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李克強首相は 2016年 12月開催の国務院常務会議において、さらに対外開放度合いの引上げに注力し、公平な競争環境の整備をしなけ
ればならないと指示をした。具体的に、外資系企業の先端製造業（ハイエンド、インテリジェンス、環境分野など）及び生産関連サービス業（イ
ンダストリアルデザイン、現代物流など）への投資を促進するため、「外商投資産業指導目録」（以下「目録」）及び外資系企業投資に関連す
る法令の改正が必要であると示唆し、外資系企業に対する投資に際する内国民待遇とネガティブリスト方式を前提とした普及拡大を明確に要
求した。 

従って、上述指示を貫徹するため、国務院、商務部、国家発改委等部門は一連の対外開放を拡大し、外資投資を促進する措置を公布した。 

1. 主要な対外開放措置の公布 

国務院は 2017年 1月に、「対外開放の拡大と外資の積極的利用に係る若干の措置に関する通知」（国発【2017】5 号）を公布し、対外
的開放の拡大と外資系企業投資のための措置 20項目を提示して、従来からの「目録」を改訂し、外資系企業のサービス業、製造業、採鉱業
への開放レベルを一層緩和することを明確にした。 

また、外資導入を拡大させ、より高水準な対外開放環境を構築するため、中国政府は 2017年 7月 28日の国務院常務会議で、下記五つ
の重要な措置を提出し、2017年 9月までに施行する予定と明言した： 

1) 自由貿易試験区で試行された外商投資参入に際する内国民待遇とネガティブリストを全国へ普及拡大し、外資法律体制を改善； 

2) 海外投資者は中国国内の居住者企業からの未処分利益を直接奨励類投資項目へ使用した場合、税金納付を繰り延べて、暫く源
泉徴収所得税を徴収しない； 

3) 一部製造業及びサービス業の外商投資持分比率制限を解除し、地方で多国籍企業の地域本部の設立を奨励； 

4) 国家レベルの開発区の投資管理権限を拡大し、特定の外資利用項目に対して、建設用地を優先的に保障する。特に、西部地域
及び東北老工業基地の国家レベル開発区の科学技術、環境保護等の領域の建設に対する支援を拡大； 

5) 年内において、外国人材ビザの発行範囲を拡大し、有効期間も延長させ、外国人材の就労許可規制を緩和させる。 

2. 外商投資産業指導目録の改定について 

国家発展改革委員会（以下「国家発改委」）と商務部は共同で 2017年 6月 28日付け「外商投資産業指導目録」の 2017年改訂版
（以下「新目録」）を発表した。同目録は 2017年 7月 28 日から施行され、同時に 2015年改訂版（以下「2015年版目録」）を廃止
した。 
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最近外国投資促進新政策の公布及び新「外資系企業投資産業指導
目録」の発表  
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中国における外商投資項目は、奨励類、許可類、制限類、禁止類の 4種類に分類され、分類ごとに審査認可権限や享受できる優遇政策な
どが定められている。1995年に始めて「外商投資産業指導目録」が公布されて以来、その時期の外資政策を反映する形で数回にわたって目
録の改正が行われてきた。今回、国家発改委及び商務部は、初めて「ネガティブリスト」の列挙形式で 15年版の目録を改訂した。 

「新目録」は、従来同様に外商投資産業を、奨励類、制限類、禁止類の 3 つに分類しており、新目録に分類されないその他の産業は、外商投
資許可類に分類される。 

奨励類の外商投資項目は、関連する優遇措置（地方政府による外資系企業誘致優遇措置を含む）を適用できる。奨励類と許可類の外資
系企業の設立と変更は利便性の高い届出制となった。また、制限類の外商投資項目は、外国人投資家の持分比率又は高級管理職に対する
規制要求が定められているが、一定の審査認可手続きを経ることで外資系企業も参入できるようになった。禁止類の外商投資項目は、外資の
参入を禁止している分野である。具体的な変更点は下記の通り： 

• 外資系企業のサービス業、製造業、採鉱業への参入規制の緩和 

「新目録」は、外資規制措置 63項目（制限類 35項目、禁止類 28項目）を据え置いて、「2015 年版目録」の外資規制措置 93項目
（奨励類の持分比率規制 19項目、限制類 38項目、禁止類 36項目）から、30項目が削除された。主な改訂内容は下記のとおりであ
る。 

業界 変更点 

サービス業 
道路旅客運送業、外国船の積荷仕分業、信用格付調査サービス業、会計監査、大型農産物卸
売市場の建設・運営、総合水利施設の建設・運営などへの外資の参入規制を緩和 

製造業 

軌道交通設備製造業、自動車電子ネットワーク技術、電動パワーステアリング電子制御装置の研
究開発及び製造、新エネルギー自動車用動力電池の製造、二輪車（オートバイ）の製造、海洋
構造物（モジュールを含む）の製造と修理、舶用低速・中速ディーゼルエンジンとクランクシャフトの
製造、人工衛星（民需向け・商用衛星）の設計と製造、人工衛星（民需向け・商用衛星）の
ペイロード製造、食用油脂の加工、米・小麦粉・原糖の加工、トウモロコシの高度加工、液体バイオ
燃料（エタノール燃料、バイオディーゼル燃料）の生産分野における外資の参入制限を解除し、且
つ同一外国企業が中国で純電気自動車を生産する合併企業の設立制限（2社を上限とする）
を解消した 

採鉱業 

ケロジェン、オイルサンド、シェールガスなどの非在来型オイル・ガス資源の探査・開発、貴金属（金、
銀、プラチナ）の探査・開発、リチウム鉱の採掘・選鉱、モリブデン、スズ（有機スズ化合物を除
く）、アンチモン（酸化アンチモンと硫化アンチモンを含む）などの希少金属精錬分野への外資の参
入制限が緩和された。 

「新目録」では、奨励類項目にほとんど変化は見られないが、外資系企業の先進製造、ハイテク、省エネ･エコ、現代サービスなどの分野への投資
を奨励している。15年版と比較すると、6項目が新たに追加され、7項目が削除された。新設された項目は、スマート救急医療機器製造、水
監視センサー製造、仮想現実（VR）設備の研究開発・製造、3D プリンター設備の重要部品の研究開発・製造、水素ステーションの建設・運
営、都市部駐車施設の建設・運営などである。 

• 外商投資禁止分野を追加 

「新目録」は、15年版目録には無かったプロパガンダ活動を中心とした外商投資禁止項目が増設された。すなわち、移動体計測、図書、新
聞、刊行物、オーディオ製品と電子出版物の編集業務、ラジオ・テレビ放送と衛星テレビ・ラジオ地上受信施設の設置、ラジオ・テレビ番組の輸
入、インターネットニュース情報サービス、インターネット利用者向けの情報発信サービスといった項目が増設された。 

また、「新目録」では 15年版目録で規制されていた国内・国外の無差別規制を撤廃した。例えば、大型テーマパークの建設に際しては中国ロー
カル企業と外国企業に対し、プロジェクト審査と認可手続きを義務付け、ゴルフ場、別荘などの新規建設禁止に関する規制を撤廃した。 

• 外商投資参入「ネガティブリスト」の統一適用 

「新目録」の内容と構成を調整するため、「2015年版目録」の奨励類に関する条文から外国人投資家の持分比率要件に対する制限の部分
を制限類と禁止類の項目と合わせて、外商投資参入許可特別管理措置の範囲（すなわち外商投資参入ネガティブリスト）として統合し、外
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商投資産業目録の制限類（株式支配及び高級管理職に対する要求のあるもの）及び禁止類とあわせて中国全土に展開することとしている。
また、ネガティブリスト対象外分野における外商投資プロジェクト及び企業の設立と変更の審査認可の範囲は届出制となったのが特徴的である。 

3. KPMGの所見 

• 対外開放分野の拡大 

今回、新たに公布された「新目録」は、大枠で「2015版目録」の方向性を踏襲している。外資企業の先端製造、ハイテク、省エネ･エコ、現代サ
ービスの分野への投資を奨励し、サービス業、製造業、採鉱業分野の外資規制を一定程度緩和した。グローバリゼーションの新たな展開の期待
から、中国は、本土企業の海外進出を積極的に奨励し、同時に外資の誘致を推し進め、本土企業の海外進出と並行して開放レベルを向上さ
せている。 

特筆すべきは、今回の外資系企業への規制緩和措置のほとんどが一般サービス業と一般製造業に限定されたことである。過年度に公布された
「中国共産党中央委員会 国務院による開放型経済体制の構築に関する若干の意見」では、「金融、教育、文化、医療などのサービス業の秩
序のある開放の推進（中略）、国家安全保障の前提で交通、電信などのインフラ施設及び鉱業など関連分野への外資投資規制を段階的に
緩和する」と明示している。このため、開放レベルがまだセンシティブな分野に対しては、外国人投資家は長期的な視点で静観する必要がある。 

• 外商投資参入前国民待遇とネガティブリストを組み合わせた管理モデル 

中国は、外資誘致を一層促進するため外資系企業に対し、投資参入に際する内国民待遇及びネガティブリスト方式を組み合わせた管理モデ
ルを実施する。「新目録」に明記されている投資参入特別管理措置（ネガティブリスト、外資投資プロジェクト制限類と禁止類）の適用対象外
となる外資企業の設立と変更は、承認制から届出制へと変更され手続きが簡素化された。 

さらに、商務部は、2017年 5月に「外商投資企業の設立及び変更備案管理弁法（意見募集稿）を起草・公表した。当草案によれば、非
外商投資企業が、M&A の戦略的な投資或いは吸収合併により外商投資企業に組織変更を行なう場合（外国投資者が中国国内の上場企
業に対して戦略的投資を行う場合、或いは外資企業が投資対象上場企業に外国投資者の株主として加入する場合を含む）にも、すべて届
出制管理に組み入れる予定である。 

• 地方政府による外国投資誘致措置の容認 

本文冒頭に言及した国務院の対外開放拡大に関わる 20項目の措置のうち、「地方政府は法的権限範囲内で投資誘致政策を制定・公表
することが認められ、雇用創出、経済成長、技術イノベーションなど貢献度の高いプロジェクトの立上げを支援して、企業の投資・運営コストを低
減させる」と規定した。 

国務院は 2014年 11月に「税収など優遇政策の整理・規範化に関する国務院の通知」（国発【2014】62号）を発表し、課税などの優遇
措置に対し全面的な規範化を行うことを要求しており、さらに各地の行政機関と官庁は、特定企業及び投資者（又は管理者）に対して適用
される課税や非課税項目及び財務支出に関する優遇措置を実施したが、当該整理業務は 2015年半ばに中止された。 

今回発表した 20項目の措置により地方政府は外資系企業の投資誘致政策を再び制定・実施できるようになった。これらは新たな状況の展開
による外資系企業の誘致を積極的に推進し、地域活性化を促進するという戦略的目標と合致している。外国人投資者は今後、プロジェクトの
立地検討において、このことを充分に考慮しておくべきである。 

「新目録」の発表及び一連の外資投資促進新政策の公表により、中国政府は国内投資環境を改善し、外資系企業の誘致を積極的に推進
する決意が表れた。外国投資家が中国本土の投資及び事業展開において、これら外国投資の最新政策動向を理解の上、適切に自社の投資
計画を立てて頂くことをすすめる。 

 

（BTMU 中国月報 2017年 9月号に掲載） 
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