推薦制人材誘
致モデルを模索する。外国人の中国就労許可・居
留許可の審査批准フローを最適化する。「オンラ
イン＋オフライン」モデルを採用し、全フローワ
ンストップ式サービス窓口およびサービス拠点
を設置する。往来型資格認可メカニズムの構築を
模索し、国外の職業資格を有する金融・建築設
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境外人才发生的医疗费用，开展区内医院与国际保
险实时结算试点。探索优化非标准就业形式下劳动
保障服务。

計・プランニングなどの分野の条件に合致する専
門家が備案を経て、規定に従い就労類居留証の手
続きを行い、併せて区内においてサービスを提供
することを許可し、その国外における業務履歴は
国内の業務履歴と見なしてよい。国外人材に発生
した医療費について、区内の病院と国際保険間の
リアルタイム決済試行を行う。非標準的就業形態
の労働保障サービスの最適化を模索する。

8.强化知识产权运用保护。探索研究鼓励技术
转移的税收政策。探索建立公允的知识产权评估机
制，完善知识产权质押登记制度、知识产权质押融
资风险分担机制以及质物处置机制。设立知识产权
交易中心，审慎规范探索开展知识产权证券化。开
展外国专利代理机构设立常驻代表机构试点工作。
探索国际数字产品专利、版权、商业秘密等知识产
权保护制度建设。充分发挥中国（中关村）知识产
权保护中心的作用，建立专利快速审查、快速确权
和快速维权的协同保护体系。

8.知的財産権運用保護の強化。技術移転奨励の
税収政策の研究を模索する。公平な知的財産権評
価メカニズムの構築を模索し、知的財産権による
質権設定登記制度・知的財産権による質権設定に
対する融資リスク分散メカニズムおよび質物処
理メカニズムを完備する。知的財産権取引センタ
ーを設立し、知的財産権証券化の実施を慎重に規
範化かつ模索する。外国特許代理機構による常駐
代表機構設立試行業務を実施する。国際デジタル
製品の特許・版権・商業機密などの知的財産権保
護制度の構築を模索する。中国(中関村)知的財産
権保護センターの役割を充分に発揮し、特許の迅
速審査・迅速権利確認および迅速権利保護の協同
保護体系を構築する。

9.营造国际一流创新创业生态。赋予科研人员
职务科技成果所有权或长期使用权，探索形成市场
化赋权、成果评价、收益分配等制度。鼓励跨国公
司设立研发中心，开展“反向创新”。推动中国检
测标准转化为国际通用标准。探索优化对科研机构
访问国际学术前沿网站的安全保障服务。推进标准
化厂房建设，健全工业用地市场供应体系。探索实
施综合用地模式，在用途、功能不冲突前提下，实
现一宗地块具有多种土地用途、建筑复合使用（住
宅用途除外），按照不同用途建筑面积计算土地出
让金，不得分割转让。探索实行产业链供地。

9.国際的に一流なイノベーション起業環境の
構築。科学研究者の職務による科学技術成果に所
有権あるいは長期使用権を賦与し、市場化された
権利賦与・成果評価・収益分配などの制度構築を
模索する。多国籍企業が研究開発センターを設立
し、「リバースイノベーション」を行うことを奨
励する。中国独自の検査基準から国際的に通用す
る基準への転換を推進する。科学技術研究機関に
よる国際学術最先端ウェブサイトへのアクセス
の安全保障サービスの最適化を模索する。標準化
された工場建設を推進し、工業用地市場供給体系
を整備する。総合用地モデルの実施を模索し、用
途・機能が矛盾しないとの前提の下、一区画に対す
る複数種類の土地用途・複合利用（住宅用途を除く）
の目的の建築を実現するが、それぞれの建築面積に
基づき土地払下げ代金を計算し、分割して譲渡して
はならない。産業チェーンへの用地供給の実行を模
索する。

（四）创新数字经济发展环境。
10.增强数字贸易国际竞争力。对标国际先进
水平，探索符合国情的数字贸易发展规则，加强跨
境数据保护规制合作，促进数字证书和电子签名的
国际互认。探索制定信息技术安全、数据隐私保护、
跨境数据流动等重点领域规则。探索创制数据确
权、数据资产、数据服务等交易标准及数据交易流
通的定价、结算、质量认证等服务体系，规范交易
行为。探索开展数字贸易统计监测。

（四）デジタル経済発展環境のイノベーション
10.デジタル貿易の国際競争力の強化。国際的か
つ先進的なレベルをベンチマークとして、国情に合
致したデジタル貿易発展ルールを模索し、クロスボ
ーダーデータ保護規制の提携を強化し、デジタル証
書および電子署名の国際相互承認を促進する。IT
セキュリティ・データのプライバシー保護・クロス
ボーダーデータ流動などの重点領域のルール制定
を模索する。データの権利確認・データ資産・デー
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タサービスなどの取引基準およびデータ取引流通
の価格決定・決済・クオリティ認証などのサービス
体系の制定を模索し、取引行為を規範化する。デジ
タル貿易統計モニタリングの実施を模索する。
11.鼓励发展数字经济新业态新模式。加快新
一代信息基础设施建设，探索构建安全便利的国际
互联网数据专用通道。应用区块链等数字技术系统
规范跨境贸易、法律合规、技术标准的实施，保障
跨境贸易多边合作的无纸化、动态化、标准化。依
托区块链技术应用，整合高精尖制造业企业信息和
信用数据，打造高效便捷的通关模式。探索建立允
许相关机构在可控范围内对新产品、新业务进行测
试的监管机制。

11.デジタル経済の新業態・新モデル発展の奨励。
次世代情報インフラの構築を加速させ、安全かつ利
便的な国際インターネットデータ専用ルートの構
築を模索する。ブロックチェーンなどのデジタル技
術・システムを応用してクロスボーダー貿易・法律
コンプライアンス性・技術基準の実施を規範化し、
クロスボーダー貿易における多角的に連携したペ
ーパーレス化・動態化・基準化を保障する。ブロッ
クチェーン技術の応用により、先端製造業企業の情
報および信用データを整合し、高効率かつ利便的な
通関モデルを構築する。関連機構のコントロール可
能な範囲における新製品・新業務に対するテスト実
施を許可する監督管理メカニズムの構築を模索す
る。

12.探索建设国际信息产业和数字贸易港。在
风险可控的前提下，在软件实名认证、数据产地标
签识别、数据产品进出口等方面先行先试。建设数
字版权交易平台，带动知识产权保护、知识产权融
资业务发展。对软件和互联网服务贸易进行高效、
便利的数字进出口检验。积极探索针对企业的数据
保护能力的第三方认证机制。探索建立适应海外客
户需求的网站备案制度。

12.国際情報産業およびデジタル貿易港構築の模
索。リスクコントロール可能との前提の下、ソフト
ウェアの実名認証・データ産地のラベル識別・デー
タ製品輸出入などの方面における先行先試を行う。
デジタル版権取引プラットフォームを構築し、知的
財産権の保護・知的財産権融資業務の発展を率先し
て推進する。ソフトウェアおよびオンラインサービ
ス貿易に対して高効率・利便的なデジタル輸出入検
査を行う。企業のデータ保護能力に特化した第三者
認証メカニズムを積極的に模索する。海外の顧客ニ
ーズに適したウェブサイト備案制度の構築を模
索する。

（五）高质量发展优势产业。
13.助力国际交往中心建设。着眼于服务国家
总体外交，持续提升重大国事活动服务保障能力。
鼓励国际组织集聚。探索开展本外币合一跨境资金
池试点，支持符合条件的跨国企业集团在境内外成
员之间集中开展本外币资金余缺调剂和归集业务，
对跨境资金流动实行双向宏观审慎管理。探索消
费、预办登机一体化试点。鼓励适度竞争，完善免
税店相关政策。在北京首都国际机场周边打造功能
完善的组团式会展综合体。提升中国国际服务贸易
交易会规格和能级，将其打造成为国际服务贸易主
平台。

（五）優勢産業のハイクオリティな発展。
13.国際交流センター建設の支援。国家の全体
的な外交への奉仕に着眼し、重大な国家公式活動
への奉仕保障能力を持続的に向上させる。国際組
織の会合を奨励する。人民元・外貨一体型クロス
ボーダープーリング試行の実施を模索し、条件に合
致する多国籍企業グループが国内外のメンバー間
で人民元・外貨資金の余剰・不足の調整および集中
業務を行うことを支持し、クロスボーダー資金の流
動に対して双方向マクロプルーデンス管理を実行
する。消費・事前搭乗一体化試行を模索する。適度
な競争を奨励し、免税店関連政策を完備する。北京
首都国際空港周辺において機能が完備された組織
的コンベンション総合体を構築する。中国国際サー
ビス貿易見本市の規格および能力を向上させ、当該
見本市を国際サービス貿易のメインプラットフォ
ームとして構築する。

14.满足高品质文化消费需求。打造国际影视

14.ハイクオリティな文化消費ニーズの充足。国
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动漫版权贸易平台，探索开展文化知识产权保险业
务，开展宝玉石交易业务，做强“一带一路”文化
展示交易馆。允许符合条件的外资企业开展面向全
球的文化艺术品（非文物）展示、拍卖、交易业务。
鼓励海外文物回流，积极研究调整现行进口税收政
策，进一步给予支持。探索创新综合保税区内国际
高端艺术展品担保监管模式。

際映画/テレビ/アニメ/漫画版権貿易プラットフォ
ームを構築し、文化および知的財産権保険業務の実
施を模索し、宝石取引業務を行い、
「一帯一路」文
化展示取引館を発展させる。条件に合致する外資企
業がグローバル向けの文化芸術品（非文化財）の展
示・競売・取引業務を行うことを許可する。海外の
文化財の還流を奨励し、現行の輸入税収政策の調整
を積極的に研究し、さらに支援する。総合保税区内
の国際的に貴重な芸術展示品の担保監督管理モデ
ルの刷新を模索する。

15.创新发展全球领先的医疗健康产业。简化
国内生物医药研发主体开展国际合作研发的审批
流程。加速急需医疗器械和研发用材料试剂、设备
通关。对临床急需且我国尚无同品种产品获准注册
的医疗器械加快审批，保障临床需求。开展跨境远
程医疗等临床医学研究，区内医疗机构可根据自身
技术能力，按照有关规定开展干细胞临床前沿医疗
技术研究项目。探索开展去中心化临床试验（DCT）
试点。支持设立医疗器械创新北京服务站和人类遗
传资源服务站，加快医药产业转化速度。

15.グローバルかつ先進的医療ヘルスケアのイノ
ベーション発展。国内バイオ医薬研究開発主体の国
際協力研究開発の審査批准フローを簡素化する。至
急必要な医療機器および研究開発用の材料/試薬・
設備の通関を加速する。臨床に至急必要かつ我が国
に同品種の製品がなく批准・登録する医療機器に対
して審査批准を加速させ、臨床現場のニーズを保障
する。クロスボーダー遠隔医療などの臨床医学の研
究を行い、区内の医療機関は、自らの技術・能力に
応じて、関連規定に基づき幹細胞臨床最先端医療技
術研究プロジェクトを行うことができる。分散型治
験（DCT）試行の実施を模索する。医療機器イノベ
ーション北京サービスステーションおよび人類
遺伝資源サービスステーションの設立を支持し、
医薬産業実用化のスピードを加速させる。

16.优化发展航空服务。推动北京首都国际机
场和北京大兴国际机场联动发展，建设世界级航空
枢纽。优化航材保税监管措施，降低航材运营成本。
试点开展公务机按照包修协议报关业务，将公务机
所有人、运营人及委托代理公司纳入试点申请主体
范围。对符合列目规则的航空专用零部件，研究单
独设立本国子目。

16.航空サービスの最適化・発展。北京首都国
際空港および北京大興国際空港の連動的発展を
推進し、グローバルレベルの航空ターミナルを建
設する。航空資材保税監督管理措置を最適化し、
航空資材運用コストを引き下げる。ビジネスジェ
ットの修理保証協議に基づく通関業務を試行的
に行い、ビジネスジェットの所有者・運営者およ
び代理委託会社を試行申請主体の範囲に組み入
れる。細目列挙の規則に合致する専用航空部品につ
いて、本国細目の単独設置を研究する。

（六）探索京津冀协同发展新路径。
17.助力高标准建设城市副中心。探索实施相
对集中行政许可权试点。鼓励金融机构开展全球资
产配置，建设全球财富管理中心。支持设立全国自
愿减排等碳交易中心。规范探索开展跨境绿色信贷
资产证券化、绿色债券、绿色股权投融资业务，支
持相关企业融资发展。支持符合条件的金融机构设
立专营机构。在国家金融监管机构等的指导下，支
持设立北京城市副中心金融风险监测预警与监管
创新联合实验室，构建京津冀金融风险监测预警平
台。简化特殊人才引进流程。

（六）京津冀協同発展の新ルートの模索。
17.副都心センターの高基準建設の支援。相対
的な集中行政許可権試行の実施を模索する。金融
機関がグローバルな資産配置を行い、グローバル
資産管理センターを構築することを奨励する。全
国自主的排出削減などの炭素取引センターの設
立を支持する。クロスボーダーグリーンクレジッ
ト資産証券化・グリーンボンド・グリーンエクイ
ティ投融資業務の実施を規範化・模索し、関連企
業の資金調達・発展を支持する。条件に合致する
金融機関が専門機構を設立することを支持する。
国家金融監督管理機構などの指導の下、北京副都
心金融リスクモニタリングアラートおよび監督
管理イノベーション連合実験室を設立し、京津冀
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金融リスクモニタリングアラートプラットフォ
ームを構築することを支持する。特殊人材誘致フ
ローを簡素化する。
18.深化产业链协同发展。将自贸试验区打造
为京津冀产业合作新平台，创新跨区域产业合作，
探索建立总部—生产基地、园区共建、整体搬迁等
多元化产业对接合作模式。鼓励北京、天津、河北
自贸试验区抱团参与“一带一路”建设，坚持稳妥
有序原则，共建、共享境内外合作园区。

18.産業チェーン協同発展の深化。自貿試験区
を京津冀産業協力新プラットフォームとして構
築し、区域を跨いだ産業協力を刷新し、本部‐生
産基地・園区共同建設・全体移転などの多元的な
産業連動協力モデルの構築を模索する。北京・天
津・河北自貿試験区が結束して「一帯一路」構想
に参加し、穏当かつ秩序の原則を堅持し、国内外
協力園区を共同で建設・共有することを奨励す
る。

19.推动形成统一开放市场。加强京津冀三地
技术市场融通合作，对有效期内整体迁移的高新技
术企业保留其高新技术企业资格。逐步实现北京、
天津、河北自贸试验区内政务服务“同事同标”，
推动实现政务服务区域通办、标准互认和采信、检
验检测结果互认和采信。探索建立北京、天津、河
北自贸试验区联合授信机制，健全完善京津冀一体
化征信体系。

19.統一開放市場の構築推進。京津冀の三地域
の技術市場の融通・協力を強化し、有効期限内に
全体で移転するハイテク企業に対してそのハイ
テク企業資格を保留する。北京・天津・河北自貿
試験区内の政務サービス「同事同標（同一事項は
同一基準であること）」を段階的に実現させ、政
務サービスの区域の一括手続き・基準の相互認証
および信用情報の採用・検査測定結果の相互認証
および情報の採用の実現を推進する。北京・天
津・河北自貿試験区の連合与信メカニズムの構築
を模索し、京津冀一体化信用調査体系を整備す
る。

（七）加快转变政府职能。
20.持续打造国际一流营商环境。推进“证照
分离”改革。对新经济模式实施审慎包容监管，探
索对新技术新产品加强事中事后监管。下放国际快
递业务（代理）经营许可审批权。开展企业投资项
目“区域评估+标准地+告知承诺制+政府配套服务”
改革。探索取消施工图审查（或缩小审查范围）、
实行告知承诺制和设计人员终身负责制等工程建
设领域审批制度改革。

（七）政府機能転換の加速。
20.国際的に一流なビジネス環境構築の持続。
「証照分離（営業許可証と行政許可の取得手続の
切り離し）」改革を推進する。新経済モデルに対
して慎重かつ許容な監督管理を実施し、新技術・
新製品に対する期中事後監督管理の強化を模索
する。国際速達業務（代理）経営許可の審査批准
権を委譲する。企業投資プロジェクト「エリア評
価＋基準地＋承諾制＋政府付帯サービス」改革を行
う。施工図の審査取消（あるいは審査範囲の縮小）
・
告知承諾制および設計者終身担当制の実行などの
工事建設分野の審査批准制度改革を模索する。

21.强化多元化法治保障。允许境外知名仲裁
及争议解决机构经北京市人民政府司法行政部门
登记并报国务院司法行政部门备案，在区内设立业
务机构，就国际商事、投资等领域民商事争议开展
仲裁业务，依法支持和保障中外当事人在仲裁前和
仲裁中的财产保全、证据保全、行为保全等临时措
施的申请和执行。积极完善公证、调解、仲裁、行
政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的
多元化纠纷解决机制。支持国际商事争端预防与解
决组织落地运营。充分利用现有审判资源，为金融
诉讼提供绿色通道。

21.多元的法的保障の強化。国外の著名な仲裁お
よび争議解決機関が北京市人民政府司法行政部
門への登記かつ国務院司法行政部門への備案・報
告を経て、区内において業務機構を設立し、国際
商事・投資などの分野の民事・商事紛争について
仲裁業務を行い、法に基づき中国・国外の当事者
の仲裁前および仲裁中の財産保全・証拠保全・行
為保全などの臨時措置の申請および執行を支援
および保障することを許可する。公証・調停・仲
裁・行政裁決・行政再審議・訴訟などが有機的に
連係・相互に協調した多元的紛争解決メカニズム
を積極的に完備する。国際商事紛争予防および解
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決組織の設立・運営を支持する。既存の裁判の資
源を充分に利用して、金融訴訟に優先ルートを提
供する。
22.健全开放型经济风险防范体系。推行以信
用为基础的分级分类监管制度。聚焦投资、贸易、
网络、生物安全、生态环境、文化安全、人员进出、
反恐反分裂、公共道德等重点领域，进一步落实好
外商投资安全审查制度，完善反垄断审查、行业管
理、用户认证、行为审计等管理措施。健全金融风
险监测和预警机制，强化反洗钱、反恐怖融资和反
逃税工作，不断提升金融风险防控能力。坚持底线
思维，依托信息技术创新风险研判和风险防控手
段，建立联防联控机制。

22.開放型経済リスク防止体系の整備。信用を
基礎とした級別分類監督管理制度を推進する。投
資・貿易・ネットワーク・バイオセキュリティ・
生態環境・文化の安全性・人員の往来・反テロお
よび反分裂・公共道徳などの重点分野に焦点を当
て、さらに外商投資安全審査制度を適切に実行
し、反独占審査・業種管理・ユーザー認証・行為
監査などの管理措置を完備する。金融リスクモニ
タリングおよびアラートメカニズムを整備し、ア
ンチマネーロンダリング・アンチテロ融資および
反脱税業務を強化し、金融リスク防止コントロー
ル能力を絶え間なく向上させる。ボトムラインシ
ンキングを堅持し、IT・イノベーションによるリ
スク判別およびリスク防止コントロール手段に
より、連合防止コントロールメカニズムを構築す
る。

四、保障机制
坚持和加强党对改革开放的领导，把党的领导
贯穿于自贸试验区建设的全过程。牢固树立总体国
家安全观，强化底线思维和风险意识，切实加强自
贸试验区风险防控体系建设，完善风险防控和处置
机制，维护国家安全和社会安全，牢牢守住不发生
区域性系统性风险底线。在国务院自由贸易试验区
工作部际联席会议统筹协调下，充分发挥地方和部
门积极性，抓好各项改革试点任务落实，高标准高
质量建设自贸试验区。北京市要完善工作机制，构
建精简高效、权责明晰的自贸试验区管理体制，加
强人才培养，打造高素质专业化管理队伍；要加强
地方立法，建立公正透明、体系完备的法治环境；
要强化主体责任，加强监测预警，深入开展风险评
估，制定相关工作方案，切实防范化解重大风险；
要建立完善自贸试验区制度创新容错机制，坚持
“三个区分开来”，鼓励大胆试、大胆闯；要统筹
推进新冠肺炎疫情防控和自贸试验区高质量发展
工作，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，努
力把疫情造成的损失降到最低限度。北京市和有关
部门要依法及时下放相关管理权限，完善配套政
策，确保各项改革举措落地实施。自贸试验区各片
区要把工作做细，制度做实，严格监督，严格执纪
执法。本方案提出的各项改革政策措施，凡涉及调
整现行法律或行政法规的，按规定程序办理。重大
事项及时向党中央、国务院请示报告。

四、保障メカニズム
党の改革・開放に対する指導を堅持および強化
し、党の指導を自貿試験区建設の全プロセスに一
貫させる。全体的な国家の安全観を堅固に樹立
し、ボトムラインシンキングおよび危機意識を強
化し、自貿試験区のリスク防止コントロール体系
の構築を適切に強化し、リスク防止コントロール
および処理メカニズムを完備し、国家の安全およ
び社会の安全を維持し、区域性およびシステミッ
クリスクを発生させないとのボトムラインを堅
守する。国務院自由貿易試験区業務部間連席会議
における統一計画的協調の下、地方および部門の
積極性を充分に発揮し、各改革試行の任務を適切
に実行し、ハイレベル・ハイクオリティな自貿試
験区を建設する。北京市は、業務メカニズムを完
備し、簡潔かつ高効率・権限および責任が明瞭な
自貿試験区管理体制を構築し、人材育成を強化
し、高い素質と専門性を備えた管理グループを構
築しなければならない；地方立法を強化し、公正
かつ透明・体系が完備された法治環境を構築しな
ければならない；主体責任を強化し、モニタリン
グ・アラートを強化し、リスク評価を深化・実施
し、関連業務方案を制定し、重大リスクを適切に
防止・解消しなければならない；自貿試験区制度
の制度刷新・障害許容メカニズムを構築・完備し、
「3 エリア個別制」を堅持し、大胆な試行・大胆
な突進を奨励する；新型コロナウイルス感染拡大
防止および自貿試験区ハイクオリティ発展業務
を統一計画的に推進し、「国外からの輸入症例防
止、国内での感染再発防止」との要求を全面的に
実行し、感染拡大がもたらす損失を最低限に抑え
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るよう努力しなければならない。北京市および関
連部門は、法に基づき速やかに関連管理権限を委
譲し、付帯政策を完備し、各改革措置が実現・実
施されるよう保証しなければならない。自貿試験
区の各エリアは、適切に業務を細分化し、制度を
実施し、厳格に監督管理し、厳格に紀律・法律を
執行しなければならない。本方案にて挙げた各改
革政策措置が現行の法律あるいは行政法規の調
整に関わる場合、規定の手順に基づき取り扱う。
重大事項は速やかに中国共産党中央委員会・国務
院に報告し指示を仰がなければならない。
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中国(湖南)自由貿易試験区総体方案

中国（湖南）自由贸易试验区总体方案

中国(湖南)自由貿易試験区（以下、自貿試験区）
建立中国（湖南）自由贸易试验区（以下简称
自贸试验区）是党中央、国务院作出的重大决策， の建設は、中国共産党中央委員会・国務院が下し
是新时代推进改革开放的重要战略举措。为高标准 た重大な政策決定であり、新時代における改革開
放推進の重要な戦略措置である。ハイレベル・ハ
高质量建设自贸试验区，制定本方案。
イクオリティな自貿試験区を建設するため、本方
案を制定する。
一、総体要求
（一）指導思想。
習近平による新時代の中国の特色ある社会主
義思想を指導として、党の第十九回全国代表大会
および十九期二中・三中・四中全会の主旨を全面
的に徹底し、「五位一体（経済・政治・文化・社
会・生態文明の構築）」の総合的配置を統一計画
的に推進および「4 つの全面（全面的な小康社会
構築・改革深化・法治推進・厳格な党管理）」戦
略・配置を協調的に推進し、「穏中求進」業務の
全体的基調を堅持し、新発展理念を堅持し、ハイ
クオリティな発展を堅持し、サプライサイド構造
改革を主軸として、国家の重大戦略に積極的に奉
仕および融合し、さらにハイレベルな開放型経済
の新体制を構築し、開放により改革・発展・イノ
ベーションを促進し、自貿試験区を新時代の改革
開放の新たな重要拠点として建設する。

一、总体要求
（一）指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四
中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协
调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作
总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，以供
给侧结构性改革为主线，主动服务和融入国家重大
战略，建设更高水平开放型经济新体制，以开放促
改革、促发展、促创新，把自贸试验区建设成为新
时代改革开放新高地。

（二）戦略の位置付けおよび発展目標。
制度刷新を核心とし、複製可能・普及可能を基
本的要求として、製造強国の構築加速・中部興隆
戦略の実施などの中央の要求を全面的に実行し、
東部沿海地区と中西部地区の移行地帯・長江経済
ベルトと沿海開放経済ベルトの結合部という地
理的優位性を発揮し、グローバルレベルの先進製
造業クラスターの構築・長江経済ベルトと粤港澳
大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリ
ア）をつなぐ国際投資貿易回廊・中国‐アフリカ
経済貿易緊密協力先行区および内陸開放の新た
な重要拠点の構築に努める。
自貿試験区にさらに大きな改革自主権を賦与
赋予自贸试验区更大改革自主权，深入开展差
别化探索。对标国际先进规则，加大开放力度，开 し、差別化の追求を深化・実施する。国際的かつ
展规则、规制、管理、标准等制度型开放。经过三 先進的ルールをベンチマークとして、開放度を増
至五年改革探索，形成更多有国际竞争力的制度创 幅させ、規則・規制・管理・基準などの制度型開
新成果，为进一步扩大对外开放积累实践经验，推 放を行う。3～5 年の改革の模索を経て、さらに多
动先进制造业高质量发展，提升关键领域创新能力 くの国際的競争力を備えた制度刷新の新たな成
和水平，形成中非经贸合作新路径新机制，努力建 果を形成し、さらなる対外開放拡大のために実践
成贸易投资便利、产业布局优化、金融服务完善、 的な経験を積み上げ、先進製造業のハイクオリテ
监管安全高效、辐射带动作用突出的高标准高质量 ィな発展を推進し、重要分野のイノベーション能
力およびレベルを向上させ、中国‐アフリカ経済
自由贸易园区。
貿易協力の新ルート・新メカニズムを構築し、貿
易投資が利便的・産業配置が合理的・金融サービ
（二）战略定位及发展目标。
以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要
求，全面落实中央关于加快建设制造强国、实施中
部崛起战略等要求，发挥东部沿海地区和中西部地
区过渡带、长江经济带和沿海开放经济带结合部的
区位优势，着力打造世界级先进制造业集群、联通
长江经济带和粤港澳大湾区的国际投资贸易走廊、
中非经贸深度合作先行区和内陆开放新高地。
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スを完備・監督管理が安全かつ高効率・輻射およ
び連動的役割が際立つハイレベル・ハイクオリテ
ィな自貿試験園区の構築に努める。
二、区位布局
（一）实施范围。
自贸试验区的实施范围 119.76 平方公里，涵
盖三个片区：长沙片区 79.98 平方公里（含长沙黄
花综合保税区 1.99 平方公里），岳阳片区 19.94 平
方公里（含岳阳城陵矶综合保税区 2.07 平方公里）
，
郴州片区 19.84 平方公里（含郴州综合保税区 1.06
平方公里）。
自贸试验区的开发利用须遵守土地利用、生态
环境保护、规划相关法律法规，符合国土空间规划，
并符合节约集约用地的有关要求。

二、立地・配置
（一）実施範囲。
自貿試験区の実施範囲は、119.76 ㎢であり、3
エリアを包含する：長沙エリア 79.98 ㎢（長沙黄
花総合保税区 1.99 ㎢を含む）、岳陽エリア 19.94
㎢（岳陽城陵磯総合保税区 2.07 ㎢を含む）、郴州
エリア 19.84 ㎢（郴州総合保税区 1.06 ㎢を含む）。
自貿試験区の開発・利用は、土地利用・生態環
境保護・計画に関わる法律・法規を必ず遵守し、
国土空間計画に合致しており、併せて用地の節約・
集約の関連要求に合致していなければならない。

（二）功能划分。
长沙片区重点对接“一带一路”建设，突出临
空经济，重点发展高端装备制造、新一代信息技术、
生物医药、电子商务、农业科技等产业，打造全球
高端装备制造业基地、内陆地区高端现代服务业中
心、中非经贸深度合作先行区和中部地区崛起增长
极。岳阳片区重点对接长江经济带发展战略，突出
临港经济，重点发展航运物流、电子商务、新一代
信息技术等产业，打造长江中游综合性航运物流中
心、内陆临港经济示范区。郴州片区重点对接粤港
澳大湾区建设，突出湘港澳直通，重点发展有色金
属加工、现代物流等产业，打造内陆地区承接产业
转移和加工贸易转型升级重要平台以及湘粤港澳
合作示范区。

（二）機能区分。
長沙エリアは、「一帯一路」構想と重点的に連
動し、臨空経済を際立たせ、先進設備製造・次世
代 IT・バイオ医薬・電子商取引・農業科学技術な
どの産業を重点的に発展させ、グローバル先進設
備製造業基地・内陸地区ハイエンド現代サービス
業センター・中国‐アフリカ経済貿易緊密協力先
行区および中部地区興隆拠点を構築する。岳陽エ
リアは、長江経済ベルト発展戦略と重点的に連動
し、臨港経済を際立たせ、海運物流・電子商取引・
次世代 IT などの産業を重点的に発展させ、長江
中流総合海運物流センター・内陸臨港経済モデル
区を構築する。郴州エリアは、粤港澳大湾区構想
と重点的に連動し、湘香澳（湖南・香港・マカオ）
直通を際立たせ、非鉄金属加工・現代物流などの
産業を重点的に発展させ、内陸地区の産業移転受
入および加工貿易モデルチェンジ・アップグレー
ドの重要プラットフォームおよび湘粤香澳（湖
南・広東・香港・マカオ）協力モデル区を構築す
る。

三、主要任务和措施
（一）加快转变政府职能。
1.营造国际一流营商环境。开展优化营商环境
改革举措先行先试。开展强化竞争政策实施试点，
创造公平竞争的制度环境。推进电力改革试点，进
一步降低企业用电成本。加强重大项目用地保障。
发挥好现行税收优惠政策对创新的激励作用。吸引
跨国公司在区内设立地区总部。

三、主要任務および措置
（一）政府機能転換の加速。
1. 国際的に一流なビジネス環境の構築。ビジ
ネス環境改革措置の先行先試を実施・最適化す
る。競争政策実施試行の強化を行い、公平な競争
の制度環境を創造する。電力改革試行を推進し、
さらに企業の電力消費コストを引き下げる。重大
プロジェクト向け用地保障を強化する。現行の税
収優遇政策のイノベーションに対する奨励機能
を適切に発揮させる。多国籍企業を誘致して区内
において地域本部を設立する。

2.行政管理の職能およびフローの最適化。商事
2.优化行政管理职能与流程。深化商事制度改
革，探索商事主体登记确认制，试行“自主查询、 制度改革を深化させ、商事主体登記確認制を模索
自主申报”制度。开展“证照分离”改革全覆盖试 し、「自主査詢・自主申報（自主的に照会し、自
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点。进一步深化工程建设项目审批制度改革。推进
“一业一证”改革。促进 5G 和人工智能技术应用，
提升“互联网+政务服务”水平。深化“一件事一
次办”改革。

主的に申告すること）」制度を試行する。
「証照分
離（営業許可証と行政許可の取得手続の切り離
し）」改革をすべて包括する試行を実施する。さ
らに工事建設プロジェクト審査批准制度改革を
深化させる。「一業一証（一つの業種に対する複
数の審査批准事項を一枚の許可証に整合するこ
と）」改革を推進する。5G および AI 技術の応用を
促進し、「インターネット＋政務サービス」レベ
ルを向上させる。「一件事一次弁（一つの事項に
つき複数手続きを一括で行うこと）」改革を深化
させる。

3.创新事中事后监管体制机制。加强信用体系
建设，实行信用风险分类监管。建立重大风险防控
和应对机制，依托国家企业信用信息公示系统（湖
南）创新事中事后监管。建立商事纠纷诉前调解、
仲裁制度，支持搭建国际商事仲裁平台。

3.期中事後監督管理体制・メカニズムの刷新。
信用体系構築を強化し、信用リスク分類監督管理
を実行する。重大リスク防止コントロールおよび
対応メカニズムを構築し、国家企業信用情報公示
システム(湖南)により期中事後監督管理を刷新
する。商事紛争の訴訟前の調停・仲裁制度を構築
し、国際商事仲裁プラットフォームの構築を支持
する。

（二）深化投资领域改革。
4.建立更加开放透明的市场准入管理模式。全
面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理
制度。完善外商投资信息报告制度，推进部门数据
共享，实行市场监管、商务、外汇年报“多报合一”。
完善投资便利化机制，建立外商投资一站式服务联
络点。鼓励外资投资先进制造业，支持重大外资项
目在区内落地，探索与实体经济发展需求相适应的
外商股权投资管理办法。

（二）投資分野の改革深化。
4. さらに開放的かつ透明な市場参入管理モデ
ルの構築。外商投資に対する参入前の内国民待遇
にネガティブリストを加えた管理制度を全面的
に実行する。外商投資情報報告制度を完備し、部
門間のデータ共有を推進し、市場監督管理・商
務・外貨年度報告の「多報合一（複数報告の一体
化）」を実行する。投資利便化メカニズムを完備
し、外商投資ワンストップ式サービス照会先を構
築する。外資による先進製造業への投資を奨励
し、重大外資プロジェクトの区内における実施を
支持し、実体経済の発展ニーズに対応した外商持
分投資管理方法を模索する。

5.提升对外投资合作水平。创新境外投资管
理，对境外投资项目和境外开办企业，属于省级备
案管理范围的，可由自贸试验区备案管理，同时加
强事中事后监管。健全对外投资政策和服务体系，
建立湖南省“一带一路”投资综合服务平台。支持
设立国际产品标准中心和行业技术标准中心（秘书
处），推动技术、标准、服务、品牌走出去。

5.対外投資協力レベルの向上。国外投資管理を
刷新し、国外投資プロジェクトおよび国外開業企
業について、省級備案管理の範囲に属する場合、
自貿試験区が備案管理を行うと同時に、期中事後
監督管理を強化することができる。対外投資政策
およびサービス体系を整備し、湖南省「一帯一路」
投資総合サービスプラットフォームを構築する。
国際製品基準センターおよび業種技術基準セン
ター（秘書処）の設立を支持し、技術・基準・サ
ービス・ブランドの対外進出を推進する。

（三）推动贸易高质量发展。
6.提升贸易便利化水平。建设具有国际先进水
平的国际贸易“单一窗口”，将出口退税、服务外
包、维修服务等事项逐步纳入，推动数据协同、简
化和标准化。积极推动扩大出口退税无纸化申报范
围，尽快覆盖管理类别为一、二、三类的出口企业。

（三）貿易のハイクオリティな発展の推進。
6. 貿易利便化レベルの向上。国際的かつ先進
的な水準である国際貿易の「単一窓口（ワンスト
ップ窓口）」を構築し、輸出税還付・サービスア
ウトソーシング・メンテナンスサービスなどの事
項を段階的に組み入れ、データの連携・簡素化お
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扩大第三方检验结果采信商品和机构范围。创新出
口货物专利纠纷担保放行方式。

よび基準化を推進する。輸出税還付ペーパーレス
申告の範囲拡大を積極的に推進し、できるだけ早
く管理種別が一・二・三類の輸出企業を範囲内に
含める。第三者の検査結果を採用する商品および
機構の範囲を拡大する。輸出貨物特許紛争担保実
行方式を刷新する。

7.创新贸易综合监管模式。实现长沙黄花综合
保税区与长沙黄花国际机场航空口岸联动。支持内
销选择性征收关税政策在自贸试验区内的综合保
税区试点。提高国际铁路货运联运水平，探索解决
国际铁路运单物权凭证问题，将铁路运输单证作为
信用证议付单证。开通农副产品快速通关“绿色通
道”，对区内生产加工的符合“两品一标”标准的
优质农产品出口注册备案，免于现场评审，并出具
检验证书。优化生物医药全球协同研发试验用特殊
物品的检疫查验流程。建立贸易风险预警机制和政
企互动机制。

7.貿易総合監督管理モデルの刷新。長沙黄花総合
保税区と長沙黄花国際空港の航空港湾の連動を実
現する。国内販売選択に係る関税徴収政策の自貿試
験区内の総合保税区における試行を支持する。国際
鉄道貨物運輸の連絡輸送レベルを向上させ、国際鉄
道輸送貨物送り状の物件証憑問題を解決し、鉄道運
輸証明を信用状の決済エビデンスとすることを模
索する。農業副産物の迅速通関「優先ルート」を開
通し、区内で生産・加工された「両品一標（グリー
ン食品・有機農産品であることを示すラベル）
」基
準に合致する良質な農産品の輸出登録備案に対し
て、現場審査を免除して、検査証書を発行する。バ
イオ医薬グローバル共同研究開発試験用特殊物品
の検疫検査フローを最適化する。貿易リスクアラー
トメカニズムおよび政府‐企業インタラクティブ
メカニズムを構築する。

8.推动加工贸易转型升级。创新区内包装材料
循环利用监管模式。支持区内企业开展深加工结
转，优化出口退税手续。支持开展矿石混配业务，
完善仓储、分销、加工及配送体系。相关矿产品入
区须符合我国法律法规和重金属精矿等相关标准
要求。支持将中国（湖南）国际矿物宝石博览会天
然矿晶展品（含宝石同名称用于观赏类的矿晶）按
观赏类标本晶体归类。利用现行中西部地区国际性
展会留购展品免征进口关税政策，办好中国（湖南）
国际矿物宝石博览会。依托现有交易场所，依法合
规开展宝玉石交易。

8.加工貿易モデルチェンジ・アップグレードの推
進。区内のパッケージ材料リサイクル監督管理モデ
ルを刷新する。区内企業が深加工結転を行うことを
支持し、輸出税還付手続きを最適化する。鉱石混合
業務の実施を支持し、倉庫保管・流通・加工および
配送体系を完備する。関連鉱石製品を区内に入れる
場合、我が国の法律・法規および重金属精鉱などの
関連基準の要求に合致していなければならない。中
国(湖南)国際鉱物宝石博覧会の天然鉱物結晶の展
示品（宝石と同名称で鑑賞類に用いる鉱物結晶を含
む）の鑑賞類標本結晶への分類を支持する。現行の
中西部地区国際展示会購入保留展示品の輸入関税
徴収免除政策を利用して、中国(湖南)国際鉱物宝石
博覧会を適切に開催する。既存の取引所により、法
に基づきコンプライアンスに準拠して宝石取引を
行う。

9.培育贸易新业态。支持自贸试验区内的综合
保税区依法依规适用跨境电商零售进口政策。支持
跨境电商企业在重点国别、重点市场建设海外仓。
对符合条件的跨境电商零售出口企业核定征收企
业所得税。适时开通跨境电商中欧班列铁路运邮的
邮路出口业务。探索建设国际邮件、国际快件和跨
境电商进出境一体化设施。对境外食品类展品，简
化食品境外生产企业临时注册验核程序，免于境外
实地评审（特殊食品除外）。加强文物进出境审核
工作，促进文物回流。加快影视产品出口退税办理
进度。制定平行进口汽车符合性整改标准和整改企

9.貿易新業態の育成。自貿試験区内の総合保税
区が法に基づき規定に従いクロスボーダー電子
商取引小売輸入政策を適用することを支持する。
クロスボーダー電子商取引企業が重点国家・重点
市場において海外倉庫を建設することを支持す
る。条件に合致するクロスボーダー電子商取引小
売輸出企業に対して、企業所得税徴収を認可す
る。適時、クロスボーダー電子商取引用の「中欧
班列（中国とヨーロッパを結ぶ貨物鉄道）」鉄道
運輸の輸送ルート輸出業務を開始する。国際郵
便・国際速達およびクロスボーダー電子商取引輸
4
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业资质标准，开展标准符合性整改试点。探索在教
育、工程咨询、会展、商务服务等领域，分层次逐
步取消或放宽跨境交付、境外消费、自然人移动等
模式的服务贸易限制措施。支持离岸贸易业务和总
部经济发展，建立全球订单分拨、资金结算和供应
链管理中心。探索兼顾安全和效率的数字产品贸易
监管模式。

出入一体化施設の建設を模索する。国外食品類の
展示品に対して、国外食品生産企業の臨時登録の
検査認可手順を簡素化し、国外実地審査を免除す
る（特殊食品を除く）。文化財輸出入審査業務を
強化し、文化財の還流を促進する。映画テレビ製
品に係る輸出税還付手続きの進捗を加速させる。
並行輸入自動車の要件改正基準および企業資質
改正基準を制定し、要件改正基準化試行を行う。
教育・建設コンサルタント・コンベンション・ビ
ジネスサービスなどの分野において、クロスボー
ダー決済・国外消費・人的移動などのモデルのサ
ービス貿易制限措置の段階的な取消あるいは緩
和を模索する。オフショア貿易業務および本部経
済の発展を支持し、グローバル発注割当・資金決
済およびサプライチェーン管理センターを構築
する。安全性と効率の双方に配慮したデジタル製
品貿易監督管理モデルを模索する。

（四）深化金融领域开放创新。
10.扩大金融领域对外开放。开展外商投资股
权投资企业合格境外有限合伙人（QFLP）试点。放
宽外商设立投资性公司申请条件，申请前一年外国
投资者的资产总额要求降为不低于 2 亿美元，取消
对外国投资者在中国境内已设立外商投资企业的
数量要求。

（四）金融分野の開放イノベーション深化。
10.金融分野の対外開放拡大。外商投資持分投
資企業の適格海外投資事業有限責任組合（QFLP）
試行を行う。外資による投資性公司設立の申請条
件を緩和し、申請前一年の外国投資家の資産総額
に対する要求を 2 億米ドルを下回らないことに引
き下げ、外国投資家の中国国内において設立済の
外商投資企業数に対する要求を取り消す。

11.促进跨境投融资便利化。开展资本项目收
入支付便利化改革试点，简化资本项下外汇收入支
付手续，无需事先逐笔提供真实性证明材料。开展
货物贸易外汇收支便利化试点。放宽跨国公司外汇
资金集中运营管理准入条件。对区内保税货物转卖
给予外汇收支结算便利。允许银行按照“展业三原
则”办理购付汇、收结汇及划转等手续。完善跨境
电商收付汇制度，允许区内跨境电商海外仓出口企
业根据实际销售情况回款，按规定报告出口与收汇
差额。探索开展境内人民币贸易融资资产跨境转让
业务。支持个人本外币兑换特许业务试点稳妥开
展。

11.クロスボーダー投融資利便化の促進。資本
項目収入支払利便化改革試行を行い、資本項目外
貨収入の支払手続きを簡素化し、事前・一件毎の
真実性証明資料の提出は不要とする。貨物貿易外
貨受払利便化試行を行う。多国籍企業外貨資金集
中運用管理の参入条件を緩和する。区内の保税貨
物の転売に対して外貨受払決済の便宜を図る。銀
行が「業務実施三原則」に基づき外貨転・対外支
払、受取人民元転および振替などの手続きを取り
扱うことを許可する。クロスボーダー電子商取引
の外貨受払制度を完備し、区内のクロスボーダー
電子商取引の海外倉庫宛輸出企業が実際の売上
状況に基づき代金を回収し、規定に基づき輸出と
外貨受取の差額を申告することを許可する。国内
人民元トレードファイナンス資産のクロスボー
ダー譲渡業務の実施を模索する。個人の人民元・
外貨両替特許業務試行の穏当な実施を支持する。

12.增强金融服务实体经济功能。支持开展外
部投贷联动和知识产权质押、股权质押、科技融资
担保等金融服务。支持金融机构运用区块链、大数
据、生物识别等技术提升金融服务能力。支持开展
政府投资基金股权投资退出便利化试点。探索融资
租赁服务装备制造业发展新模式，支持进口租赁国
内不能生产或性能不能满足需要的高端装备。在符

12. 金融サービスの実体経済への機能の強化。
外部投資貸付連動および知的財産権による質権
設定・持分の質権設定・科学技術融資担保などの
金融サービスの実施を支持する。金融機関がブロ
ックチェーン・ビッグデータ・生体認証などの技
術を運用して金融サービス能力を向上させるこ
とを支持する。政府投資ファンド持分投資撤退利
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合国家有关规定的前提下，开展境内外租赁资产交
易。鼓励融资租赁企业在区内设立项目子公司。支
持外资保险经纪公司参与开展关税保证保险、科技
保险等业务。增强金融推动产业绿色发展的引导作
用，支持金融机构和企业发行绿色债券。

便化試行の実施を支持する。ファイナンスリース
サービス設備製造業発展の新モデルを模索し、国
内で生産できないあるいはニーズを満たすこと
ができない先進設備の輸入リースを支持する。国
家の関連規定に合致するとの前提の下、国外外の
リース資産取引を行う。ファイナンスリース企業
が区内においてプロジェクト子会社を設立する
ことを奨励する。外資保険仲介会社が関税保証保
険・科学技術保険などの業務の実施に参加するこ
とを支持する。金融推進産業グリーン発展の指導
的役割を強化し、金融機関および企業のグリーン
ボンド発行を支持する。

13.建立健全金融风险防控体系。加强对重大
风险的识别和系统性金融风险的防范。探索建立覆
盖各类金融市场、机构、产品、工具的风险监测监
控机制。强化反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作。
完善金融执法体系，建立公平、公正、高效的金融
案件审判和仲裁机制，有效打击金融违法犯罪行
为。

13.金融リスク防止コントロール体系の構築・
整備。重大リスクに対する判別およびシステミッ
ク金融リスクの防止を強化する。各種金融市場・
機関・商品・ツールを包括するリスクモニタリン
グ監督コントロールメカニズムの構築を模索す
る。アンチマネーロンダリング・アンチテロ融資
および反脱税業務を強化する。金融法律執行体系
を完備し、公平・公正・高効率な金融案件裁判お
よび仲裁メカニズムを構築し、違法な金融犯罪行
為を有効に撲滅する。

（五）打造联通长江经济带和粤港澳大湾区的
国际投资贸易走廊。
14.深入对接长江经济带发展战略。完善区域
协同开放机制，积极推进长江经济带沿线自贸试验
区合作共建，开展货物通关、贸易统计、检验检测
认证等方面合作，推动相关部门信息互换、监管互
认、执法互助。推动长江经济带产业合理布局，提
升长江经济带产业协同合作能力。探索完善异地开
发生态保护补偿机制和政府主导、企业和社会各界
参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路
径。依法合规开展产权、技术、排污权等现货交易。

（五）長江経済ベルトと粤港澳大湾区をつなぐ
国際投資貿易回廊の構築。
14.長江経済ベルト発展戦略との緊密な連動。
区域協同開放メカニズムを完備し、長江経済ベル
ト沿線自貿試験区協力協同構築を積極的に推進
し、貨物通関・貿易統計・検査測定認証などの方
面において協力し、関連部門との情報共有・監督
管理の相互承認・法律執行の相互連携を推進す
る。長江経済ベルトにおける産業の合理的配置を
推進し、長江経済ベルトの産業協力連携能力を向
上させる。異地における生態開発保護補償メカニ
ズムおよび政府主導・企業および社会各界の参
加・市場化運営・サスティナブルなエコ製品バリ
ュー実現へのルートを模索する。法に基づきコン
プライアンスに準拠して財産権・技術・汚染物質
排出権などの現物取引を行う。

15.实现湘粤港澳服务业联动发展。积极对接
粤港澳大湾区建设，实现市场一体、标准互认、政
策协调、规则对接。发展湘粤港澳智能物流，打造
面向粤港澳大湾区的中部地区货运集散中心。推进
粤港澳大湾区口岸和湖南地区通关监管协作，全面
推行通关一体化，畅通货物快捷通关渠道。在内地
与 香 港 、澳门 关 于 建立更 紧 密 经贸关 系 的 安 排
（CEPA）框架下，允许港澳人员在自贸试验区从事
相关服务业并享受国民待遇。授权自贸试验区制定
相关港澳专业人才执业管理办法（国家法律法规暂
不允许的除外），允许具有港澳执业资格的金融、

15. 湘粤香澳のサービス業連動的発展の実現。
粤港澳大湾区構想に積極的に連動し、市場一体
化・基準の相互承認・政策協力・ルール連動を実
現する。湘粤香澳スマート物流を発展させ、粤港
澳大湾区に向けた中部区貨物運輸集配センター
を構築する。粤港澳大湾区港湾と湖南地区の通関
の監督管理連携を推進し、通関一体化を全面的に
推進し、貨物の通関迅速チャネルを開通する。中
国 本 土 と香港 ・ マ カオの 経 済 貿易緊 密 化 協 定
（CEPA）の枠組みの下、香港・マカオの人材が自
貿試験区において関連サービス業に従事かつ内
6

SMBC (CHINA) NEWS No.20-34 仮訳
建筑、规划等领域专业人才，经相关部门或机构备
案后，为区内企业提供专业服务。在区内推动建立
湘粤港澳认证及相关检测机构交流合作平台，促进
相应认证检测结果的相互承认与接受。支持符合条
件的香港金融机构在自贸试验区进行新设、增资或
参股区内金融机构等直接投资活动。支持湖南省对
本省高职院校招收香港学生实行备案。鼓励具备内
地招收资质的香港院校增加在湖南招生名额。加强
湘粤港澳四地文化创意产业合作，实现文化创意产
业优势资源对接。积极打造全球领先的 5G 视频和
电子竞技产业基地。

国民待遇を享受することを許可する。自貿試験区
に香港・マカオ専門家の関連業務執行管理弁法の
制定を授権し（国家の法律・法規により暫時許可
していない場合を除く）、香港・マカオの業務執
行資格を有する金融・建築設計・プランニングな
どの分野の専門家が関連部門あるいは機関への
備案を経て、区内の企業に専門サービスを提供す
ることを許可する。区内において湘粤香澳認証お
よび関連検査機構交流協力プラットフォームの
構築を推進し、相応する認証検査結果の相互承認
および受入を促進する。条件に合致する香港の金
融機関が自貿試験区において区内の金融機関を
新設・増資あるいは持分参加などの直接投資活動
を行うことを支持する。湖南省が本省の高等職業
学校による香港の学生募集に対して備案制を実
行することを支持する。中国本土の学生募集の資
質を備えた香港の学校が湖南省における募集定
員を増員することを奨励する。湘粤香澳の四地域
の文化クリエイティブ産業の協力を強化し、文化
クリエイティブ産業の優勢資源の連動を実現す
る。グローバルで先進的な 5G 動画映像および e
スポーツ産業基地を積極的に構築する。

16.畅通国际化发展通道。在对外航权谈判中
支持长沙黄花国际机场获得包括第五航权在内的
航权安排，开展经停第三国的航空客货运业务。增
加长沙黄花国际机场国际货运航班，建立进口食用
水生动物、冰鲜水产品、水果集散中心和进口医药
物流中心。研究开展高铁快运。实现自贸试验区与
长沙金霞经济技术开发区联动发展，提升中欧班列
（长沙）运营规模和质量，加快发展长沙陆港型物
流枢纽。推进跨境电商货运班列常态化运行。提升
岳阳城陵矶港区功能，全面推进黄金水道建设，支
持企业有序发展岳阳至香港水路直航航线，积极拓
展至东盟、日韩等国家和地区接力航线。

16.国際化発展ルートの開通。対外航路権の交
渉において長沙黄花国際空港が第五航路権（第 5
の自由、以遠権）を含む航路権計画を獲得し、第
三国を経由する航空旅客貨物運輸業務を行うこ
とを支持する。長沙黄花国際空港の国際貨物フラ
イトを増便し、輸入食用水生動物・チルド水産
品・果物集配センターおよび輸入医薬物流センタ
ーを構築する。高速鉄道の快速運行の実施を研究
する。自貿試験区と長沙金霞経済技術開発区との
連動的発展を実現し、「中欧班列」（長沙）の運
営規模およびクオリティを向上させ、長沙陸港型
物流ターミナルの発展を加速させる。クロスボー
ダー電子商取引の貨物運輸列車の定期運行を推
進する。岳陽城陵磯港区の機能を向上させ、「黄
金水道（貨物輸送量が世界トップクラスの水路の
こと）」建設を全面的に推進し、企業が岳陽から
香港までの水上直接航路を秩序立って発展させ
ることを支持し、ASEAN・日本・韓国などの国家
および地区に至る連接航路を積極的に拡張する。

17.优化承接产业转移布局。积极探索承接沿
海产业转移的路径和模式，开展飞地经济合作，建
立健全区域间互动合作和利益分享机制。探索建立
跨省域资质和认证互认机制，企业跨省迁入自贸试
验区后，在履行必要的审核程序后继续享有原有资
质、认证。探索支持沿海地区创新政策在区内落地，
工业产品生产许可证等实施“绿色通道”、快捷办
理。积极承接钻石进出口及高端饰品加工贸易，支
持郴州开展实施“金伯利进程国际证书制度”。通

17.産業移転配置受入の最適化。沿海産業の移
転受入のルートおよびモデルを積極的に模索し、
「飛び地経済」への協力を行い、区域間の相互協
力および利益共有メカニズムを構築・整備する。
省・区域を跨ぐ資質および認証の相互承認メカニ
ズムを構築し、企業が省を跨ぎ自貿試験区に転入
後、必要な審査認可手順の履行後に、元の資質・
認証を継続して保有させることを模索する。沿海
地区のイノベーション政策を区内において実行
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过依托现有交易场所等方式与上海钻石交易所开
展合作。

し、工業製品の生産許可証などの「優先ルート」・
迅速な手続きなどを実施することを模索・支持す
る。ダイヤモンドの輸出入および高級装飾品の加
工貿易を積極的に受け入れ、郴州が「キンバリ
ー・プロセス認証制度」を実施することを支持す
る。既存の取引所などに頼る方式により上海ダイ
ヤモンド取引所と連携する。

（六）探索中非经贸合作新路径新机制。

（六）中国‐アフリカ経済貿易協力新ルート・
新メカニズムの模索。
18. 中国‐アフリカ経済貿易緊密協力先行区
の構築。現行の中西部地区国際展示会の購入保留
展示品に対する輸入関税徴収免除政策を参照し
て、中国‐アフリカ経済貿易博覧会を適切に開催
することを支持する。アフリカに対する認証認可
および適格評定結果の国際相互承認業務の推進
を試行する。中国‐アフリカ税関「認定事業者」
（AEO 事業者）相互承認による連携を推進する。
アフリカ在中国非資源性製品集配および取引セ
ンターを構築する。中国‐アフリカのバーター取
引の実施を模索する。対アフリカ経済貿易協力金
融プラットフォームおよび製品の刷新を模索し、
中国‐アフリカクロスボーダー人民元センター
の設立を支持し、クロスボーダー人民元業務政策
の対アフリカクロスボーダー貿易・クリアリング
/決済・投融資などの分野における実施を推進し、
対アフリカ金融サービス能力を向上させる。

18.建设中非经贸深度合作先行区。比照现行
中西部地区国际性展会留购展品免征进口关税政
策，支持办好中国—非洲经贸博览会。试点推进对
非认证认可和合格评定结果国际互认工作。推进中
非海关“经认证的经营者”
（AEO）互认合作。建设
非洲在华非资源性产品集散和交易中心。探索开展
中非易货贸易。探索创新对非经贸合作金融平台和
产品，支持设立中非跨境人民币中心，推进跨境人
民币业务政策在对非跨境贸易、清算结算、投融资
等领域落地，提升对非金融服务能力。

19. 中国‐アフリカ地方連携の拡張。中国‐ア
フリカ経済貿易協力新モデルを模索し、中国‐ア
フリカ経済貿易協力公共サービスプラットフォ
ームの構築を推進し、中国‐アフリカ経済貿易協
力モデルの拠点を構築する。岳陽果物輸入指定監
督管理所を建設する。ベナン共和国・ブルキナフ
ァソ・チャド共和国・マリ共和国などのアフリカ
の綿花の主要生産国との協力を奨励する。アフリ
カ産コーヒー・カカオ・カシューナッツ・アンチ
ョビなどの良質な農産品の輸入拡大を支持する。
中国‐アフリカ旅客貨物運輸集配センターを構
築し、岳陽城陵磯港とアフリカの重点港湾との連
動協力を強化し、湖南とケニア共和国などのアフ
リカ国家との航空旅客貨物フライトを拡張する。
対アフリカ支援などの関連資源を統一計画し、湖
南省が人的資源研修資質単位により、対アフリカ
人的資源研修関連プロジェクトを重点的に実施
し、対アフリカ経済貿易協力を推進することを支
持する。

19.拓展中非地方合作。探索中非经贸合作新
模式，推动建设中非经贸合作公共服务平台，打造
中非经贸合作示范高地。建设岳阳水果进口指定监
管场地。鼓励与贝宁、布基纳法索、乍得、马里等
非洲棉花主产国开展定向合作。支持扩大进口非洲
咖啡、可可、腰果、鳀鱼等优质农产品。打造中非
客货运集散中心，加强岳阳城陵矶港与非洲重点港
口的对接合作，拓展湖南与肯尼亚等非洲国家空中
客货运航线。统筹对非援助等有关资源，支持湖南
省依托人力资源培训资质单位，重点实施对非人力
资源培训有关项目，助推对非经贸合作。

（七）先進製造業のハイクオリティな発展の支
援。
20.先進設備製造業基地の構築。国家級インダ
ストリアルデザイン研究院・国家級軌道交通設備

（七）支持先进制造业高质量发展。
20.打造高端装备制造业基地。支持国家级工
业设计研究院、国家级轨道交通装备检验检测认证
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机构建设。支持发展航空航天衍生制造、试验测试、
维修保障和服务网络体系。促进制造业数字化智能
化转型，支持建设工业互联网平台，加大信息技术
应用创新适配中心和运维服务等公共服务平台建
设力度。促进智能终端产品研发及产业化，成立湖
南省工业技术软件化创新中心，支持工业互联网服
务商和“上云上平台”标杆企业发展。

検査測定認証機構の構築を支持する。航空宇宙二
次製造・テスト測定・メンテナンス保障およびサ
ービスネットワーク体系の発展を支持する。製造
業のデジタル化・スマート化へのモデルチェンジ
を促進し、インダストリアルインターネットプラ
ットフォームの構築を支持し、IT 応用イノベーシ
ョン適用センターおよび運用メンテナンスサー
ビスなどの公共サービスプラットフォームの構
築力を強化する。スマート最終製品研究開発およ
び産業化を促進し、湖南省工業技術ソフトウェア
化イノベーションセンターを構築し、インダスト
リアルインターネットビジネスおよび「クラウド
プラットフォーム」模範企業の発展を支持する。

21.支持企业参与“一带一路”建设。支持龙
头企业建设面向“一带一路”沿线国家和地区的跨
境寄递服务网络、国际营销和服务体系。支持区内
装备制造企业建设全球售后服务中心。在依法依
规、风险可控前提下，在自贸试验区的综合保税区
内积极开展“两头在外”的高技术含量、高附加值、
符合环保要求的工程机械、通信设备、轨道交通装
备、航空等保税维修和进口再制造。研究支持对自
贸试验区内企业在综合保税区外开展“两头在外”
航空维修业态实行保税监管，探索开展“两头在外”
的航材包修转包区域流转业务试点。简化汽车维修
零部件 CCC 认证办理手续。

21.企業の「一帯一路」構想への参加支援。主
導的企業が「一帯一路」沿線国家および地区に向
けたクロスボーダー速達サービスのネットワー
ク・国際マーケティングおよびサービス体系を構
築することを支持する。区内の設備製造企業がグ
ローバルアフターサービスセンターを構築する
ことを支持する。法に基づき規定に従い、リスク
コントロール可能との前提の下、自貿試験区の総
合保税区内において「両頭在外（原材料と販売市
場がいずれも国外、国内では加工生産を行う貿易
体系）」のハイテク性・高付加価値・環境保護の
要求に合致している工事機械・通信設備・軌道交
通設備・航空などの保税メンテナンスおよび輸入
再製造を積極的に行う。自貿試験区内の企業の総
合保税区外における「両頭在外」航空メンテナン
ス業態に対する保税監督管理の実施を研究・支持
し、「両頭在外」航空資材メンテナンスアウトソ
ーシングの修理保証・下請けの地域転換業務試行
の実施を模索する。自動車整備部品の CCC 認証の
手続きを簡素化する。

22.推动创新驱动发展。构建以完善重点产业
链为目标的技术创新体系，支持关键共性技术研究
和重大科技成果转化。建立企业技术需求清单，以
政府购买服务、后补助等方式，促进科技成果转化
中试。支持将绿色产品优先纳入政府采购清单。实
行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，强
化人才创新创业激励机制。

22. イノベーション主導型発展の推進。重点産
業チェーンの完備を目標とする技術イノベーシ
ョン体系を構築し、重要基礎技術の研究および重
大科学技術成果の実用化を支持する。企業技術ニ
ーズリストを構築し、政府購入サービス・アフタ
ーサポートなどの方式により、科学技術成果実用
化の中間試験を促進する。グリーン製品の政府調
達リストへの優先的追加を支持する。さらに積極
的・開放的・有効な人材政策を実行し、人材イノ
ベーション企業奨励メカニズムを強化する。

23.强化知识产权保护和运用。完善有利于激
励创新的知识产权归属制度。结合区内产业特色，
搭建针对性强、便利化的知识产权公共服务平台，
建立知识产权服务工作站，培养知识产权服务人
才，构建一体化的知识产权信息公共服务体系。建
立多元化知识产权争端解决与快速维权机制。探索

23.知的財産権の保護および運用の強化。イノ
ベーション奨励に有利な知的財産権の帰属制度
を完備する。区内の産業の特色を踏まえて、指向
性が高く・利便的な知的財産権公共サービスプラ
ットフォームを構築し、知的財産権サービスワー
クステーションを構築し、知的財産権のサービス
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建立公允的知识产权评估机制，优化知识产权质押
登记服务，完善知识产权质押融资风险分担机制以
及方便快捷的质物处置机制。

人材を育成し、一体型の知的財産権情報公共サー
ビス体系を構築する。多元型知的財産権紛争解決
および迅速な権利保護メカニズムを構築する。公
平な知的財産権評価メカニズムを構築し、知的財
産権による質権設定登記サービスを最適化し、知
的財産権の質権設定による融資リスク分散メカ
ニズムおよび利便的かつ迅速な質物処理メカニ
ズムを完備することを模索する。

四、保障机制
坚持和加强党对改革开放的领导，把党的领导
贯穿于自贸试验区建设的全过程。牢固树立总体国
家安全观，强化底线思维和风险意识，切实加强自
贸试验区风险防控体系建设，完善风险防控和处置
机制，维护国家安全和社会安全，牢牢守住不发生
区域性系统性风险底线。在国务院自由贸易试验区
工作部际联席会议统筹协调下，充分发挥地方和部
门积极性，抓好各项改革试点任务落实，高标准高
质量建设自贸试验区。湖南省要完善工作机制，构
建精简高效、权责明晰的自贸试验区管理体制，加
强人才培养，打造高素质专业化管理队伍；要加强
地方立法，建立公正透明、体系完备的法治环境；
要强化主体责任，加强监测预警，深入开展风险评
估，制定相关工作方案，切实防范化解重大风险；
要建立完善自贸试验区制度创新容错机制，坚持
“三个区分开来”，鼓励大胆试、大胆闯；要统筹
推进新冠肺炎疫情防控和自贸试验区高质量发展
工作，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，努
力把疫情造成的损失降到最低限度。湖南省和有关
部门要依法及时下放相关管理权限，完善配套政
策，确保各项改革举措落地实施。自贸试验区各片
区要把工作做细，制度做实，严格监督，严格执纪
执法。本方案提出的各项改革政策措施，凡涉及调
整现行法律或行政法规的，按规定程序办理。重大
事项及时向党中央、国务院请示报告。

四、組織的実施
党の改革・開放に対する指導を堅持および強化
し、党の指導を自貿試験区建設の全プロセスに一
貫させる。全体的な国家の安全観を堅固に樹立
し、ボトムラインシンキングおよび危機意識を強
化し、自貿試験区のリスク防止コントロール体系
の構築を適切に強化し、リスク防止コントロール
および処理メカニズムを完備し、国家の安全およ
び社会の安全を維持し、区域性およびシステミッ
クリスクを発生させないとのボトムラインを堅
守する。国務院自由貿易試験区業務部間連席会議
における統一計画的協調の下、地方および部門の
積極性を充分に発揮し、各改革試行の任務を適切
に実行し、ハイレベル・ハイクオリティな自貿試
験区を建設する。湖南省は、業務メカニズムを完
備し、簡潔かつ高効率・権限および責任が明瞭な
自貿試験区管理体制を構築し、人材育成を強化
し、高い資質と専門性を備えた管理グループを構
築しなければならない；地方立法を強化し、公正
かつ透明・体系が完備された法治環境を構築しな
ければならない；主体責任を強化し、モニタリン
グ・アラートを強化し、リスク評価を深化・実施
し、関連業務方案を制定し、重大リスクを適切に
防止・解消しなければならない；自貿試験区制度
の制度刷新・障害許容メカニズムを構築・完備し、
「3 エリア個別制」を堅持し、大胆な試行・大胆
な突進を奨励する；新型コロナウイルス感染拡大
防止および自貿試験区ハイクオリティ発展業務
を統一計画的に推進し、「国外からの輸入症例防
止、国内での感染再発防止」との要求を全面的に
実行し、感染拡大がもたらす損失を最低限に抑え
るよう努力しなければならない。湖南省および関
連部門は、法に基づき速やかに関連管理権限を委
譲し、付帯政策を完備し、各改革措置が実現・実
施されるよう保証しなければならない。自貿試験
区の各エリアは、適切に業務を細分化し、制度を
実施し、厳格に監督管理し、厳格に紀律・法律を
執行しなければならない。本方案にて挙げた各改
革政策措置が現行の法律あるいは行政法規の調
整に関わる場合、規定の手順に基づき取り扱う。
重大事項は速やかに中国共産党中央委員会・国務
院に報告し指示を仰がなければならない。
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中国(安徽)自由貿易試験区総体方案

中国（安徽）自由贸易试验区总体方案

中国(安徽)自由貿易試験区（以下、自貿試験区）
建立中国（安徽）自由贸易试验区（以下简称
自贸试验区）是党中央、国务院作出的重大决策， の建設は、中国共産党中央委員会・国務院が下し
是新时代推进改革开放的重要战略举措。为高标准 た重大な政策決定であり、新時代における改革開
放推進の重要な戦略措置である。ハイレベル・ハ
高质量建设自贸试验区，制定本方案。
イクオリティな自貿試験区を建設するため、本方
案を制定する。
一、総体要求
（一）指導思想。
習近平による新時代の中国の特色ある社会主
義思想を指導として、党の第十九回全国代表大会
および十九期二中・三中・四中全会の主旨を全面
的に徹底し、「五位一体（経済・政治・文化・社
会・生態文明の構築）」の総合的配置を統一計画
的に推進および「4 つの全面（全面的な小康社会
構築・改革深化・法治推進・厳格な党管理）」戦
略・配置を協調的に推進し、「穏中求進」業務の
全体的基調を堅持し、新発展理念を堅持し、ハイ
クオリティな発展を堅持し、サプライサイド構造
改革を主軸として、国家の重大戦略に積極的に奉
仕および融合し、さらにハイレベルな開放型経済
の新体制を構築し、開放により改革・発展・イノ
ベーションを促進し、自貿試験区を新時代の改革
開放の新たな重要拠点として建設する。

一、总体要求
（一）指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四
中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协
调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作
总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，以供
给侧结构性改革为主线，主动服务和融入国家重大
战略，建设更高水平开放型经济新体制，以开放促
改革、促发展、促创新，把自贸试验区建设成为新
时代改革开放新高地。

（二）戦略の位置付けおよび発展目標。
制度刷新を核心とし、複製可能・普及可能を基
本的要求として、イノベーション主導型発展戦略
の深化および実施・長江デルタ地域一体型発展戦
略の推進などの中央の要求を全面的に実行し、
「一帯一路」構想の推進と長江経済ベルト発展の
重要な結節点としての役割を発揮し、科学技術イ
ノベーションと実体経済発展の深い融合を推進
し、科学技術イノベーション発信地の構築・先進
製造業および戦略的新興産業の集積・発展の推進
を加速させ、内陸開放の新たな重要拠点を構築す
る。
自貿試験区にさらに大きな改革自主権を賦与
赋予自贸试验区更大改革自主权，深入开展差
别化探索。对标国际先进规则，加大开放力度，开 し、差別化の追求を深化・実施する。国際的かつ
展规则、规制、管理、标准等制度型开放。经过三 先進的ルールをベンチマークとして、開放度を増
至五年改革探索，形成更多有国际竞争力的制度创 幅させ、規則・規制・管理・基準などの制度型開
新成果，为进一步扩大对外开放积累实践经验，推 放を行う。3～5 年の改革の模索を経て、さらに国
动科技创新、产业创新、企业创新、产品创新、市 際的競争力を備えた制度刷の新たな成果を形成
场创新，推进开放大通道大平台大通关建设，努力 し、さらなる対外開放拡大のために実践的な経験
建成贸易投资便利、创新活跃强劲、高端产业集聚、 を積み上げ、科学技術イノベーション・産業イノ
金融服务完善、监管安全高效、辐射带动作用突出 ベーション・企業イノベーション・製品イノベー
ション・市場イノベーションを推進し、巨大なル
的高标准高质量自由贸易园区。
ート・プラットフォーム・通関の構築を推進し、
貿易投資が利便的・イノベーションが活発かつ強
（二）战略定位及发展目标。
以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要
求，全面落实中央关于深入实施创新驱动发展、推
动长三角区域一体化发展战略等要求，发挥在推进
“一带一路”建设和长江经济带发展中的重要节点
作用，推动科技创新和实体经济发展深度融合，加
快推进科技创新策源地建设、先进制造业和战略性
新兴产业集聚发展，形成内陆开放新高地。
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靭・ハイエンド産業が集積・金融サービスを完
備・監督管理が安全かつ高効率・輻射および連動
的役割が際立つハイレベル・ハイクオリティな自
由貿易園区の構築に努める。
二、区位布局
（一）实施范围。
自贸试验区的实施范围 119.86 平方公里，涵
盖三个片区：合肥片区 64.95 平方公里（含合肥经
济技术开发区综合保税区 1.4 平方公里），芜湖片
区 35 平方公里（含芜湖综合保税区 2.17 平方公
里），蚌埠片区 19.91 平方公里。
自贸试验区的开发利用须遵守土地利用、生态
环境保护、规划相关法律法规，符合国土空间规划，
并符合节约集约用地的有关要求。

二、立地・配置
（一）実施範囲。
自貿試験区の実施範囲は、119.86 ㎢であり、3
エリアを包含する：合肥エリア 64.95 ㎢（合肥経
済技術開発区総合保税区 1.4 ㎢を含む）、蕪湖エ
リア 35 ㎢（蕪湖総合保税区 2.17 ㎢を含む）、蚌
埠エリア 19.91 ㎢。
自貿試験区の開発・利用は、土地利用・生態環
境保護・計画に関わる法律・法規を必ず遵守し、
国土空間計画に合致しており、併せて用地の節約・
集約の関連要求に合致していなければならない。

（二）功能划分。
合肥片区重点发展高端制造、集成电路、人工
智能、新型显示、量子信息、科技金融、跨境电商
等产业，打造具有全球影响力的综合性国家科学中
心和产业创新中心引领区。芜湖片区重点发展智能
网联汽车、智慧家电、航空、机器人、航运服务、
跨境电商等产业，打造战略性新兴产业先导区、江
海联运国际物流枢纽区。蚌埠片区重点发展硅基新
材料、生物基新材料、新能源等产业，打造世界级
硅基和生物基制造业中心、皖北地区科技创新和开
放发展引领区。

（二）機能区分。
合肥エリアは、ハイエンド製造・集積回路・AI・
新型ディスプレイ・量子情報・フィンテック・ク
ロスボーダー電子商取引などの産業を重点的に
発展させ、グローバルな影響力を有する総合国家
科学センターおよび産業イノベーションセンタ
ー指導区を構築する。蕪湖エリアは、インテリジ
ェントコネクテッドビークル（ICV）・スマート
家電・航空・ロボット・海運サービス・クロスボ
ーダー電子商取引などの産業を重点的に発展さ
せ、戦略的新興産業先導区・江海連絡輸送国際物
流ターミナルを構築する。蚌埠エリアは、シリコ
ンベース新材料・バイオベース新素材・新エネル
ギーなどの産業を重点的に発展させ、グローバル
レベルのシリコンベースおよびバイオベース製
造業センターを構築し、安徽省北部科学技術イノ
ベーションおよび開放発展指導区を構築する。

三、主要任务和措施
（一）加快转变政府职能。
1.打造国际一流营商环境。深入实施送新发展
理念、送支持政策、送创新项目、送生产要素和服
务实体经济“四送一服”工程。开展强化竞争政策
实施试点，创造公平竞争的制度环境。以全国审批
事项最少、办事效率最高、投资环境最优、市场主
体和人民群众获得感最强为目标，营造“四最”营
商环境。构建“互联网+营商环境监测”系统。推
行“全省一单”权责清单制度体系。进一步深化工
程建设项目审批制度改革。探索建立运用互联网、
大数据、人工智能、区块链等技术手段优化行政管
理的制度规则。

三、主要任務および措置
（一）政府機能転換の加速。
1. 国際的に一流なビジネス環境の構築。新発
展理念の実行・支援政策の実行・イノベーション
プロジェクトの実行・生産要素の供給および実体
経済への奉仕の「四送一服」プロジェクトの実施
を深化させる。競争政策実施試行の強化を行い、
公平競争の制度・環境を創造する。全国審査批准
事項が最小限・事務効率が最高・投資環境が最
良・市場主体および人民大衆の獲得感が最強であ
ることを目標として、「四最」ビジネス環境を構
築する。「インターネット＋ビジネス環境モニタ
リング」システムを構築する。「全省一単（安徽
省全体で一つのリスト）」権限責任リスト制度体
系を推進する。さらに工事建設プロジェクト審査
批准制度改革を深化させる。インターネット・ビ
ッグデータ・AI・ブロックチェーンなどの技術手
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段を運用した行政管理を合理化する制度・規則の
構築を模索する。
（二）深化投资领域改革。
2.深入推进投资自由化便利化。在科研和技术
服务、电信、教育等领域加大对外开放力度，放宽
注册资本、投资方式等限制。简化外商投资项目核
准程序。支持外商独资设立经营性教育培训和职业
技能培训机构。允许注册在自贸试验区内符合条件
的外资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业
务。

（二）投資分野の改革深化。
2.投資自由化・利便化の推進深化。科学研究お
よび技術サービス・電信・教育などの分野におい
て対外開放度を増幅させ、登録資本・投資方法な
どの制限を緩和する。外商投資プロジェクトの認
可手順を簡素化する。外商独資による経営性教育
研修および職業技能研修機構の設立を支持する。
自貿試験区内に登録する条件に合致する外資旅
行会社が台湾地区を除くアウトバウンド観光業
務に従事することを許可する。

3.强化投资促进和保护。鼓励自贸试验区在法
定权限内制定外商投资促进政策。推广市场化招商
模式，探索成立企业化招商机构。建立外商投资全
流程服务体系，实施重大外资项目包保服务机制。
健全外商投诉工作机制，保护外商投资合法权益。

3.投資促進および保護の強化。自貿試験区が法
定の権限内で外商投資促進政策を制定すること
を奨励する。市場化された外資誘致モデルを推進
し、企業型誘致機構の設立を模索する。外商投資
全フローサービス体系を構築し、重大外資プロジ
ェクト保証サービスメカニズムを実施する。外商
苦情申立業務メカニズムを整備し、外商投資の合
法的権益を保護する。

4.提升对外投资合作水平。完善境外投资政策
和服务体系，为优势产业走出去开拓多元化市场提
供优质服务。在符合现行外汇管理规定的前提下，
鼓励金融机构提高对境外资产或权益的处置能力，
支持走出去企业以境外资产和股权、采矿权等权益
为抵押获得贷款。支持合肥、芜湖中德合作园区建
设，探索建立国际园区合作新机制。

4. 対外投資協力レベルの向上。国外投資政策
およびサービス体系を完備し、優勢産業の対外進
出・多元的な市場開拓のために良質なサービスを
提供する。現行の外貨管理規定に合致していると
の前提の下、金融機関が国外資産あるいは権益の
処理能力を向上させ、対外進出企業の国外資産お
よび持分・採鉱権などの権益の質権設定による借
入獲得を支援することを奨励する。合肥・蕪湖の
中国‐ドイツ協力園区の建設を支持し、国際園区
協力新メカニズムの構築を模索する。

（三）推动贸易高质量发展。
5.优化贸易监管服务体系。加快建设具有国际
先进水平的国际贸易“单一窗口”。优化海关监管
模式，综合运用多种合格评定方式，实施差异化监
管。完善和推广“海关 ERP 联网监管”，大力推进
网上监管，开展“互联网+核查”
、
“线上+线下”核
查等创新试点。深入推进第三方检验结果采信。优
化鲜活农产品检验检疫流程，简化动植物检疫审批
程序，实施全程网上办理。完善进出口商品质量安
全风险预警和快速反应监管体系。支持内销选择性
征收关税政策在自贸试验区内的综合保税区试点。
支持在自贸试验区内的综合保税区和保税监管场
所设立大宗商品期货保税交割库。

（三）貿易のハイクオリティな発展の推進。
5.貿易監督管理サービス体系の最適化。国際的
かつ先進的なレベルの国際貿易の「単一窓口（ワ
ンストップ窓口）
」の構築を加速する。税関監督管
理モデルを最適化し、多様な適格評定方法を総合的
に運用して、差別化した監督管理を実施する。
「税
関 ERP オンライン監督管理」
を完備および普及させ、
オンライン監督管理を大いに推進し、
「インターネ
ット＋検査」
・
「オンライン＋オフライン」検査など
の刷新的試行を行う。第三者の検査結果採用の推進
を深化させる。生鮮農産品検査検疫フローを最適化
し、動植物検疫審査批准手順を簡素化し、全フロー
オンライン手続きを実施する。輸出入商品の品質安
全性リスクアラートおよび迅速反応監督管理体系
を完備する。国内販売選択に係る関税徴収政策の自
貿試験区内の総合保税区における試行を支持する。
自貿試験区内の総合保税区および保税監督管理場
所におけるコモディティ先物引渡倉庫の設立を支
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持する。
6.培育发展贸易新业态新模式。支持合肥、芜
湖跨境电商综合试验区建设。支持合肥、芜湖片区
开展跨境电商零售进口试点。依法依规开展跨境电
商人民币结算，推动跨境电商线上融资及担保方式
创新。鼓励建设出口产品公共海外仓和海外运营中
心。探索建设国际邮件、国际快件和跨境电商进出
境一体化设施。积极开展进口贸易促进创新工作。
进一步完善高端装备制造产品售后维修进出口管
理，适当延长售后维修设备和备件返厂期限。对符
合条件的入境维修复出口免于实施装运前检验。支
持设立国家数字服务出口基地，打造数字化制造外
包平台。

6.貿易新業態・新モデルの育成・発展。合肥・蕪
湖クロスボーダー電子商取引総合試験区の建設
を支持する。合肥・蕪湖エリアがクロスボーダー
電子商取引小売輸入試行を行うことを支持する。
法に基づき規定に従いクロスボーダー電子商取
引の人民元決済を行い、クロスボーダー電子商取
引オンライン融資および担保方式の刷新を推進
する。輸出製品公共海外倉庫および海外運営セン
ターの建設を奨励する。国際郵便・国際速達およ
びクロスボーダー電子商取引輸出入一体型施設
の建設を模索する。輸入貿易促進刷新業務を積極
的に行う。先進設備製造製品のアフターサービス
のメンテナンスに係る輸出入管理をさらに完備
し、アフターサービスのメンテナンスに伴う設備
および予備部品の工場返却期限を適宜延長する。
条件に合致するメンテナンス目的の入国後の再
輸出について積出前検査の実施を免除する。国家
デジタルサービス輸出基地の設立を支持し、デジ
タル化された製造アウトソーシングプラットフ
ォームを構築する。

7.提升国际贸易服务能力。支持建设合肥国际
航空货运集散中心、芜湖航空器维修保障中心。支
持自贸试验区符合条件的片区，按规定申请设立综
合保税区。支持建设汽车整车进口口岸、首次进口
药品和生物制品口岸。优先审理自贸试验区相关口
岸开放项目。加快建设多式联运基地，高标准对接
国际多式联运规则，支持多式联运经营企业布局境
外服务网络。

7.国際貿易サービス能力の向上。合肥国際航空
貨物運輸集配センター・蕪湖航空機材メンテナン
ス保障センターの建設を支持する。自貿試験区の
条件に合致するエリアが、規定に基づき総合保税
区の設立を申請することを支持する。完成車輸入
港湾・薬品およびバイオ製品初回輸入港湾の構築
を支持する。自貿試験区関連港湾開放プロジェク
トを優先的に審理する。複合連絡輸送基地の構築
を加速させ、国際複合連絡輸送ルールと高度に連
動し、複合連絡輸送経営企業による国外サービス
ネットワークの配備を支持する。

（四）深化金融领域开放创新。
8.扩大金融领域对外开放。落实放宽金融机构
外资持股比例、拓宽外资金融机构业务经营范围等
措施，支持符合条件的境内外投资者依法设立各类
金融机构。研究开展合格境外有限合伙人（QFLP）
政策试点。探索开展离岸保险业务。完善自贸试验
区内技术等要素交易市场，允许外资参与投资。促
进跨境投融资汇兑便利化。开展资本项目收入支付
便利化改革试点。探索通过人民币资本项下输出贸
易项下回流方式，重点推动贸易和投资领域的人民
币跨境使用。

（四）金融分野の開放イノベーション深化。
8. 金融分野の対外開放の拡大。金融機関の外
資出資比率の緩和・外資金融機関の業務範囲の拡
大などの措置を実行し、条件に合致する国内外の
投資家が法に基づき各種金融機関を設立するこ
とを支持する。適格海外投資事業有限責任組合
（QFLP）政策試行の実施を研究する。オフショア
保険業務の実施を模索する。自貿試験区内の技術
などの要素の取引市場を完備し、外資による投資
参加を許可する。クロスボーダー投融資に係る両
替の利便化を促進する。資本項目収入支払利便化
改革試行を行う。人民元資本項目の輸出貿易還流
方式を通じて、貿易および投資分野の人民元クロ
スボーダー使用を重点的に推進することを模索
する。

9.推进科技金融创新。加强国家科技成果转化

9.フィンテックイノベーションの推進。国家科
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引导基金与安徽省科技成果转化引导基金合作。支
持自贸试验区符合条件的商业银行在依法依规、风
险可控的前提下，探索设立金融资产投资公司。支
持在自贸试验区内依法合规设立商业银行科技支
行、科技融资租赁公司等专门服务科创企业的金融
组织，在政策允许范围内开展金融创新，积极融入
长三角区域一体化发展。鼓励保险公司发展科技保
险，拓宽服务领域。支持条件成熟的银行业金融机
构探索多样化的科技金融服务模式。支持自贸试验
区内金融小镇依法依规开展私募投资基金服务。鼓
励社会资本按市场化原则探索设立跨境双向股权
投资基金。支持合肥片区积极推动金融支持科技创
新发展。

学技術成果実用化指導ファンドと安徽省科学技
術成果実用化指導ファンドの提携を強化する。自
貿試験区の条件に合致する商業銀行が法に基づ
き規定遵守・リスクコントロール可能との前提の
下、金融資産投資会社の設立を模索することを支
持する。自貿試験区内において法に基づきコンプ
ライアンスに準拠した商業銀行科学技術支店・科
学技術ファイナンスリース会社などの専門サー
ビスの科学イノベーション企業の金融組織の設
立を支持し、政策が許可する範囲内で金融イノベ
ーションを行い、長江デルタ地域一体型発展に積
極的に融合する。保険会社が科学技術保険を発展
させ、サービスの領域を拡大することを奨励す
る。条件が整った銀行業金融機関が多様なフィン
テックサービスモデルを模索することを支持す
る。自貿試験区内の「金融小鎮」が法に基づき規
定に従いプライベート投資ファンドサービスを
行うことを支持する。社会資本による市場化の原
則に基づくクロスボーダー双方向エクイティフ
ァンドの設置を奨励する。合肥エリアが金融によ
る科学技術イノベーション発展の支援を積極的
に推進することを支持する。

10.建立健全金融风险防控体系。加强对重大
风险的识别和系统性金融风险的防范。强化反洗
钱、反恐怖融资、反逃税工作，防范非法资金跨境、
跨区流动。提升金融执法能力，有效打击金融违法
犯罪行为。

10.金融リスク防止コントロール体系の構築・
整備。重大リスクに対する識別およびシステミッ
ク金融リスクの防止を強化する。アンチマネーロ
ンダリング・アンチテロ融資および反脱税業務を
強化し、違法資金の国境・区を跨いだ流動を防止
する。金融法律執行能力を向上させ、違法な金融
犯罪行為を効果的に撲滅する。

（五）推动创新驱动发展。
11.建设科技创新策源地。健全支持基础研究、
原始创新的体制机制，推动建成合肥综合性国家科
学中心框架体系，争创国家实验室，探索国家实验
室建设运行模式。支持做好合肥先进光源、大气环
境立体探测、强光磁等重大科技基础设施预研究工
作，组建环境科学研发平台和未来技术综合研究基
地。支持提升拓展全超导托卡马克、同步辐射光源、
稳态强磁场等大科学装置功能，加快聚变堆主机关
键系统综合研究设施建设。支持建设能源研究院、
人工智能研究院，筹划组建大健康研究院。支持建
设微尺度物质科学国家研究中心、合肥先进计算中
心和国家重点实验室等，高质量建设一批省级实验
室、技术创新中心。支持开展免疫细胞、干细胞等
临床前沿医疗技术研究项目。推动国家重大科研基
础设施和大型科研仪器向相关产业创业者开放。

（五）イノベーション主導型発展の推進。
11.科学技術イノベーションの発信地構築。基
礎研究・独創的イノベーションを支援する体制・
メカニズムを整備し、合肥総合国家科学センター
の枠組み・体系の構築を推進し、国家実験室を創
設し、国家実験室の建設・運営モデルを模索する。
合肥の先進光源（Advanced Light Sources）・大
気環境の立体測定・「強光磁」などの重大科学技
術インフラの事前研究業務の適切な実施を支持
し、環境科学研究開発プラットフォームおよび次
世代技術総合研究基地を構築する。全超伝導トカ
マク・放射光光源・強磁場などの大規模な科学装
置の機能向上・拡大を支持し、核融合炉メインエ
ンジン基幹システム総合研究施設の建設を加速
する。エネルギー研究院・AI 研究院の建設を支持
し、「大健康（肉体的な健康だけでなく精神的・
生理的にも健康な包括的な健康を目指す概念の
こと）」研究院の設立を計画する。マイクロスケ
ール物質科学国家研究センター・合肥最新コンピ
ューターセンターおよび国家重点実験室などの
建設を支持し、省級実験室・技術イノベーション
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センターをハイクオリティに建設する。免疫細
胞・幹細胞などの臨床先端医療技術研究プロジェ
クトの実施を支持する。国家重大科学研究インフ
ラおよび大型科学研究機器の関連産業の創業者
に対する開放を推進する。
12.促进科技成果转移转化。打造“政产学研
用金”六位一体科技成果转化机制。支持参与建设
相关国家技术创新中心。支持建设关键共性技术研
发平台，产学研合作、信息发布、成果交流和交易
平台。鼓励建设国际化创新创业孵化平台。支持模
式国际化、运行市场化、管理现代化的新型研发机
构建设。深化科技成果使用权、处置权和收益权改
革，支持有条件的单位参与开展赋予科技人员职务
科技成果所有权或长期使用权试点。支持建立科技
融资担保机构。探索有条件的科技创新企业规范开
展知识产权证券化试点。完善知识产权评估机制、
质押融资风险分担机制以及方便快捷的质物处置
机制，完善知识产权交易体系。结合自贸试验区内
产业特色，搭建针对性强、便利化的知识产权公共
服务平台，设立知识产权服务工作站，培养知识产
权服务人才，构建一体化的知识产权信息公共服务
体系。支持建设安徽科技大市场，提升安徽创新馆
运营水平。

12.科学技術成果の移転・実用化促進。
「政産学
研用金（政府・産業・学習・科学研究・運用・資
金）」六位一体の科学技術成果実用化メカニズム
を構築する。関連国家技術イノベーションセンタ
ー建設への参加を支持する。重要基盤技術研究開
発プラットフォーム、産学官連携・情報公布・成
果交流および取引プラットフォームの構築を支
持する。国際的イノベーション起業インキュベー
ションプラットフォームの構築を奨励する。国際
的モデル・市場化運営・現代的管理の新型研究開
発機関の設立を支持する。科学技術成果の使用
権・処分権および収益権改革を深化させ、条件を
有する単位が科学研究者の職務による科学技術
成果の所有権あるいは長期使用権賦与試行に参
加することを支持する。科学技術融資担保機構の
設立を支持する。条件を有する科学技術イノベー
ション企業が知的財産権証券化試行を規範化・実
施することを模索する。知的財産権評価メカニズ
ム・質権設定による融資リスク分担メカニズムお
よび利便的かつ迅速な質物処理メカニズムを完
備し、知的財産権取引体系を完備する。自貿試験
区内の産業の特徴を踏まえて、指向性が高く・利
便的な知的財産権公共サービスプラットフォー
ムを構築し、知的財産権サービスステーションを
設立し、知的財産権サービス人材を育成し、一体
型知的財産権情報公共サービス体系を構築する。
安徽科学技術大市場の構築を支持し、安徽イノベ
ーション館の運営レベルを向上させる。

13.深化国际科技交流合作。支持重要国际组
织在合肥综合性国家科学中心设立总部或分支机
构，在世界前沿关键领域参与或按程序报批后发起
组织国际大科学计划和大科学工程。鼓励建设国际
联合研究中心（联合实验室）等国际科技合作基地，
探索建立符合国际通行规则的跨国技术转移和知
识产权分享机制。支持境内外研发机构、高校院所、
企业在自贸试验区设立或共建实验室、新型研发机
构，实施高等学校学科创新引智计划，建设引才引
智示范基地。

13.国際科学技術交流協力の深化。重要な国際
組織が合肥総合国家科学センターにおいて本部
あるいは分支機構を設立し、世界の先端重要分野
において国際大科学計画および大科学プロジェ
クトに参加あるいは手順に基づき報告して批准
を受けた後に発起・組織することを支持する。国
際連合研究センター（連合実験室）などの国際科
学技術協力基地の構築を奨励し、国際通用ルール
に合致したクロスボーダー技術移転および知的
財産権共有メカニズムの構築を模索する。国内外
の研究開発機関・高等研究機関・企業が自貿試験
区において実験室・新型研究開発機関を設立ある
いは共同で設立することを支持し、高等教育機関
学科刷新優秀人材誘致計画を実施し、人材誘致モ
デル基地を構築する。
14.人材イノベーション起業エネルギーの活性

14.激发人才创新创业活力。建立以人才资本
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价值实现为导向的分配激励机制，探索和完善分红
权激励、超额利润分享、核心团队持股跟投等中长
期激励方案。对顶尖科技人才及团队采取“一事一
议”方式给予支持。支持与境外机构合作开发跨境
商业健康保险产品，探索开展商业健康保险跨境结
算试点。

化。人材資本価値の実現を目指す配当による奨励
メカニズムを構築し、配当権による奨励・超過利
益の配当・コアグループの株式保有/共同投資な
どの中長期奨励プランを模索および完備する。ト
ップレベルの科学技術人材およびグループに対
して「一事一議（個別審議）」方式を採用して支
援する。国外機構とのクロスボーダー商業ヘルス
ケア保険商品の共同開発を支持し、商業健康保険
クロスボーダー決済試行の実施を模索する。

（六）推动产业优化升级。
15.支持高端制造业发展。支持将生物医药、
高端智能装备、新能源汽车、硅基新材料等产业纳
入新一批国家战略性新兴产业集群。支持合肥片区
建设工业互联网标识解析二级节点，建设国家新一
代人工智能创新发展试验区。鼓励国家先进制造产
业投资基金对自贸试验区内新能源汽车、新型显
示、机器人等产业，按商业化、市场化原则进行投
资。支持组建硅基生物基产业创新中心。在条件成
熟的区域内，探索实施有关支持政策，推广使用聚
乳酸等可降解塑料制品。鼓励自贸试验区内企业购
买和引进海外研发、测试设备及重大装备。对自贸
试验区内符合条件的从事集成电路、人工智能、生
物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的
企业，积极认定高新技术企业。

（六）産業最適化・アップブレードの推進。
15.ハイエンド製造業の発展支援。バイオ医
薬・先進スマート設備・新エネルギー車・シリコ
ンベース新材料などの産業を新たな国家戦略的
産業クラスターに組み入れる。合肥エリアがイン
ダストリアルインターネットの製品標識（番号）
解析二級節点を構築し、国家次世代 AI イノベー
ション発展試験区を建設することを支持する。国
家先進製造業投資ファンドによる自貿試験区内
の新エネルギー車・新型ディスプレイ・ロボット
などの産業に対する商業化・市場化原則に基づく
投資を奨励する。シリコンベース・バイオベース
産業イノベーションセンターの構築を支持する。
条件が整った区域内において、関連支援政策を実
施し、ポリ乳酸などの生分解性プラスチック製品
の使用を普及させることを模索する。自貿試験区
内の企業が海外の研究開発・試験設備および重大
装備を購入および導入することを奨励する。自貿
試験区内の条件に合致する集積回路・AI・バイオ
医薬・民用航空などの重点分野のコア部分の生
産・研究開発に従事する企業に対して、ハイテク
企業として積極的に認定する。

16.培育布局未来产业。支持超前布局量子计
算与量子通信、生物制造、先进核能等未来产业。
支持量子信息、类脑芯片、下一代人工智能等新技
术的研发应用。加快推进靶向药物、基因检测等研
发产业化，支持开展高端医学影像设备、超导质子
放射性治疗设备、植入介入产品、体外诊断等关键
共性技术研发。重点发展第三代半导体、金属铼等
前沿材料产业，培育发展石墨烯产业，推动科技成
果转化与典型应用。促进云计算、大数据、互联网、
AI、5G 与实体经济、制造业的系列化融合应用。大
力推动数字商务新模式、新业态发展，探索建立反
向定制（C2M）产业基地，鼓励先进制造业与现代
服务业深度融合。

16.次世代産業の育成・配置。量子コンピュー
タおよび量子通信・バイオ製造・先進原子力エネ
ルギーなどの次世代産業の他に先駆けた配置を
支持する。量子情報・ニューロモーフィックチッ
プ・次世代 IT などの新技術の研究開発・応用を
支持する。標的薬・遺伝子検査などの研究開発の
産業化推進を加速し、精密医学映像設備・超伝導
陽子放射性治療設備・埋込型/インターベンショ
ン機器製品・体外診断などの重要基盤技術の研究
開発の実施を支持する。第三世代半導体・金属レ
ニウムなどの先端材料産業を重点的に発展させ、
グラフェン産業を育成・発展させ、科学技術成果
の実用化および標準化・応用を推進する。クラウ
ドコンピューティング・ビッグデータ・インター
ネット・AI・5G および実体経済・製造業の体系的
な融合・応用を促進する。デジタルビジネスの新
モデル・新業態の発展を強く推進し、「消費者か
ら製造者へ（Consumer to Manufacturer，C2M）」
産業基地の構築を模索し、先進製造業と現代サー
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ビス業の深い融合を奨励する。
（七）积极服务国家重大战略。
17.推动长三角区域一体化高质量发展。对接
上海、江苏、浙江自贸试验区，推动长三角地区自
贸试验区协同发展，共同打造对外开放高地。继续
推进皖江城市带承接产业转移示范区发展，建设皖
北承接产业转移集聚区，支持共建产业合作园区，
探索建立跨区域利益分享机制。支持开展港口合
作，打造芜湖—马鞍山江海联运枢纽和合肥江淮联
运中心。鼓励参与芜湖至上海“点到点”航线经营
的各船运公司互换仓位，提高航线服务保障能力。
开展会展合作，支持办好世界制造业大会、世界显
示产业大会、中国（安徽）科技创新成果转化交易
会等高端展会平台。加强自贸试验区与马鞍山郑蒲
港新区、经济技术开发区等区域联动，放大辐射带
动效应。

（七）国家重大戦略への積極的な奉仕。
17.長江デルタ地域の一体的かつハイクオリテ
ィな発展の推進。上海・江蘇・浙江自貿試験区と
連動し、長江デルタ地域の自貿試験区との協同発
展を推進し、対外開放の重要拠点を共同で構築す
る。「皖江城市帯（合肥・蕪湖・馬鞍山・安慶・
滁州・池州・銅陵・宣城および六安市の金安区・
舒城県）」産業移転受入モデル区の発展推進を継
続し、安徽省北部産業移転受入集積区を建設し、
産業協力園区の共同建設を支持し、区域を跨ぐ利
益共有メカニズムの構築を模索する。港湾連携の
実施を支持し、蕪湖‐馬鞍山江海連絡輸送ターミ
ナルおよび合肥江淮連絡輸送センターを構築す
る。蕪湖‐上海の「point-to-point」型航路を経
営する各海運会社との船腹相互利用への参加を
奨励し、航路サービス保障能力を向上させる。コ
ンベンションにおける協力を行い、世界製造業大
会・世界ディスプレイ産業大会・中国(安徽)科学
技術イノベーション成果実用化展示会などのハ
イエンドな展示会開催プラットフォームを支持
する。自貿試験区と馬鞍山鄭蒲港新区・経済技術
開発区などの区域間連動を強化し、輻射および連
動効果を拡大する。

18.推动长江经济带发展和促进中部地区崛起
战略实施。支持安徽自贸试验区与长江经济带、中
部地区其他自贸试验区联动发展。支持长江中上游
地区集装箱在自贸试验区内中转集拼业务发展。加
快引江济淮工程建设，提升自贸试验区对长江经济
带发展的航运支撑能力。推广新安江流域生态补偿
机制、林长制改革经验，探索在长江流域上下游之
间开展生态、资金、产业、人才等多种补偿。探索
政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可
持续的生态产品价值实现路径。

18.長江経済ベルトの発展推進および中部地区
興隆戦略の実施促進。安徽自貿試験区と長江経済
ベルト・中部地区のその他自貿試験区の連動的発
展を支持する。長江中流・上流地区の自貿試験区
内のコンテナ中継集配業務の発展を支持する。
「引江済淮（長江の水を淮河に引き込むこと）」
プロジェクト構想を加速させ、自貿試験区の長江
経済ベルトの発展に対する海運支援能力を向上
させる。新安江流域の生態補償メカニズム・林長
制（森林資源保護における級別の監督管理制度）」
改革の経験を普及させ、長江流域の上下流間のエ
コ・資金・産業・人材などの多様な補償を模索す
る。政府主導・企業および社会各界の参加・市場
化運営・サスティナブルなエコ製品バリュー実現
へのルートを模索する。

19.积极服务“一带一路”建设。与“一带一
路”沿线国家和地区共建科技创新共同体，支持参
与沿线国家基础设施建设。为企业开展国际产能和
装备制造合作提供便利，加快培育国际经济合作和
竞争新优势。共商共建一批重大合作项目。拓展提
升中欧班列（合肥）功能和覆盖范围，根据市场需
要提高集装箱办理站能力，推动将中欧班列（合肥）
纳入中欧安全智能贸易航线试点计划。鼓励建设中
东部地区连接中亚、欧洲的铁水联运大通道，推动
建立多式联运体系。

19.「一帯一路」構想への積極的な奉仕。
「一帯
一路」沿線国家および地区と科学技術イノベーシ
ョン共同体を共同で構築し、沿線国家のインフラ
建設への参加を支持する。企業による国際生産能
力および設備製造における提携に便宜を図り、国
際経済協力および競争の新たな優位性の育成を
加速する。重大協力プロジェクトを共同で協議・
構築する。「中欧班列（中国とヨーロッパを結ぶ
貨物鉄道）」
（合肥）の機能およびカバー範囲を拡
張し、市場ニーズに基づきコンテナ作業所の能力
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を向上させ、
「中欧班列」
（合肥）の中国‐ヨーロ
ッパ安全スマート貿易ルート試行計画への組入
を推進する。中東部地区が中央アジア・ヨーロッ
パに接続する鉄道海運連絡輸送ルートの建設を
奨励し、複合連絡輸送体系の構築を推進する。
四、組織的実施
党の改革・開放に対する指導を堅持および強化
し、党の指導を自貿試験区建設の全プロセスに一
貫させる。全体的な国家の安全観を堅固に樹立
し、ボトムラインシンキングおよび危機意識を強
化し、自貿試験区のリスク防止コントロール体系
の構築を適切に強化し、リスク防止コントロール
および処理メカニズムを完備し、国家の安全およ
び社会の安全を維持し、区域性およびシステミッ
クリスクを発生させないとのボトムラインを堅
守する。国務院自由貿易試験区業務部間連席会議
における統一計画的協調の下、地方および部門の
積極性を充分に発揮し、各改革試行の任務を適切
に実行し、ハイレベル・ハイクオリティな自貿試
験区を建設する。安徽省は、業務メカニズムを完
備し、簡潔かつ高効率・権限および責任が明瞭な
自貿試験区管理体制を構築し、人材育成を強化
し、高い素質と専門性を備えた管理グループを構
築しなければならない；地方立法を強化し、公正
かつ透明・体系が完備された法治環境を構築しな
ければならない；主体責任を強化し、モニタリン
グ・アラートを強化し、リスク評価を深化・実施
し、関連業務方案を制定し、重大リスクを適切に
防止・解消しなければならない；自貿試験区制度
の制度刷新・障害許容メカニズムを構築・完備し、
「3 エリア個別制」を堅持し、大胆な試行・大胆
な突進を奨励する；新型コロナウイルス感染拡大
防止および自貿試験区ハイクオリティ発展業務
を統一計画的に推進し、「国外からの輸入症例防
止、国内での感染再発防止」との要求を全面的に
実行し、感染拡大がもたらす損失を最低限に抑え
るよう努力しなければならない。安徽省および関
連部門は、法に基づき速やかに関連管理権限を委
譲し、付帯政策を完備し、各改革措置が実現・実
施されるよう保証しなければならない。自貿試験
区の各エリアは、適切に業務を細分化し、制度を
実施し、厳格に監督管理し、厳格に紀律・法律を
執行しなければならない。本方案にて挙げた各改
革政策措置が現行の法律あるいは行政法規の調
整に関わる場合、規定の手順に基づき取り扱う。
重大事項は速やかに中国共産党中央委員会・国務
院に報告し指示を仰がなければならない。

四、保障机制
坚持和加强党对改革开放的领导，把党的领导
贯穿于自贸试验区建设的全过程。牢固树立总体国
家安全观，强化底线思维和风险意识，切实加强自
贸试验区风险防控体系建设，完善风险防控和处置
机制，维护国家安全和社会安全，牢牢守住不发生
区域性系统性风险底线。在国务院自由贸易试验区
工作部际联席会议统筹协调下，充分发挥地方和部
门积极性，抓好各项改革试点任务落实，高标准高
质量建设自贸试验区。安徽省要完善工作机制，构
建精简高效、权责明晰的自贸试验区管理体制，加
强人才培养，打造高素质专业化管理队伍；要加强
地方立法，建立公正透明、体系完备的法治环境；
要强化主体责任，加强监测预警，深入开展风险评
估，制定相关工作方案，切实防范化解重大风险；
要建立完善自贸试验区制度创新容错机制，坚持
“三个区分开来”，鼓励大胆试、大胆闯；要统筹
推进新冠肺炎疫情防控和自贸试验区高质量发展
工作，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，努
力把疫情造成的损失降到最低限度。安徽省和有关
部门要依法及时下放相关管理权限，完善配套政
策，确保各项改革举措落地实施。自贸试验区各片
区要把工作做细，制度做实，严格监督，严格执纪
执法。本方案提出的各项改革政策措施，凡涉及调
整现行法律或行政法规的，按规定程序办理。重大
事项及时向党中央、国务院请示报告。
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中国（浙江）自由贸易试验区扩展区域方案

中国(浙江)自由貿易試験区拡大区域方案

建设自由贸易试验区是党中央、国务院作出的
重大决策，是新时代推进改革开放的重要战略举
措。中国（浙江）自由贸易试验区（以下简称自贸
试验区）设立以来，建设取得阶段性成果，总体达
到预期目标。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，
进一步扩展自贸试验区区域，制定本方案。

自由貿易試験区の建設は、中国共産党中央委員
会・国務院が下した重大な政策決定であり、新時
代における改革開放推進の重要な戦略措置であ
る。中国(浙江)自由貿易試験区（以下、自貿試験
区）の設立以来、段階的な成果を築いており、全
体的に当初の目標に到達している。中国共産党中
央委員会・国務院の政策決定・手配を徹底・実行
するため、さらに自貿試験区の区域を拡大し、本
方案を制定する。

一、总体要求
（一）指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四
中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协
调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作
总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，以供
给侧结构性改革为主线，主动服务和融入国家重大
战略，建设更高水平开放型经济新体制，以开放促
改革、促发展、促创新，把自贸试验区建设成为新
时代改革开放新高地。

一、総体要求
（一）指導思想。
習近平による新時代の中国の特色ある社会主
義思想を指導として、党の第十九回全国代表大会
および十九期二中・三中・四中全会の主旨を全面
的に徹底し、「五位一体（経済・政治・文化・社
会・生態文明の構築）」の総合的配置を統一計画
的に推進および「4 つの全面（全面的な小康社会
構築・改革深化・法治推進・厳格な党管理）」戦
略・配置を協調的に推進し、「穏中求進」業務の
全体的基調を堅持し、新発展理念を堅持し、ハイ
クオリティな発展を堅持し、サプライサイド構造
改革を主軸として、国家の重大戦略に積極的に奉
仕および融合し、さらにハイレベルな開放型経済
の新体制を構築し、開放により改革・発展・イノ
ベーションを促進し、自貿試験区を新時代の改革
開放の新たな重要拠点として建設する。

（二）功能定位及发展目标。
坚持以“八八战略”为统领，发挥“一带一路”
建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等
国家战略叠加优势，着力打造以油气为核心的大宗
商品资源配置基地、新型国际贸易中心、国际航运
和物流枢纽、数字经济发展示范区和先进制造业集
聚区。

（二）戦略の位置付けおよび発展目標。
「八八戦略（中国共産党浙江省委員会が 2003
年に発表した将来の発展に向けた 8 措置）」を統
率として堅持し、「一帯一路」構想・長江経済ベ
ルト発展・長江デルタ地域一体型発展などの国家
戦略が重複するという優位性を発揮し、石油ガス
を核心とするコモディティ資源配分基地・新型国
際貿易センター・国際海運および物流ターミナ
ル・デジタル経済発展モデル区および先進製造業
集積区の構築に努める。
自貿試験区にさらに大きな改革自主権を賦与
し、差別化の追求を深化・実施する。国際的かつ
先進的ルールをベンチマークとして、開放度を増
幅させ、規則・規制・管理・基準などの制度型開
放を行う。2025 年までに、投資貿易の自由化・利
便化を核心とする制度体系を基本的に構築し、ビ
ジネス環境の利便度を全国トップレベルに向上
させ、石油ガス資源のグローバルシェア能力を著
しく向上させ、国際海運および物流ターミナルと
してのポジションをさらに強化し、デジタル経済
グローバルモデルとしての指導的役割をさらに

赋予自贸试验区更大改革自主权，深入开展差
别化探索。对标国际先进规则，加大开放力度，开
展规则、规制、管理、标准等制度型开放。到 2025
年，基本建立以投资贸易自由化便利化为核心的制
度体系，营商环境便利度位居全国前列，油气资源
全球配置能力显著提升，国际航运和物流枢纽地位
进一步增强，数字经济全球示范引领作用彰显，先
进制造业综合实力全面跃升，成为引领开放型经济
高质量发展的先行区和增长极。到 2035 年，实现
更高水平的投资贸易自由化，新型国际贸易中心全
面建成，成为原始创新高端制造的重要策源地、推
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动国际经济交往的新高地，成为新时代全面展示中
国特色社会主义制度优越性重要窗口的示范区。

顕著なものとし、先進製造業の総合的実力を全面
的かつ飛躍的に向上させ、開放型経済のハイクオ
リティな発展を牽引する先行区および拠点とな
る。2035 年までに、さらにハイレベルな投資貿易
の自由化を実現し、新型国際貿易センターを全面
的に構築し、独創的イノベーションのハイエンド
製造の重要発信地・国際経済交流推進の新たな重
要拠点となり、新時代の中国の特色ある社会主義
制度の優越性を全面的に体現する重要窓口のモ
デル区となる。

二、区位布局
（一）实施范围。
自贸试验区扩展区域实施范围 119.5 平方公里，
涵盖三个片区：宁波片区 46 平方公里（含宁波梅山
综合保税区 5.69 平方公里、宁波北仑港综合保税区
2.99 平方公里、宁波保税区 2.3 平方公里）
，杭州片
区 37.51 平方公里（含杭州综合保税区 2.01 平方公
里）
，金义片区 35.99 平方公里（含义乌综合保税区
1.34 平方公里、金义综合保税区 1.26 平方公里）
。
自贸试验区的开发利用须遵守土地、无居民海
岛利用和生态环境保护、规划相关法律法规，符合
国土空间规划，并符合节约集约利用资源的有关要
求；支持按照国家相关法规和程序，办理合理必需
用海。

二、立地・配置
（一）実施範囲。
自貿試験区拡大区域の実施範囲は、119.5 ㎢で
あり、3 エリアを包含する：寧波エリア 46 ㎢（寧
波梅山総合保税区 5.69 ㎢・寧波北侖港総合保税
区 2.99 ㎢・寧波保税区 2.3 ㎢を含む）、杭州エ
リア 37.51 ㎢（杭州総合保税区 2.01 ㎢を含む）、
金義エリア 35.99 ㎢（義烏総合保税区 1.34 ㎢・
金義総合保税区 1.26 ㎢を含む）。
自貿試験区の開発・利用は、土地・無人島の利
用および生体環境保護・計画に関わる法律・法規
を必ず遵守し、国土空間計画に合致しており、併せ
て利用資源の節約・集約の関連要求に合致していな
ければならない；国家の関連法規および手順に基づ
く、合理的かつ必要な海域使用手続きを支持する。

（二）功能划分。
宁波片区建设链接内外、多式联运、辐射力强、
成链集群的国际航运枢纽，打造具有国际影响力的
油气资源配置中心、国际供应链创新中心、全球新
材料科创中心、智能制造高质量发展示范区。杭州
片区打造全国领先的新一代人工智能创新发展试
验区、国家金融科技创新发展试验区和全球一流的
跨境电商示范中心，建设数字经济高质量发展示范
区。金义片区打造世界“小商品之都”，建设国际
小商品自由贸易中心、数字贸易创新中心、内陆国
际物流枢纽港、制造创新示范地和“一带一路”开
放合作重要平台。

（二）機能区分。
寧波エリアは、内外連動・複合連絡輸送・強力
輻射・連鎖集団型の国際海運ターミナルを建設
し、国際的な影響力を有する石油ガス資源配分セ
ンター・国際サプライチェーンイノベーションセ
ンター・グローバル新素材科学イノベーションセ
ンター・スマート製造ハイクオリティ発展モデル
区を構築する。杭州エリアは、全国トップの次世
代 AI イノベーション発展試験区・国家フィンテ
ックイノベーション発展試験区およびグローバ
ルに一流なクロスボーダー電子商取引モデルセ
ンターを構築し、デジタル経済ハイクオリティモ
デル区を建設する。金義エリアは、世界の「雑貨
の都」を構築し、国際雑貨自由貿易センター・デ
ジタル貿易イノベーションセンター・内陸国際物
流ターミナル港・製造イノベーション新モデル地
および「一帯一路」開放協力重要プラットフォー
ムを構築する。

三、主要任務および措置
三、主要任务和措施
（一）投資貿易の自由化・利便化を核心とする
（一）建立以投资贸易自由化便利化为核心的
制度体系の構築。
制度体系。
1. 貿易利便化レベルの向上。国際貿易の「単一
1.进一步提升贸易便利化水平。进一步丰富国
」の機能をさらに充実さ
际贸易“单一窗口”功能，将服务贸易出口退（免） 窓口（ワンストップ窓口）
税申报纳入“单一窗口”管理。深化服务贸易创新 せ、サービス貿易輸出税還付（免除）申告を「単一
2
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试点，推动服务外包向高技术、高品质、高效益、
高附加值转型升级，加快信息服务、文化贸易、技
术贸易等新兴服务贸易发展，探索以高端服务为先
导的“数字+服务”新业态新模式。推进进出口产
品质量溯源体系建设，拓展可追溯商品种类。扩大
第三方检验结果采信商品和机构范围。

窓口」管理に組み入れる。サービス貿易イノベーシ
ョン試行を深化させ、サービス貿易アウトソーシン
グの高スキル・高品質・高効率・高付加価値へのモ
デルチェンジ・アップグレードを推進し、情報サー
ビス・文化貿易・技術貿易などの新興サービス貿易
の発展を加速させ、ハイエンドなサービスを先導と
する「デジタル＋サービス」新業態・新モデルを模
索する。輸出入製品の品質トレーサビリティ体系の
構築を推進し、トレース可能な商品の種類を拡大す
る。第三者の検査結果を採用する商品および機構の
範囲を拡大する。

2.推进投资自由化便利化。探索建立大数据信
息监管系统，部分领域在风险可控的前提下，市场
主体在领取营业执照的同时，承诺并提交有关材料
后，即可依法开展投资经营活动。对外商投资实行
准入前国民待遇加负面清单管理制度，支持建立国
际投资“单一窗口”，在区内研究放宽油气产业、
数字经济、生命健康和新材料等战略性新兴产业集
群市场准入。将国际快递业务经营许可审批权下放
至浙江省邮政管理局。

2.投資自由化・利便化の推進。ビッグデータ情
報による監督管理システムの構築を模索し、一部
分野においてリスクコントロール可能との前提
の下、市場主体が営業許可証を取得すると同時
に、承諾かつ関連資料を提出すれば、法に基づく
投資経営活動の実施を可能にする。外商投資に対
して参入前の内国民待遇にネガティブリストを
加えた管理制度を実行し、国際投資の「単一窓口」
の構築を支持し、区内における石油ガス産業・デジ
タル経済・ライフ/ヘルスケアおよび新素材などの
戦略的新興産業クラスターの市場参入の緩和を研
究する。国際速達業務経営許可の審査批准権を浙江
省郵政管理局に委譲する。

3.推动金融创新服务实体经济。开展本外币合
一银行账户体系试点，提升本外币银行账户业务便
利性。开展包括油品等大宗商品在内的更高水平贸
易投资便利化试点，支持企业按规定开展具有真实
贸易背景的新型国际贸易，支持银行按照“展业三
原则”，依法为企业提供优质的金融服务。探索开
展境内贸易融资资产转让业务和不良资产对外转
让业务。探索符合贸易新业态新模式特点的跨境外
汇结算模式，支持外贸健康发展。吸引跨国公司地
区总部、结算中心、贸易中心和订单中心在自贸试
验区落户。支持设立民营银行，探索股债联动，支
持科技型企业发展。

3.金融イノベーションによる実体経済への奉仕
の推進。人民元・外貨一体型銀行口座体系試行を行
い、人民元・外貨銀行口座業務の利便性を向上させ
る。石油製品などのコモディティを含むさらにハイ
レベルな貿易投資利便化試行を行い、企業が規定に
基づき真実の貿易背景を有する新型国際貿易を行
うことを支持し、銀行が「業務実施三原則」に基づ
き、法に従い企業に良質な金融サービスを提供する
ことを支持する。国内トレードファイナンス資産譲
渡業務および不良資産の対外譲渡業務の実施を模
索する。貿易新業態・新モデルの特徴に合致するク
ロスボーダー外貨決済モデルを摸索し、対外貿易の
健全な発展を支持する。多国籍企業の地域本部・決
済センター・貿易センターおよび発注センターを誘
致して自貿試験区において拠点を設立する。民営銀
行の設立を支持し、持分‐債権連動を摸索し、科学
技術型企業の発展を支持する。

4.进一步转变政府职能。深化“最多跑一次”
改革，依法经批准将下放至地级及以上城市的省级
管理权限下放至自贸试验区。按照“整体智治”现
代政府理念，建设数字政府，完善“互联网+政务
服务”、“互联网+监管”体系，加快政府数字化转
型，健全事中事后监管服务，完善中央与地方信息
共享机制，促进市场主体管理信息共享。深化资源
要素市场化改革，开展国家级改革试点，推动土地、

4. 政府機能のさらなる転換。「最多跑一次（事
務手続きの際に窓口に足を運ぶ回数を最大一回
にすること）」改革を深化させ、法に基づき批准
を受けて地級およびそれ以上の都市の省級管理
権限を自貿試験区に委譲する。「整体智治（全体
的かつ聡明な統治）」の現代政府の理念に基づき、
デジタル政府を構築し、「インターネット＋政務
サービス」
・
「インターネット＋監督管理」体系を
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完備し、政府のデジタル化へのモデルチェンジを
加速させ、期中事後監督管理サービスを整備し、
中央と地方の情報共有メカニズムを完備し、市場
主体管理情報の共有を促進する。資源要素市場化
改革を深化させ、国家級改革試行を行い、土地・
エネルギー・金融・データなどの資源・要素の自
貿試験区への重点化を推進する。外国人中国就労
許可制度および人材ビザ制度の区内付帯措置を
完備する。施工図の審査取消（あるいは審査範囲の
縮小）
・告知承諾制の実施および設計者終身担当制
などの工事建設分野の審査批准制度改革を模索す
る。

能源、金融、数据等资源要素向自贸试验区倾斜。
完善外国人来华工作许可制度和人才签证制度区
内配套措施。探索取消施工图审查（或缩小审查范
围）、实施告知承诺制和设计人员终身负责制等工
程建设领域审批制度改革。

（二）現代的開放型経済体系のハイクオリティな
構築。
5.石油ガスを核心とするコモディティグローバ
5.打造以油气为核心的大宗商品全球资源配
置基地。聚焦能源和粮食安全，研究建立能源等大 ル資源配置基地の構築。エネルギーおよび食糧の安
宗商品政府储备和企业储备相结合的政策保障体 全に焦点を当て、エネルギーなどのコモディティの
系，更好发挥企业储备在保障粮食安全方面的作 政府貯蓄および企業貯蓄を結合させた政策保障体
系の構築を研究し、企業貯蓄の食糧安全保障の方面
用。
における役割をさらに適切に発揮させる。
石油ガス貯蓄改革試行の実施を支持し、さらに多
支持开展油气储备改革试点，支持承接更多政
府储备任务，大力发展企业储备，增加储备品种， くの政府貯蓄の任務の受入を支持し、企業貯蓄を大
增强储备能力，成为保障国家能源和粮食安全的重 いに発展させ、貯蓄品種を増加し、貯蓄能力を強化
要基地。探索地下空间利用的创新举措。推动建设 し、国家エネルギーおよび食糧安全の重要基地とな
用地地上、地表、地下分别设立使用权，探索利用 る。地下空間利用の刷新的措置を摸索する。建設用
地下空间建设油气仓储设施，促进空间合理开发利 地の地上・地表・地下毎の使用権設置を推進し、地
用。以油气、化工品等为重点，积极开展原油、汽 下空間を利用した石油ガス保管施設の建設を摸索
油、液化气等储备业务，建设化工品国际贸易中心 し、空間の合理的開発・利用を促進する。石油ガス・
和分拨中心，打造成为国家级油气储备基地。支持 化学工業品などを重点として、原油・ガソリン・液
浙江自贸试验区围绕油气全产业链深入开展差别 化ガスなどの貯蓄業務を積極的に行い、化学工業品
化探索。参照国际通行规则，探索研究推动浙江自 国際貿易センターおよびディストリビューション
贸试验区油气全产业链发展的政策措施，增强国际 センターを建設し、国家級石油ガス貯蔵基地を構築
する。浙江自貿試験区が石油ガスの全産業チェーン
竞争力。
について差別化の追求を深化・実施することを支持
する。国際通用ルールを参照して、浙江自貿試験区
の石油ガス全産業チェーン発展政策措置の推進を
模索・研究し、国際競争力を強化する。
その他国家との農産品貿易における協力を積極
积极拓展与其他国家的农产品贸易合作，大力
发展进境牛肉等高端动物蛋白加工贸易产业。建设 的に拡張し、輸入牛肉などの高級動物性蛋白質の加
进口粮食保税储存中转基地，支持以大豆为突破 工貿易産業を大いに発展させる。輸入食糧保税保管
口，创新粮食进口检疫审批制度，允许对非关税配 中継基地を建設し、大豆を突破口として、食糧輸入
额粮食以港口存放方式办理检验检疫审批，进口后 検疫に係る審査制度の刷新を支持し、非関税割当の
再确定加工场所（具有活性的转基因农产品除外）。 食糧に対する港湾保管方式による検査検疫審査を
鼓励粮食进出口企业与运输企业建立长期稳定合 実施し、輸入後に加工場所を確定することを許可す
。食糧輸出
作关系，降低国际粮食运输费用。探索开展远洋渔 る（活性遺伝子組み換え農産品は除く）
入企業が運輸企業と長期的に安定した協力関係を
业引进外籍船员试点。
築き、食糧国際運輸費用を引き下げることを奨励す
る。遠洋漁業の外国籍船員誘致試行の実施を摸索す
る。
（二）高质量建设现代化开放型经济体系。

6.新型国際貿易センターの構築。市場化方式によ

6.打造新型国际贸易中心。支持以市场化方式
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る世界電子貿易プラットフォーム（eWTP）のグロー
バルへの普及推進を支持し、データ交換相互運用・
監督管理の相互認証・サービス共有などの方面にお
ける国際協力およびデジタル権利確認などのデジ
タル貿易のインフラ構築を模索し、グローバルデジ
タル貿易博覧会を創設する。
国内外のクロスボーダー電子商取引企業が国際
支持境内外跨境电商企业建设国际转口配送
基地。支持义乌小商品城等市场拓展进口业务，建 中継配送基地を建設することを支持する。義烏雑貨
设新型进口市场。支持建设易货贸易服务平台。支 城などの市場が輸入業務を拡大し、新型輸入市場
持跨境电商平台企业与结算银行、支付机构在依法 を構築することを支持する。バーター貿易サービ
合规前提下积极开展人民币计价、结算。探索小商 スプラットフォームの構築を支持する。クロスボ
品贸易与大宗商品贸易联动的新型易货贸易模式， ーダー電子商取引企業が決済銀行・支払機構と法
拓展跨境人民币结算通道。以“一带一路”沿线国 に基づきコンプライアンスに準拠しているとの
家和地区为重点，整合海外仓、结算等全球供应链 前提で人民元建てによる算定・決済を行うことを
服务体系，建设面向全球的供应链易货交易服务平 支持する。雑貨貿易およびコモディティ貿易が連
動した新型バーター貿易モデルを模索し、クロス
台。
ボーダー人民元決済ルートを拡張する。「一帯一
路」沿線国家および地区を重点として、海外倉
庫・決済などのグローバルサプライチェーンサー
ビス体系を整合し、グローバル向けサプライチェ
ーンバーター取引サービスプラットフォームを
構築する。
デジタル化総合監督管理制度を刷新し、新型監督
创新数字化综合监管制度，探索新型监管模
式，实施简化申报、简证放行、简易征管等便利化 管理モデルを模索し、申告簡素化・証書簡素化によ
举措；探索实施“互联网+核查”
、
“线上+线下”核 る通関許可・簡易的な徴収管理などの利便的措置を
実施する；
「インターネット＋検査」
・
「オンライン
查等创新试点。
＋オフライン」検査などの刷新的試行の実施を模索
する。
推进世界电子贸易平台（eWTP）全球布局，探索在
数据交互、业务互通、监管互认、服务共享等方面
的国际合作及数字确权等数字贸易基础设施建设，
打造全球数字贸易博览会。

7.国際海運および物流ターミナルの構築。
「イン
ターネット＋港湾」新サービスを模索し、海港・陸
港・空港・情報港の「四港」の連動的発展を促進し、
グローバルスマート物流ターミナルの構築を支持
し、海上シルクロード指数・速達物流指数などをロ
ーバル海運物流の風向計として推進し、グローバル
サプライチェーンの「ハードコア」力を構築する。
中国資本の非五星旗船（非中国籍船）が寧波舟山
港を中継港とする対外貿易コンテナ沿海カボター
ジュ業務を行うことを許可する。国際積替集配中継
業務倉庫を設立し、国際中継集配センターを建設す
る。有効な監督管理・リスクコントロール可能との
前提の下、寧波舟山港における積出港税還付政策実
施の実現性を研究する。保税船用燃料油供給管理モ
デルを参照し、液化天然ガス（LNG）の国際運行船
舶燃料保税待遇政策を許可することを支持する。長
江デルタ港の港区を跨ぐ給油体系を構築し、北東ア
ジア燃料供給センターを協力のうえ構築する。
杭州・寧波臨空経済モデル区と自貿試験区の協同
発展を強化する。高度に開放的な国際航空運輸管理
を実施し、杭州蕭山国際空港・寧波櫟社国際空港の
第五航路権（第 5 の自由、以遠権）を含む航路権
計画の拡大を推進し、関連国家および地区の航空

7.打造国际航运和物流枢纽。探索“互联网+
口岸”新服务，促进海港、陆港、空港、信息港“四
港”联动发展，支持全球智能物流枢纽建设，推动
海上丝绸之路指数、快递物流指数等成为全球航运
物流的风向标，打造全球供应链的“硬核”力量。

允许中资非五星旗船开展以宁波舟山港为中
转港的外贸集装箱沿海捎带业务。设立国际转口集
拼中转业务仓库，建设国际中转集拼中心。在有效
监管、风险可控的前提下，研究在宁波舟山港实施
启运港退税政策的可行性。支持参照保税船用燃料
油供应管理模式，允许液化天然气（LNG）作为国
际航行船舶燃料享受保税政策。构建长三角港口群
跨港区供油体系，合力打造东北亚燃料油加注中
心。

加强杭州、宁波临空经济示范区与自贸试验区
协同发展。实施高度开放的国际航空运输管理，推
动杭州萧山国际机场、宁波栎社国际机场扩大包括
第五航权在内的航权安排，吸引相关国家和地区航
空公司开辟经停航线。支持杭州萧山国际机场、宁
5
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会社を誘致して経由フライトを開通する。杭州蕭
山国際空港・寧波櫟社国際空港が航空中継業務を模
索することを支持する。
寧波舟山港と義烏港の二つの中核港の一体化お
よび港湾監督管理のシームレスな連携を推進し、
「同港同策（同一港で同一政策を適用すること）」
を実現し、海港機能および港湾監督管理機能の義
烏港および浙中公鉄聯運港などへの拡張を促進
する。甬金鉄道二層式ハイキューブコンテナ輸送
試行を実施し、試行状況に基づき、その他路線へ
の複製を研究することを支持する。寧波‐舟山港
型国家物流ターミナルの建設を支持し、海上‐鉄
道連絡輸送を大いに発展させる。コンテナ複合連
絡 輸 送 の輸送 伝 票 および 電 子 輸送伝 票 の 基 準
化・応用を率先して模索する。

波栎社国际机场探索航空中转业务。

推动宁波舟山港与义乌港双核港口一体化和
口岸监管无缝对接，实现同港同策，促进海港功能
和口岸监管功能向义乌港、浙中公铁联运港等延
伸。支持开展甬金铁路双层高柜铁路集装箱运输试
点，根据试点情况，研究复制到其他线路。支持宁
波—舟山港口型国家物流枢纽建设，大力发展海铁
联运。率先探索集装箱多式联运运单及电子运单标
准应用。

8.デジタル経済発展モデル区の構築。セルフデ
ィープラーニング・超低消耗処理能力および高速
WAN に代表される次世代デジタルインフラの構築
を強化し、IPv6・衛星インターネット・6G テスト
ベッドなどのネットワークインフラの配置を支
持し、デジタル産業化・産業デジタル化・デジタ
ルライフ新サービスを全面的に拡張し、国家デジ
タルサービス輸出基地をデジタル貿易先行モデ
ル区として構築する。
デジタル経済分野の国際ルール・基準の研究・制
加强数字经济领域国际规则、标准研究制定，
定を強化し、
基準・業種の相互信用承認を推進する。
推动标准行业互信互认。强化金融支撑，鼓励各类
金融机构创新金融服务和金融产品，引导各类创投 金融支援を強化し、各種金融機関が金融サービスお
よび金融商品を刷新し、各種ベンチャーキャピタル
企业投向数字经济领域创新创业项目。
企業のデジタル経済分野のイノベーション・起業プ
ロジェクトへの投資を指導することを奨励する。
杭州城西科学技術イノベーション回廊・寧波甬江
积极推动杭州城西科技创新大走廊、宁波甬江
科技创新大走廊与自贸试验区改革联动、创新联 科学技術イノベーション回廊と自貿試験区の改革
动，打造数字经济创新引领区。推进之江实验室、 連動・イノベーション連動を積極的に推進し、デジ
阿里达摩院等研发机构建设，支持之江实验室参与 タル経済イノベーション指導区を構築する。之江実
国家实验室建设。加大对国内外顶尖云制造、人工 験室・アリババ DAMO アカデミーなどの研究開発機
智能、大数据等企业的招商引资力度，打造全球工 関の設立を推進し、之江実験室が国家実験室の設立
业互联网研发应用基地。建设全国电子数据交换系 に参加することを支持する。国内外トップレベルの
「雲製造（IT・IoT などの技術を組み合わせた製
统贸易网，打造枢纽型国际化数字强港。
品）
」
・AI・ビッグデータなどの企業の誘致力を強化
し、グローバルインダストリアルインターネット
研究開発応用基地を構築する。全国電子データ交
換システム貿易サイトを構築し、ターミナル型国
際デジタル強力港を構築する。

8.打造数字经济发展示范区。加大以自主深度
算法、超强低耗算力和高速广域网络为代表的新一
代数字基础设施建设，支持布局 IPv6、卫星互联网、
6G 试验床等网络基础设施，全面拓展数字产业化、
产业数字化、数字生活新服务，把国家数字服务出
口基地打造为数字贸易先行示范区。

9.先進製造業集積区の構築。重要部品国際国内両
ルート供給政策体系を構築する。重要コア技術を突
破口として、新素材・ライフ/ヘルスケアなどの産
業について、産業チェーン「鎖長制（産業チェーン
強化・刷新・向上のための制度刷新）
」責任体系を
構築し、
「補鎖（産業チェーンの不足部分の補完）
」
能力を向上させる。産業チェーンの用地供給の実行

9.打造先进制造业集聚区。建立关键零部件国
际国内双回路供应政策体系。以关键核心技术为突
破口，围绕新材料、生命健康等产业，建立产业链
“链长制”责任体系，提升“补链”能力。探索实
行产业链供地。推动产业集群在空间上高度集聚、
上下游紧密协同、供应链集约高效。
6
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を模索する。産業クラスターのオープンスペースに
おける高度な集積・川上川下の緊密な協同・サプラ
イチェーンの集約効率化を推進する。
高性能磁気素材・新型フィルム素材・先進炭素素
聚焦高性能磁性材料、新型膜材料、先进碳材
料等优势产业，前瞻布局智能复合材料、海洋新材 材などの優勢産業に焦点を当て、スマート複合素
料等新兴领域，加速新材料产业升级的关键核心技 材・海洋新素材などの新興分野を先験的に配置し、
术攻关及成果转化，积极推动先进材料产业创新中 新素材産業をアップグレードする重要コア技術の
心建设，打造参与全球新材料产业创新竞争的重要 難所突破および成果実用化を加速させ、先進素材産
業イノベーションセンターの構築を積極的に推進
平台。
し、グローバル新素材産業イノベーション競争に関
わる重要プラットフォームを構築する。
次世代スマート技術の応用に焦点を当て、国内外
聚焦新一代智能技术应用，大力引进若干国内
外顶尖的智能制造示范企业，支持区内企业推进国 トップのスマート製造モデル企業若干を大いに誘
际协同研发，积极融入高端制造业全球供应链、创 致し、区内企業が国際共同研究開発を推進し、ハイ
新链和价值链。围绕现代高档数控机床、机器人等 エンド製造業グローバルサプライチェーン・イノベ
智能装备及关键基础件，打造国内重要的智能制造 ーションチェーン・バリューチェーンに積極的に融
装备产业基地。落实支持科技创新进口税收政策， 合することを支持する。現代高機能 NC 工作機械・
ロボットなどのスマート設備および重要基幹部品
对符合政策要求的区内单位进口科研设备免税。
を軸として、国内で重要なスマート製造設備産業基
地を構築する。科学技術イノベーション輸入税収政
策を実行・支持し、政策の要求に合致する国内単位
の科学研究設備輸入を免税とする。
5G・IoT・インダストリアルインターネット・AI・
加大 5G、物联网、工业互联网、人工智能、数
据中心等新型基础设施建设力度，加强交通基础设 データセンターなどの新型インフラ構築力を強
施智能化升级，推动自贸试验区和省内其他区域联 化し、交通インフラスマート化・アップグレード
动协同，建立高效、快速、便捷、智慧的全球一流 を強化し、自貿試験区と省内のその他区域との連
動・協同を推進し、高効率・迅速・利便的・スマ
基础设施体系。
ート化のグローバルに一流なインフラ体系を構
築する。
ライフ・
「大健康（肉体的な健康だけでなく精神
搭建生命大健康产业科研创新平台，鼓励和支
持龙头医药企业加大科技投入，与国内外医药科研 的・生理的にも健康な包括的な健康を目指す概念
院所开展合作，建设生物医药公共技术服务平台和 のこと）」産業科学研究新プラットフォームを構
築し、トップ医薬企業が科学技術に投資し、国内
开放性专业实验室。
外医薬科学研究院と提携し、バイオ医薬公共技術
サービスプラットフォームおよび開放的専門実
験室を構築することを奨励および支持する。
海水の淡水化および総合利用・海洋再生可能エ
加快海水淡化与综合利用、海洋可再生能源等
新兴领域自主研发、中试转化、装备定型，积极推 ネルギーなどの新興分野の自主研究開発・中間テ
ストの実用化・設備定型化を加速し、産業の大規
动产业规模化发展。
模発展を積極的に推進する。
（三）安全・高効率なリスク防止コントロール
体系の構築。
10.リスク防止メカニズム完備の加速。トップ
ダウン設計を強化し、リスク防止の責任メカニズ
ムを整備し、ボトムラインシンキングを堅持し、
重大リスク防止の政治的責任および責任履行能
力を強化する。リスク防止コントロールメカニズ
ムの専門的・科学的構築を強化し、奨励メカニズ
ムを刷新し、リスク管理人材グループの設置を強
化する。リスク防止コントロールの評価・アラー
トおよび処理メカニズムを完備し、石油ガス産業

（三）构建安全高效的风险防控体系。
10.加快完善风险防范机制。加强顶层设计，
健全风险防范责任机制，坚持底线思维，强化重大
风险防范的政治责任和履责能力。加强风险防控机
制的专业化、科学化建设，创新激励机制，强化风
险管理人才队伍建设。完善风险防控的评估、预警
与处置机制，加强油气产业环境风险处置应对能力
建设。健全对外开放的风险防范机制，完善和创新
对外籍人士等特殊人群管理模式。支持宁波海事法
院、杭州互联网法院发挥在推进国际航运物流枢纽
7
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和数字经济发展示范区建设中的服务和保障作用；
适应新型国际贸易中心建设需要，积极打造具有较
强国际影响力的国际商事仲裁平台，健全完善诉
讼、仲裁、调解等有机衔接、相互协调的国际商事
多元化纠纷解决机制。

の環境リスク処理対応能力の構築を強化する。対
外開放のリスク防止メカニズムを整備し、外国籍
人材などの特殊グループに対する管理モデルを
完備および刷新する。寧波海事法院・杭州インタ
ーネット法院が、国際海運物流ターミナルおよび
デジタル経済発展モデル区の構築推進において
サービスおよび保障の役割を発揮することを支
持する；新型国際貿易センター構築の要求に適応
して、比較的強い国際影響力を有する国際商事仲
裁プラットフォームを積極的に構築し、訴訟・仲
裁・調停などで有機的に連携・相互に協調する国
際商事多元的紛争解決メカニズムを整備・完備す
る。

11.打造数字一体化监管服务平台。依托数字
化手段，开展自贸试验区一体化风险防控监管平台
体系差别化探索。充分利用大数据、人工智能、区
块链、5G 等先进信息技术，建设高标准智能化监管
平台。在国家数据跨境传输安全管理制度框架下，
试点开展数据跨境流动安全评估，探索建立数据保
护能力认证、数据流动备份审查、跨境数据流动和
交易风险评估等数据安全管理机制。加大对专利、
版权、企业商业秘密等权利及数据的保护力度，主
动参与引领全球数字经济交流合作。依托外贸风险
快速预警综合平台，完善外贸预警机制，实现监管
信息互联互认共享，提高外贸企业抵御风险能力。

11.デジタル一体型監督管理サービスプラット
フォームの構築。デジタル化の手段により、自貿
試験区一体型リスク防止コントロール監督管理
プラットフォーム体系の差別化の追求を行う。ビ
ッグデータ・AI・ブロックチェーン・5G などの先
進的 IT を充分に利用して、高基準スマート監督
管理プラットフォームを構築する。国家データク
ロスボーダー伝送安全管理制度の枠組みの下、デ
ータクロスボーダー流動安全評価を試行的に行
い、データ保護能力の認証・データ流動バックア
ップ審査・クロスボーダーデータ流動および取引
リスク評価などのデータ安全管理メカニズムの
構築を模索する。特許・版権・企業の商業機密な
どの権利およびデータに対する保護力を強化し、
グローバルデジタル経済交流協力に自主的に参
加して指導する。対外貿易リスク迅速アラート総
合プラットフォームにより、対外貿易アラートメ
カニズムを完備し、監督管理情報の相互承認・共
有を実現し、対外貿易企業のリスク防御能力を向
上させる。

12.构建全链条信用管理机制。支持开展企业
信用风险分类管理试点工作，加强企业信用风险状
况评估分析，提升企业信用风险状况预测预警和动
态监测能力，实现对市场主体的精准靶向监管。运
用区块链技术，注重源头管理，探索“沙盒”监管
模式，建立全链条信用监管机制，支持探索信用评
估和信用修复制度，鼓励失信主体通过主动纠正失
信行为、消除不良社会影响等方式修复信用。

12.連鎖型信用管理メカニズムの構築。企業信
用リスク分類管理試行業務の実施を支持し、企業
信用リスク状況評価分析を強化し、企業信用リス
ク状況予測アラートおよび動態モニタリング能
力を向上させ、市場主体に対する高照準型監督管
理を実現する。ブロックチェーンの技術を運用し
て、根源での管理を重視し、「サンドボックス」
監督管理モデルを模索し、連鎖型信用監督管理メ
カニズムを構築し、信用評価および信用回復制度
を模索することを支持し、信用喪失主体が自主的
な信用喪失行為の是正・良好でない社会的影響の
解消などを通じて信用を回復させることを奨励
する。

四、保障机制
坚持和加强党对改革开放的领导，把党的领导
贯穿于自贸试验区建设的全过程。牢固树立总体国

四、保障メカニズム
党の改革・開放に対する指導を堅持および強化
し、党の指導を自貿試験区建設の全プロセスに一
8
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家安全观，强化底线思维和风险意识，切实加强自
贸试验区风险防控体系建设，完善风险防控和处置
机制，维护国家安全和社会安全，牢牢守住不发生
区域性系统性风险底线。在国务院自由贸易试验区
工作部际联席会议统筹协调下，充分发挥地方和部
门积极性，抓好各项改革试点任务落实，高标准高
质量建设自贸试验区。浙江省要完善工作机制，构
建精简高效、权责明晰的自贸试验区管理体制，加
强人才培养，打造高素质专业化管理队伍；要加强
地方立法，建立公正透明、体系完备的法治环境；
要强化主体责任，加强监测预警，深入开展风险评
估，制定相关工作方案，切实防范化解重大风险；
要建立完善自贸试验区制度创新容错机制，坚持
“三个区分开来”，鼓励大胆试、大胆闯；要统筹
推进新冠肺炎疫情防控和自贸试验区高质量发展
工作，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，努
力把疫情造成的损失降到最低限度。浙江省和有关
部门要依法及时下放相关管理权限，完善配套政
策，确保各项改革举措落地实施。要加强自贸试验
区既有区域和扩展区域的联动发展、融合发展，既
有区域和扩展区域各项政策措施可叠加适用。自贸
试验区各片区要把工作做细，制度做实，严格监督，
严格执纪执法。本方案提出的各项改革政策措施，
凡涉及调整现行法律或行政法规的，按规定程序办
理。重大事项及时向党中央、国务院请示报告。
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貫させる。全体的な国家の安全観を堅固に樹立
し、ボトムラインシンキングおよび危機意識を強
化し、自貿試験区のリスク防止コントロール体系
の構築を適切に強化し、リスク防止コントロール
および処理メカニズムを完備し、国家の安全およ
び社会の安全を維持し、区域性およびシステミッ
クリスクを発生させないとのボトムラインを堅
守する。国務院自由貿易試験区業務部間連席会議
における統一計画的協調の下、地方および部門の
積極性を充分に発揮し、各改革試行の任務を適切
に実行し、ハイレベル・ハイクオリティな自貿試
験区を建設する。浙江省は、業務メカニズムを完
備し、簡潔かつ高効率・権限および責任が明瞭な
自貿試験区管理体制を構築し、人材育成を強化
し、高い素質と専門性を備えた管理グループを構
築しなければならない；地方立法を強化し、公正
かつ透明・体系が完備された法治環境を構築しな
ければならない；主体責任を強化し、モニタリン
グ・アラートを強化し、リスク評価を深化・実施
し、関連業務方案を制定し、重大リスクを適切に
防止・解消しなければならない；自貿試験区制度
の制度刷新・障害許容メカニズムを構築・完備し、
「3 エリア個別制」を堅持し、大胆な試行・大胆
な突進を奨励する；新型コロナウイルス感染拡大
防止および自貿試験区ハイクオリティ発展業務
を統一計画的に推進し、「国外からの輸入症例防
止、国内での感染再発防止」との要求を全面的に
実行し、感染拡大がもたらす損失を最低限に抑え
るよう努力しなければならない。浙江省および関
連部門は、法に基づき速やかに関連管理権限を委
譲し、付帯政策を完備し、各改革措置が実現・実
施されるよう保証しなければならない。自貿試験
区の既存区域および拡大区域の連動的発展・融合
的発展を強化し、既存区域よび拡大区域の各政策
措置は、重複して適用することができる。自貿試
験区の各エリアは、適切に業務を細分化し、制度
を実施し、厳格に監督管理し、厳格に紀律・法律
を執行しなければならない。本方案にて挙げた各
改革政策措置が現行の法律あるいは行政法規の
調整に関わる場合、規定の手順に基づき取り扱
う。重大事項は速やかに中国共産党中央委員会・
国務院に報告し指示を仰がなければならない。

