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はじめに 
 

 

本報告書について 

本報告書は、青葉コンサルティングが独自で作成したものです。 

 

 

本報告書の目的 

本報告書は、主に中国へ進出されている又はこれから中国進出を検討されている日

系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影

響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とそ

の影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介すること

を目的として作成されています。従って、青葉コンサルティンググループは、お客様の

上記以外の目的での利用によって生じるいかなる結果や損害についても責任を負い

ません。 

 

 

免責事項 

1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに

関する詳細な説明事項や提案ではありません。 

2. 青葉コンサルティンググループ及びその傘下の関連会社は、本報告書に於ける

法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではあり

ません。 

3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースや

その置かれている状況により大きく異なるため、事前に専門家にお問い合わせく

ださい。 

 

青葉コンサルティンググループ： 

 

香港：香港湾仔港湾道 30号新鴻基中心 3階 

TEL：（852）2802 1092       FAX：（852）2850 7151 

北京：北京市朝陽区建国門外大街 26号長富宮弁公楼 8階 8006室 

TEL：（86-10）6522 8158     FAX：（86-10）6512 7168 

広州：広東省広州市体育西路 109号高盛ビル 12階 B室 

TEL：（86-20）3878 5798     FAX：（86-20）3878 5337
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中国政府、四つの自由貿易区方案を承認  
 

【主な背景】 

4 月 20 日、国務院は上海、広東、天津、福建の四つの自由貿易区の

発展方案を公布した。その中には、「中国（上海）自由貿易試験区の改

革開放を更に深化する方案」、「中国（広東）自由貿易試験区の総体方

案」、「中国（天津）自由貿易試験区の総体方案」、「中国（福建）自由

貿易試験区の総体方案」が含まれ、また、四つの自由貿易区が共有す

るネガティブリスト（制限類リスト）－「自由貿易試験区の外資投資に対

する国家安全管理措置（ネガティブリスト）に関する通知」及び「自由貿

易試験区の外資投資に対する国家安全審査試行弁法」も含まれてい

る。  

【主な内容】 

四つの自由貿易区は上海自由貿易区の経験を基に、さらに改革開放

を拡大する革新的措置を打ち上げた。  

一、  制度の革新を堅持  

新規設立された自由貿易区が上海自由貿易区の成功経験を活用し、

投資管理制度、貿易監督管理制度、金融制度及び事中・事後監督管

理の四つの分野で改革･革新をはかり、さらに行政コンサルテｲング体系、

審査と管理の分離、審査の統一管理などの新たなやり方を打ち出した。

地域が拡大された上海自由貿易試験区もさらに公平な競争の権益保

護の試験内容を促進するものとなっている。  

二、  発展の重点はそれぞれ異なる  

広東自由貿易区は内陸部と香港･澳門との協力関係を進める立場であ

り、天津自由貿易区は北京・天津・河北省の協同発展を図る立場であ

り、福建自由貿易区は台湾との両岸の経済協力をはかる立場であり、

上海自由貿易区は引続き投資貿易の便利化、自由な両替、高率な監

督･管理、及び法律環境の規範化における「先導者」の立場である。  
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三、  ネガティブリストを自由貿易区間で共有  

上海、広東、天津、福建の四つの自由貿易区は同一なネガティブリスト

を共有することになる。新版のネガティブリストを 2015 年版の外資投資

産業ガイドブックと比べると、自由貿易区のネガティブリストは 18 分野の

制限類を取り消して緩和した。上海自由貿易区の 2014 年版のネガティ

ブリストと比べると、分類は 3 項目減少し、特別管理措置は 17 項減少し

た。 

四、  安全審査を導入  

国家の安全、国家の安全保障能力に影響を及ぼす、あるいは、投資主

体、買収対象、業界、技術、地域に関わる外資投資に対して、安全審

査を行う。 

審査対象： 

1.  国防安全、国防上必要な国内製品の生産能力、国内サービスの提

供能力及び関連の施設に影響がある外資投資。  

2.  国家の経済の安定運営に影響がある外資投資。  

3.  社会基本生活秩序に影響がある外資投資。  

4.  国家の文化的な安全、公共道徳に影響がある外資投資。  

5.  国家のネット上の安全に影響がある外資投資。  

6.  国家安全上の中心技術の研究開発能力に影響がある外資投資。  

【主な影響】 

四つ自由貿易区が承認されることは、中国の改革開放に有利であり、

ネガティブリストの実施は外資が中国に対する投資を促すことができる。  

【法規依拠】 

「国務院による中国（上海）自由貿易試験区の改革開放を更に深化す

る方案に関する通知」（国発〔2015〕21 号） 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9631.ht

m  

「国務院による中国（広東）自由貿易試験区の総体方案に関する通知

〔2015〕18 号」  

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9623.ht

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9631.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9631.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9623.htm
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m  

「国務院による中国（天津）自由貿易試験区の総体方案に関する通知

〔2015〕19 号」  

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9625.ht

m  

「国務院による中国（福建）自由貿易試験区の総体方案に関する通知

〔2015〕20 号」  

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9633.ht

m  

「国務院弁公庁による自由貿易試験区の外資投資に対する国家安全

管理措置（ネガティブリスト）に関する通知」（国弁発〔2015〕23 号） 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9627.ht

m  

「国務院弁公庁による自由貿易試験区の外資投資に対する国家安全

審査試行弁法に関する通知」（国弁発〔2015〕24 号）

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9629.ht

m  
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