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高水準の対外開放を深く推進し、開放型経済の新体制の構築を加速させ、外商投資政策の法規を更に整備するため、国家発展と改革委員
会、商務部は 2019年 6月 30日、《外商投資奨励産業目録（2019年）》(以下、「2019年版奨励目録」と略称)を公布し、更に外商
投資奨励範囲を拡大させ、外商投資を促すことを目指している。同時に「外商投資産業指導目録」(2017年改訂) 奨励類と《中西部地域
外商投資優位性産業目録(2017年改訂)》(以下、“2017年版中西部地区産業目録”と略称)が廃止された。 
 
なお、税関総署は 2019年 7月 24日、《税関総署による「外商投資産業奨励目録（2019年）」の執行に関する公告》(以下、「125号
公告」と略称)を公布し、税関が 2019年版の奨励類目録の実行における関連事項を更に明確にした。2019年版奨励目録と 125号公告
は 2019年 7月 30日より発効される。 
 
ご留意頂きたい「2019年版奨励目録」および「125号公告」の更新内容 
 
2019年版奨励目録には 2つの子目録が含まれている。一つは全国外商投資産業奨励目録(以下、「全国目録」と略称)であり、全国範囲で
適用される。もう一つは中西部地域外商投資優位性産業目録(以下、「中西部目録」と略称)、主に中西部地区、東北地区で適用される。
2017年版産業指導目録と 2017年版中西部産業目録と比べ、外商投資奨励類の産業分野が更に拡大した。具体的には、2019年版の
奨励類目録の総項目は 1108条あり、その中に全国目録は 415条あり、2017条産業指導目録と比べて、67条を追加、45条を修正す
る。そのうちに新規あるいは改正項目の 80%以上は製造業の範疇に該当し、外商企業が更にハイエンド製造業、スマート製造、グリーン製造な
どの領域への投資をサポートする。中西部目録は 693条があり、2017年版中西部産業目録と比較して 54条を追加、165条を修正し、更
に労働集約型、先進的な適用技術産業と関連施設の項目を追加して、中西部地域における外資系産業の移転引き受けのサポートを目的と
している。主な調整内容は以下の通りとなる。 
 

全国目録 
奨励類重点方向 奨励類業種/領域 調整項目 

製造業 

電子情報技術産業 
5G コアコンポーネント、集積回路用エッチングマシン、チップ実装設備、クラウ
ド計算設備などの項目を追加 

設備製造業 工業ロボット、ハイブリッド汽車、スマートカーのキー部品の項目を追加・修正 
現代医薬産業 細胞の治療薬に関する主要原料、大規模細胞培養製品などの項目を追加 

新素材産業 
航空・宇宙に係る新材料、シリコン単結晶、大型シリコンウェーハなどなどの項
目を追加 
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生産性サービス業 
ビジネスサービス領域 工事コンサルティング、会計、税務、検証検測鑑定サービスなどの項目を追加 
商務貿易流通領域 コールドチェーンロジスティクス、電子商務、鉄路専用線などの項目を追加 
技術サービス領域 人工知能、グリーン生産、炭素回収、サイクルビジネスなどの項目を追加 

中西部目録 
省 地域特徴 調整項目 

雲南、内モンゴル、湖南
など 

特徴的な農業資源、豊富な労
働力の優位性 

農産物加工、繊維および衣類、家具製造などの項目を追加 

安徽、四川、陕西など 電子産業 一般集積回路、タブレットコンピューター、通信端末などの項目を追加 
河南、湖南など 集中的な輸送物流ネットワーク 物流保管施設、自動車のガススタンドなどの項目を追加 

 
さらに、税関総局が発行した第 125号公告は、2019年版奨励目録で、自己使用設備、技術および付属品、備品などの輸入に関連する問
題を次のようにさらに明確にする。 
 

審査、承認済みあるいは届出の日付は 2019年 7月 30日前（当日が含まれていない） 
適用目録 申請手続き 適用政策 

2017年版産業指導目録、2017年
版中西部地区産業目録に属する 

  投資管轄部門より 2020年 8月 1日
前に発行される「国家内外資投資奨励
項目確認書」 

  商務管轄部門より 2020年 8月 1日
前に発行される外商投資企業設立・増
資確認書または外商投資企業設立・変
更届出確認書など関連する書類 

輸入関税を免じ、法律・法規に基づいて輸入
増値税を徴収 

2017年版産業指導目録、2017年
版中西部地区産業目録に属するとも
に、2019年版奨励目録に属する 

  投資管轄部門が 2019年版奨励目録
に準じ、発行される「国家内外資投資奨
励項目確認書」 

  商務管轄部門が 2019年版奨励目録
に準じ、発行される外商投資企業設立・
増資確認書または外商投資企業設立・
変更届出確認書など関連する書類 

 
 

審査、承認済みあるいは届出の日付は 2019年 7月 30日から 
適用目録 申請手続き 適用政策 

2019年版奨励目録に属する 

  投資管轄部門より 2020年 8月 1日
前に発行される「国家内外資投資奨励
項目確認書」 

  商務管轄部門より 2020年 8月 1日
前に発行される外商投資企業設立・増
資確認書または外商投資企業設立・変
更届出確認書など関連する書類 

輸入関税を免じ、法律・法規に基づいて輸入
増値税を徴収 

2017年版産業指導目録、2017年
版中西部地区産業目録に属しないが、

2019年版奨励目録に属する 

  投資管轄部門が 2019年版奨励目録
に準じ、発行される「国家内外資投資奨
励項目確認書」 

  商務管轄部門が 2019年版奨励目録
に準じ、発行される外商投資企業設立・
増資確認書または外商投資企業設立・
変更届出確認書など関連する書類 

輸入関税を免じ、法律・法規に基づいて輸入
増値税を徴収する。既に徴収される税額に対し

て返却しない 
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筆者の所見 
 

  対外開放の更なる拡大 
 
2019版奨励類目録は、経済のグローバル化の新しい情勢に応じ、中国の産業発展の新特徴に合わせて、中国において外資系企
業の投資を奨励する範囲と分野を更に拡大させる。全国目録の新規或いは変更項目の 80%以上は製造業の範疇に該当し、外資
の更なるハイエンド製造、スマート製造、グリーン製造などの分野への投資を支持する。引き続き生産性サービス業の開放発展の支持
力を強化し、サービス業のレベルアップを促進する。 
 
同時に、中西部地区が外資産業の移転を受け入れることを支持する。中西部目録は更に労働集約型、先進的に技術産業と附属
施設を適用する項目を追加し、中西部地区の外資導入を受け入れる産業の移転への支援を強化し、外資投資の促進、外資産業
の最適化、区域構造の最適化に積極的な役割を果たすことを期待している。 
 

  外相投資奨励類項目の優遇政策 
 
2019年版奨励目録に基づき、外商投資企業の投資奨励類項目の範囲を拡大し、税優遇などの奨励政策は変わらない、主に以
下のものを含む: 

 
  奨励類外商投資項目に対して、投資総額内で自己使用設備を輸入する場合、関税を免除する政策を実施。 
  条件に合う西部地区の奨励類業種に係る外商投資企業に対しては、15%で企業所得税を徴収。 
  集約的用地の奨励類外商投資の工業プロジェクトに対し、優先的に土地を供給し、土地の最低価格を決定する際、所在地

の土地レベルに応じて全国の工業用地譲渡最低価格基準の 70%より低くないことを適用する。 
 
今回公布した 2019年版奨励目録には、新しい時期の我が国の対外開放を更に拡大し、外商企業の投資を積極的に促進するという決意と
自信が現れている。関連の優遇政策は変わらず、多くの外資企業に優遇政策の継続をもたらした。外商投資企業の投資を促す項目を新たに
追加することで、外商投資企業がより迅速に中国市場に参入し進出することができるようになり、有利な政策支援を提供できるようになった。今
回公布した 2019年版奨励目録は、我が国経済の高質な発展を促進し、伝統的な産業の改善と新産業の発展を促進するための原動力を
提供しただけでなく、外国資本の中国への投資ルートを開拓し、中国の発展チャンスと成果を共有するためにも積極的な役割を果たしていると考
えられる。 
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