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国務院、4 つの自由貿易試験区において外資に対する
行政審査批准・参入管理措置の緩和を拡大
国発[2016]41 号
国務院は 2016 年 7 月 1 日付で≪自由貿易試験区における関連行政法規・国務院文書及び国務院の批
准を経た部門規則規定の暫時調整に関する決定≫（国発[2016]41 号、以下「本決定」）を公布しまし
た。本決定は、上海・広東・天津・福建の 4 つの自由貿易試験区（以下「自貿区」）において、関連
行政法規・国務院文書・国務院の批准を経た部門規則規定を一時的に停止し、ネガティブリスト（※）
以外の分野について外資に対する行政審査批准及び参入管理措置の緩和・拡大を図るものです。
今回の調整は 51 項目に及んでおり、添付リストの内 1～24 が外資に対する行政審査批准の緩和（備
案管理の実施）、25～51 が外資の市場参入における緩和措置（外商独資の許可、出資比率制限等の緩
和）となっています。なお、本決定の一部内容は、2015 年 4 月に公布された≪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）、
及び≪自由貿易試験区外商投資備案管理弁法（試行）≫（商務部公告 2015 年第 12 号）（※）と整合し
ています。
今後各地の人民政府が関連規則及び規範性文書の調整を行い、新たな管理制度を構築することになる
ため、実務上の取扱いについては、各地における運用の確認が必要となります。
※

ネガティブリスト：自由貿易試験区における外商投資の参入制限措置を整理したもので、リストに掲載されてい
ない分野の外商投資プロジェクト及び外商投資企業の設立等については、審査批准ではなく備案管理が適用
（SMBC NEWS【2015】26 号ご参照）。

１. 外商投資企業に対する備案管理の実施地域拡大
上海自貿区では、外商投資プロジェクトの審査認可及び外商投資企業の設立、分割・合併、増資等
の手続きについて、ネガティブリスト以外の分野は備案（届出）管理が実施されてきました。本決
定により備案管理の実施地域が、広東・天津・福建の 3 自貿区と上海自貿区の拡張区域まで拡大さ
れました。
審査批准から備案管理に変更された項目
外商投資プロジェクト

外資企業

 ネガティブリスト以外の分野について、審査認可の実施を暫時停止し、備案管理に変更
（国務院が審査認可の保留を規定している場合を除く）
 設立、分割・合併或いはその他原因による資本の重大な変更、登録資本の減少・増加・
譲渡、財産或いは権益の対外的抵当設定・譲渡、外国投資家の出資方式、経営期限及び
経営期限延長、終了

中外合弁経営企業

 設立、持分譲渡、登録資本の増加・減少、外国側合弁者の出資方式、経営期限、解散

中外合作経営企業

 設立、協議・契約・定款の重大な変更、登録資本減少、合作企業契約上権利の譲渡、経
営管理委託契約、外国側合作者の投資先行回収、合作期限延長、解散
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２. 外資参入開放措置の拡大
本決定では、外資参入の開放措置として、外商独資による鉄鋼生産やオートバイ生産や、外商投資
旅行会社に対する中国人のアウトバウンド旅行業務の取扱許可など行っています。
（１） 広東・天津・福建の 3 自貿区及び上海自貿区拡張区域への開放拡大
目録

項目

調整内容

34

公演運営機構の設立

 外国投資家・台湾地区の投資家による本省・市における独資
機構設立及びサービス提供を許可

35

国際船舶管理・国際海運貨物積卸・
国際海運コンテナステーション及  外商独資を許可
びヤード企業の設立
公共国際船舶代理業務

 外国企業の合弁・合作形式による従事を許可
 外国側の持分比率を 51％まで緩和（現行は 49％）
 外商独資を許可

40

航空運輸販売代理企業の設立

42

認証機構

 外商投資企業の認証機構資質取得の特殊要求を暫時停止

43

娯楽場所

 外商独資を許可（サービス提供場所も自貿区内）

44

研修機構

 国務院教育主管部門等が経営性中外合作研修機構の設立・運
営に関する管理弁法関連管理弁法を制定

48

塩の卸売

 外商独資を許可（自貿区内）

（２） 今回実施される開放・緩和措置（4 自貿区共通）
目録

項目

26

鉱山ガス利用

調整内容

 外商独資を許可

27

自動車電子バスネットワーク技
術・電動パワーステアリング電子制  外商独資を許可
御器の製造及び研究開発

28

エネルギー型動力電池（エネルギー
密度≧110Wh/kg、循環寿命≧2000  外商独資を許可
回）の製造

29

高速鉄道・鉄道旅客運輸専用路線・
都市間鉄道に付帯する乗客サービ
ス施設及び設備の研究開発・設計並
びに製造、高速鉄道・鉄道旅客運輸  外商独資を許可
専用路線・都市間鉄道関連のレール
及び橋梁設備の研究開発・設計並び
に製造、電気化鉄道設備及び器材の
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製造、鉄道客車の汚染物質排出設備
の製造
30

31

総合水利拠点の建設・経営

 外商独資を許可

大豆油、菜種油、落花生油、綿実油、
茶実油、ヒマワリ油、パーム油等の  外商独資を許可
食用油脂加工
米・小麦粉、原料糖の加工、とうも
 外国企業に対する制限を暫時停止
ろこしの高付加価値加工

32

バイオ液体燃料（燃料アルコール・
 外商独資を許可
バイオディーゼル）生産

33

食糧の買付、食糧・棉の卸売、大型
 外国企業に対する制限を暫時停止
農産品卸売市場の建設・経営

38

国際船舶登記制度

39

その他印刷品印刷経営

 国際船舶登記制度の刷新加速
 船級への参入を段階的に開放
 外資企業の設立を許可

航空貨物運輸倉庫保管・地上サービ
 外商独資を許可
ス・航空食品・停車場プロジェクト
41
航空機メンテナンス

 中国側の持分支配制限を緩和
 国際メンテナンス市場業務の請負義務の要求を取り消し
 自貿区内で登録した条件に合致する外商投資旅行社による
中国内地居住者のアウトバウンド旅行業務（台湾地区を除
く）経営を許可

45

旅行会社

46

オートバイ生産

 外商独資を許可

47

鉄鋼生産

 外商独資を許可

49

リスク探査及び採鉱企業設立（非石  ネガティブリスト以外のリスク探査及び採鉱企業設立の審
油ガス鉱産資源分野）
査批准の実施を暫時停止し、備案管理に変更

50

直販

51

ガソリンスタンドの建設・経営

 外国投資家は 3 年以上、中国国外で直販活動に従事した経験
を有するとの要求を暫時停止
 外商独資を許可
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（３） 今回実施される開放・緩和措置（一部地域のみ）
目録

25

項目

調整内容

実施範囲

農作物（穀物・綿・油の作物
を除く）新品種の選択育成（遺  両岸合弁企業に対する大陸側持分支配の要求
を暫時停止（台湾企業の独資は不可）
伝子組換を除く）及び種子生
産（遺伝子組換を除く）

福建自貿区

上海自貿区

36

国際船舶運輸

 外商独資を許可

37

国際船舶運輸

 中外合弁・中外合作企業設立に係る外商出資比
率・投資比率の制限を緩和

広東・天津・
福建自貿区

以上

当資料に掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。当資料は単に情報提供を目的に作成されており、その正確性を当行
及び情報提供元が保証するものではなく、また掲載された内容は経済情勢等の変化により変更されることがあります。掲載情報は利用者
の責任と判断でご利用頂き、また個別の案件につきましては法律･会計･税務等の各面の専門家にご相談くださるようお願い致します。万
一、利用者が当情報の利用に関して損害を被った場合、当行及び情報提供元はその原因の如何を問わず賠償の責を負いません。

ご照会先
本
店：上海市浦東新区世紀大道 100 号 上海環球金融中心 11 階/電話：86-(21)-3860-9000・FAX：86-(21)-3860-9999
上海浦西出張所：上海市長寧区興義路 8 号 上海万都中心 12 階 1、12、13 号/電話：86-(21)-2219-8000・FAX：86-(21)-2219-8199
上海自貿試験区出張所：上海市中国（上海）自由貿易試験区馬吉路 88 号 7、8 棟 1 階/電話：86-(21)-2067-0200・FAX：86-(21)-2067-0399
瀋陽支店：瀋陽市瀋河区青年大街1号 市府恒隆広場16階1606室/電話：86-(24)- 3128-7000・FAX：86-(24)-3128-7781
北京支店：北京市朝陽区光華路1号 北京嘉里中心北楼16階1601号室/電話：86-(10)-5920-4500・FAX：86-(10)-5915-1080
天津支店：天津市和平区南京路 189 号 津匯広場２座 12 階 /電話：86-(22)-2330-6677・FAX：86-(22)-2319-2111
天津濱海出張所：天津市天津経済技術開発区広場東路 20 号 濱海金融街東区 E2B8 層/電話：86-(22)-6622-6677・FAX：86-(22)-6628-1333
蘇州支店：蘇州市高新区獅山路 28 号 蘇州高新国際商務広場 12 階/電話：86-(512)- 6606-6500・FAX：86-(512)-6606-8500
蘇州工業園区出張所：江蘇省蘇州工業園区蘇州大道西 2 号 国際大厦 16 楼/電話：86-(512)-6288-5018・FAX：86-(512)-6288-5028
常熟出張所：常熟市東南開発区東南大道 333 号 科創大厦 8 楼/電話：86-(512)-5235-5553・FAX：86-(512)-5235-5552
昆山出張所：江蘇省昆山市前進東路 399 号 台協国際商務広場 2001-2005 室/電話：86-(512)-3687-0588・FAX：86-(512)-6606-8500
杭州支店：杭州市下城区延安路 385 号 杭州嘉里中心 2 幢 5 階/電話：86-(571)-2889-1111・FAX：86-(571)-2889-6699
広州支店：広州市天河区華夏路 8 号 国際金融広場 12 階/電話：86-(20)3819-1888・FAX：86-(20)3810-2028
深圳支店：深圳市福田区中心四路1号
嘉里建設広場二座23層/電話：86-(755)-2383-0980・FAX：86-(755)-2383-0707
重慶支店：重慶市南岸区南濱路22号 重慶長江国際1棟第34階02号/電話：86-(23)-8812-5300・FAX：86-(23)-8812-5301
大連支店：大連市西崗区中山路147号 森茂大厦4楼-A室 /電話：86-(411)-3905-8500・FAX番号 ：86-(411)-3905-8599
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