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� 10 月 7 日、仏山市は「仏山市不動産市場の健全な発展の促進に関する通知」を発表し、新築住宅の

購入制限と「差別的」住宅ローン政策を実施すると表明した。これで、9 月 30 日から国慶節連休終了の

10 月 7 日までの間、北京、広州、深センをはじめとする計 16 都市が不動産抑制策の導入に踏み切っ

たことになる。 

� 今回の不動産価格急騰の背景には、中国政府が不動産在庫削減を今年の重点任務の 1 つとして挙

げていることがあるが、新規銀行貸出の中で住宅ローンが7割以上を占めていることや、企業家は実業

よりも不動産投資に注力する傾向にあることなども存在し、不動産価格の急騰によるリスクは依然として

無視できないものである。 

 

君合の中国法コラム..............................................................................................................7 

外商投資企業の設立及び変更の届出管理暫定弁法（意見募集稿） ....................................................................7 

� 2016 年 9 月 3 日、「全国人民代表大会常務委員会の『中華人民共和国外資企業法』などの４つの法

律を修正することに関する決定」（以下、「決定」という）の公布に伴い、商務部は同日、外資系企業の

設立や登記変更の届出を規定した「外商投資企業の設立および変更の届出による管理に関する暫定

弁法（意見募集稿）」（以下、「暫定弁法」という）を発表した。 

� その内容は、これまで自由貿易試験区で試験的に実施されてきた外資系企業の特別管理措置（ネガ

ティブリスト）による管理モデルを10月1日から全国地域に広めるというものである。本稿では、「暫定弁

法」のポイントやこれまでの手続きとの違いなどについて解説する。 
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メイントピックス 

国慶節期間中に不動産抑制策が相次ぐ～価格急騰によるリスクは無視できないものに 

Ⅰ．不動産市場抑制策が相次ぐ 

10 月 7 日、仏山市は「仏山市不動産市場の健全な発展の促進に関する通知」を発表し、新築住宅の「差別

的」住宅ローン政策を実施すると表明した。これで、9月 30 日から国慶節連休終了の 10 月 7日までの間、北

京、広州、深センをはじめとする計 16 都市が不動産抑制策の導入に踏み切ったことになる。 

日時 実施都市 概要

9月30日 北京
普通住宅の頭金比率は1軒目が35％以上、2軒目以降が50％以上／非普通住宅の頭金比率は1軒目が50％以上、2軒
目以降が70％以上

9月30日 天津
天津戸籍で1軒以上の住宅を保有する家庭は市内6区と武清区における住宅購入を禁止／非天津戸籍の家庭が市内6
区と武清区において1軒目住宅を購入する場合、頭金比率は40％以上

10月1日 鄭州
特定地域において2軒以上の住宅を保有する鄭州戸籍家庭および1軒以上の住宅を保有する非鄭州戸籍家庭に対し、
180平米以下の住宅購入を禁止

10月1日 成都 特定地域で住宅ローン制限を実施し、実施地域の住宅ローン頭金比率を40％以上とする

10月2日 無錫
1軒以上の住宅を保有する非無錫戸籍家庭の新築住宅購入を禁止／無錫戸籍家庭が2軒目以降の住宅を購入する際
、頭金比率は40％以上

10月2日 済南
済南戸籍で3軒以上の住宅を保有する家庭の住宅購入を禁止。特定地域において、1軒目住宅の頭金比率を20％から
30％へ、2軒目以降の頭金比率を30%から40％へ引き上げ

10月2日 合肥
合肥の市内地域で、2軒以上の住宅を保有する家庭の住宅購入を禁止／非合肥戸籍の住宅購入は1年間の社会保険
納付証明が必要。頭金比率は30％以上／住宅ローンの申請経験があり、新たに住宅を購入しようとする場合、住宅ロ
ーンを完済した場合の頭金比率は40％、未完済の場合の頭金比率は50％以上

10月3日 武漢
武漢市内と武漢開発区において、1軒以上の住宅を保有する非武漢戸籍家庭の住宅購入を禁止／非武漢戸籍で市内
と武漢開発区において1軒目の住宅を購入しようとする場合、頭金比率は40％以上

10月3日 蘇州
1軒目の住宅の頭金比率を30％以上／1軒以上の住宅を保有する非蘇州戸籍家庭の新規住宅購入を禁止／3軒以上
の住宅を保有する蘇州戸籍家庭の新規住宅購入を禁止

10月4日 深セン
非深セン戸籍の家庭による住宅購入は5年以上の社会保障納付が必要／1軒以上の住宅を保有する家庭が新たに住
宅を購入する場合、頭金比率は70％以上

10月4日 広州
広州戸籍家庭の不動産購入は2軒まで可／非広州戸籍家庭は3年以上の社会保険納付があれば、1軒の住宅購入が
可

10月5日 南京
非南京戸籍家庭の住宅購入は1年以上の社会保険納付が必要／南京戸籍で離婚者を含む独身者の住宅購入は1軒
のみ

10月6日 珠海
3軒以上の住宅を保有する珠海戸籍家庭、1軒以上の住宅を保有する非珠海戸籍家庭、1年以上の社会保険納付証明
を提供できない非珠海市戸籍家庭は144平米以下の住宅購入を禁止

10月6日 東莞
2軒以上の住宅を保有する東莞戸籍家庭、1軒の住宅を保有する非東莞戸籍家庭、1年以上の社会保障納付証明を提
供できない非東莞戸籍家庭の住宅購入を禁止

10月6日 福州
2軒以上の住宅を保有する福州戸籍家庭、1軒以上の住宅を保有する非福州戸籍家庭、1年以上の社会保障納付証明
を提供できない非福州戸籍家庭は144平米以下の住宅購入を禁止

10月7日 仏山 仏山の禅城区、楽城区、南海区の一部、順徳区の一部で「差別的」住宅ローン政策を実施する

図表1　9月30日～10月7日の住宅抑制策実施都市一覧

出所：公開資料よりBTMU(China)中国調査室作成
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8 月末に購入制限を発表したアモイを加えると、今年に入り、全国で計 17 都市が不動産抑制策を導入したが、

これらの都市の不動産関連政策は、以下のように大きく分類することができる。 

� 購入制限、住宅ローン制限のほか、競売規制などその他の土地関連政策も実施する都市： 

珠海、南京、深セン、蘇州、合肥、済南、無錫、成都、福州 

これらの都市のうち、南京、済南、福州は 8月以降 2回にわたって土地関連策と購入・住宅ローン制限を発表

した。それぞれの内容は、南京は住宅用地落札価格が入札上限額の 90％に達した場合、同土地上の住宅

は現物により販売しなければならないこと、済南は土地譲渡金を土地落札後の 30 日以内に納付すること、福

州は同じ土地で販売日時が異なる住宅の価格上昇幅は 10％以内とすることと規定された。 

抑制策の厳しさでいうと、9 月の新築住宅平均価格が 55,000元を上回った深センが最も厳しいと言われる。

深センでは、住宅を保有していないとしても、住宅ローン申請記録のある家庭が新たに住宅を購入する場合、

頭金比率は 5割以上とされ、住宅を 1軒以上保有する家庭が再び住宅を購入する場合、頭金比率は 7 割以

上とされたほか、深セン戸籍の独身者の住宅購入は 1軒のみと規定された。 

また、上記 9都市のうち、無錫と成都の一部地域を除き、残りの都市の 1軒目住宅の頭金比率はすべて 30％

以上に引き上げられている。2軒目住宅については、南京が住宅ローン未完済の家庭の新規住宅購入に対

し、頭金比率を 80％の高水準へと引上げた。 

� 購入制限、住宅ローン制限はあるが、その他の抑制策はない都市： 

天津、アモイ、武漢、鄭州、広州、仏山 

天津は 10月 1日に住宅購入制限を発表し、非天津戸籍家庭の住宅購入は 1軒のみ、かつ頭金比率は 40％

以上と規定した。アモイは、144平米以下の住宅に対する購入制限を導入するとともに、非アモイ戸籍家庭の

不動産購入条件である社会保険の納付期間を 1 年から 2 年へと引き延ばした1。 

広州と仏山は新たな購入制限、住宅制限の導入を明確に示していないが、広州は現行の不動産抑制策を徹

底すること、仏山は住宅ローンの「差別化」を強化する方針をそれぞれ示した。 

� 住宅ローン制限、土地関連政策はあるが、新たな購入制限のない都市： 

北京、杭州 

北京の住宅価格抑制はすでに 6 年間実施されており、9 月 30 日、北京は住宅ローン制限をさらに強化する

政策を発表し、その厳しさは深センと並ぶものと言われている。具体的には、普通住宅2の頭金比率は 1軒目

が 35％、2軒目が 50％へ、非普通住宅の頭金比率は 1軒目が 40％、2軒目が 70％へと引上げている。 

また、「地王」3が頻出した杭州では、土地競売の落札額は基準額の 150％を超えてはならないと規定された

ほか、2軒目住宅の頭金比率を引上げたとともに、不動産購入による杭州戸籍の取得も廃止された。 

上半期の不動産価格の急騰を受け、人民日報は 6月 1日付けで、「樹木は無限に生長することができないが、

不動産価格も同様である」というタイトルの社説を掲載し、その中で「住宅は人が住むためのものであり、不動

産の在庫削減は都市化を通じて行うもので、レバレッジをかけることで行うものではない」とし、「不動産バブル

に十分留意し、高騰した不動産価格が砂上の楼閣とならない」よう強調した。 

中央政治局は 7月 26日、下半期も引き続き供給側改革を推進する一方、資産バブルの抑制にも取り組む方

針を打ち出した。また、10 月 6 日、人民銀行の周小川総裁はニューヨークで行われた G20財務相会議で中

国の不動産価格上昇について、中国政府はこの問題を重視しており、積極的に関連政策を採り、不動産市

                                                 
1 詳細は、BTMU(China)経済週報【318号】「アモイなどは再び不動産購入制限を実施～効果次第で他都市の追随も」をご参照くださ

い。 https://Reports.btmuc.com/File/pdf_file/info001/info001_20160913_001.pdf 
2 住宅・都市建設部の定義によれば、①容積率が1.0以下、②面積が120平米以上か、成約価格が160万元以上、③成約価格が同レ

ベルの住宅の平均価格の1.2倍以上、の3つの条件のいずれかを満たす住宅は非普通住宅であり、それ以外は普通住宅とされる。 
3 「地王」とは、国有地使用権譲渡の際、格段に高い価格で落札された土地のことを言う。詳細は、BTMU（China）経済週報【第305

号】「一・二線都市の「地王現象」～政策引き締めの可能性が高まる」をご参照ください。

https://Reports.btmuc.com/File/pdf_file/info001/info001_20160607_001.pdf 
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場の健全な発展に取り組むとともに、マネーサプライの増加を抑制する方針を示した。 

このように、急騰した不動産価格に対し、中央政府はすでに早い段階から留意しており、9 月以降の不動産

抑制策の頻繁な発表は中央政府の指示の下で行われているものとも考えられる。 

Ⅱ．価格急騰に伴うリスクは無視できない 

最近の不動産価格の急騰は、中国政府が不動産在庫削減を今年の重点任務の 1 つとして挙げていることを

背景としているとはいえ、新規銀行貸出の中で住宅ローンが 7 割以上を占めていることや、企業家は実業より

も不動産投資に注力する傾向があることなど、不動産価格急騰により引き起こされるリスクは依然として無視

できないものである。その主要なリスクとして、以下のものが挙げられる。 

� 不動産価格の上昇が急激かつ全国的であること 

国家統計局によれば、8 月、調査対象の 70 大中都市のうち、64 都市が先月比で上昇し、その数は 7 月より

13 都市増加した。そのうち、北京、上海、広州、深センの四大都市の住宅価格は先月比 3.8%、5.2％、2.4％、

2.1％、前年同月比 25.8％、37.8％、21.2％、37.3％と大きく上昇した。四大都市だけでなく、先月比で鄭州が

5.6％、前年同月比でアモイが 44.0％増とそれぞれ各都市の中でトップとなっており、不動産価格の上昇はす

でに一線から二線、三線都市へと蔓延し、全国的な上昇傾向となっている。 

� 経済状況との乖離 

不動産価格の急騰は経済状況、国民所得の増加と乖離しており、ファンダメンタルズ面での裏付けは一切な

い。一般的に経済、収入増加の先行きが明るい場合、住宅需要は増加し、それに伴い内装、家電などの関

連産業、消費も促進され、経済が良好な循環となる。しかし、目下の状況は全く逆で、企業経営環境の悪化

や構造問題が深刻となっており、8 月の経済指標は若干上向きになっているが、それは不動産販売の好調と

インフラ投資による部分が多いと見られる。この拡大した不動産需要は、企業や個人の所得向上によるもので

はなく、あくまで銀行借り入れ等の金融レバレッジにより創出されたものと見られるため、これが長期的に続け

ば、金融リスクの拡大につながりかねないものと言えよう。 

� 不動産価格が国民の受容レベルを超過 

不動産価格は、すでに一般国民が受け入れられるレベルを超過していると思われる。IMF が発表した「世界

不動産価格観察報告」（Global Housing Watch Report）を見ると、2016 年上半期の世界各都市における不

動産価格の対収入比は、深センが 38.36 でトップとなり、その他にトップ 10 入りした中国の都市は、香港が

34.95 で第 4位、北京が 33.32 で第 5位、上海が 30.91 で第 6位、広州が 25.85 で第 10位であった。 

� 金融資産という属性の増加 

不動産需要には、居住、または居住環境の改善を目的とするものもあるが、売買利益を目当てにレバレッジ

をかけて不動産市場に参入する人、企業も決して少なくない。レバレッジの多用に伴い、頭金ローン、P2P金

融など不動産関連の金融商品も相次いで開発されており4、目下のところ、不動産は単なる耐久消費財として

だけではなく、金融資産という属性が付随している。ただ、金融資産という属性を持つ以上、価格の変動が避

けられず、今後、不動産価格の乱高下には十分留意する必要がある。 

� 不動産を担保とする借入れにリスクが蓄積 

個人住宅ローンや企業の銀行借入など不動産を担保とする資金調達は多く、不動産価格の上昇により、これ

ら個人、企業はより多くの資金を調達できる一方、もし不動産価格が下落すれば、下落分相当の保証金を銀

行から要求されることになり、その保証金を納めることができない場合、担保物件を取り上げられるばかりか、

さらに追加で負債を負うことになる。このように不動産価格が一方的に上昇すればするほど、価格下落の際の

リスクが蓄積され、香港、日本の例で見たように、この状態の下では金融システムが不安定な状態となり、些細

                                                 
4 詳細は、BTMU(China)経済週報【293号】「高騰する一線都市の住宅市場～金融レバレッジの運用とリスク」をご参照ください。 

https://Reports.btmuc.com/File/pdf_file/info001/info001_20160913_001.pdf 
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なきっかけでもシステミック・リスクにつながりかねない。 

� 外部環境の変化を考慮せず 

今年の初めから、各地で「地王」が相次いで現れ、8月に融信中国が 110億元で上海新静安の土地を落札し、

落札単価は 10万元/平米となる平均単価の最高額を記録し、物件完成後の販売価格は 20万元/平米を上

回る見通しである。この新記録となった落札額は、住宅価格がこれからも上昇するという予測に基づいたもの

である。しかし、統計学的にはこういった過去のデータによる将来の予測には、「他の条件が変わらなければ」

という前提が付くのが必須で、不動産価格に対する予測があまりに楽観的であると、今後外部環境に変化が

生じた場合、デベロッパーのリスク対応能力を弱らせることとなり、不動産ならびに中国経済に大きなリスクをも

たらしかねない。 

� 社会の公平性、安定性を損なう 

不動産価格の上昇は社会格差の拡大につながり、社会の公平性、安定性を損ないかねない。その最も典型

的な例は香港である。香港のジニ係数は 1971 年の 0.43 から 2011 年の 0.537 まで上昇し、0.6 という国際的

に言われる警戒線にも近づきつつある。その一方で、香港の不動産価格は 2003 年から 2015 年までの 13 年

間で 4倍にも上昇し、香港の低所得者層の居住環境の改善はより困難となるほか、不動産価格を起因とする

社会格差の拡大は、目下、香港で起きている一連の社会問題の根本的な原因と見なされている。 

� 構造転換、イノベーションの阻害 

イノベーションが経済構造転換の要であることは明白な事実であるが、高い不動産価格は企業コストを押し上

げ、経済の構造転換、産業の構造化に支障を与えてしまうこととなる。現段階では、不動産業の収益率は実

体経済を大きく上回り、企業家が実業をやめ、不動産市場に参入する傾向がすでに見られている。 

� マクロ政策への影響 

今までの十数年間、不動産価格の変動は不動産政策の変化と密接にかかわっている。2013 年以降、当局は

行政的関与による市場への影響を避けようとし、不動産保有税の制定など不動産市場の持続可能な成長に

取り組んできたが、しかし今年の全人代で、不動産在庫の削減は今年の重要任務の 1 つとされ、これが不本

意にも不動産価格を押し上げることとなった。この状況では、当局は政策的なジレンマに直面し、抑制に動き

出せば、経済にマイナス影響を与え、放任すれば、不動産価格が高騰、さらに金融リスクの拡大にもなる。ま

た、どういった手段でコントロールするかも問題であり、例えば、不動産保有税の導入という方針はすでに固ま

っているが、あまりに急速に推進すると、逆に予期せぬ影響が生じかねない。 

Ⅲ．不動産価格は緩やかな上昇へ 

不動産抑制策の効果については、全体的に考えると、一部の投資的、投機的需要は抑えられ、不動産価格

の上昇は徐々に安定に向かうと思われるが、そこには 2 つの不確定要素が存在すると考えられる。 

まず、抑制策には、それぞれの都市だけでなく、不動産市場全体へ伝達する呼び掛け効果も期待されている。

ただ、その伝達には長時間を要する見通しで、効果が表れるのは来年以降との見方が多い。しかし、それま

でに国内では来年の経済方針の制定、春節による影響などがあり、国際的には FRB が再び利上げをするか

どうかや米国大統領選挙など不確定要素が多く、政策がスムーズに伝達する外部環境が確保できるかどうか

は非常に重要である。 

また、中国では、これまでに大規模な不動産抑制策を経験していることから、抑制策は価格上昇にそれほど

効果がないという認識が国民の中に存在している。加えて、購入制限の手段である戸籍、社会保険納付期間

などは時間をかければ入手できることも考えると、不動産抑制策の呼び掛け効果、すなわち、市場の予測・期

待を変える効果もそれほど望めない状況となっている。 

 

不動産抑制策は特定都市の不動産価格の過度な上昇に対するもので、価格上昇が全国的範囲で起こって
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いる場合、購入制限はマクロ的に無効なものとなる。また、不動産購入制限は人口の流動を妨げ、短期間の

実施はともかく、長期間継続すれば、戸籍にかかわる諸改革の推進に支障が生じてしまう。さらに、目下の不

動産価格上昇は投資的、投機的需要の拡大によりもたらされたものでもあり、購入制限はこれらの需要を一

時的に抑えられるとしても、根本的になくすことはできない。 

購入制限など抑制策ばかりに頼ると、その効力が失われたとき、抑制されていた不動産価格はより大きく反動

すると予想され、大きな金融リスクをもたらしかねない。そのため、当局は購入制限による一時的な価格安定

に目を晦まされてはならず、不動産所有税など持続可能な不動産政策の制定に早急に取り組む必要がある。

流動性過剰、実体経済の不振といったマイナス要素が存在する中で不動産バブルをなくすことは容易ではな

く、政府が長期的な観点に立ち、断固たる決意で諸改革を推進することが求められている。 

 

中国では、2010 年 4 月から、一部都市が購入制限、住宅ローン制限といった不動産抑制策を次々に実施し

たが、4 年後の 2014 年下半期から逆にその緩和を始めた。抑制策の緩和は客観的に考えれば、ごく正常な

選択ともいえる。なぜなら、市場介入は長期的に続くべきものではなく、経験的に見ても、バブルがある分野

に 4 年間も市場介入すれば、沈静化するはずであり、それに中国の不動産市場は在庫削減に追われる状況

にあったことを考えればなおさらそうである。しかし、予想と裏腹に、緩和後、不動産価格はすぐに急騰したた

め、不動産バブルの膨張を懸念し、当局は再び緩和にブレーキを踏まざるを得なくなった。 

全体的に見ると、2015年以降、中国のマネーサプライの伸び率は鈍化傾向にあること、2015年 8月の為替制

度改革後、人民元の下落は加速し、資本流入が減速していること、経済成長は今後 L字型を辿り、長い間低

水準での推移が見込まれていること、人口の都市部への流入は続いているが、不動産価格の高騰による生

活コストの上昇などでそのペースが落ちているなど、現段階で中国の不動産バブルが更なる拡大につながる

要因は少ないと思われる。しかし、経済の鈍化予想と流動性の充足は、資金の実体経済から資本市場への

流入を加速させ、不動産バブルに拍車をかける可能性もあるため、引き続き留意していくことは不可欠であ

る。 

 

 

 

 

 

三菱東京 UFJ 銀行（中国） 中国投資銀行部 

中国調査室 佘 興 
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君合の中国法コラム 

外商投資企業の設立及び変更の届出管理暫定弁法（意見募集稿） 

2016 年 9 月 3 日、「全国人民代表大会常務委員会の『中華人民共和国外資企業法』などの４つの法律を修

正することに関する決定」（以下、「決定」という）の公布に伴い、商務部は同日、外資系企業の設立や登記変

更の届出を規定した「外商投資企業の設立および変更の届出による管理に関する暫定弁法（意見募集稿）」

（以下、「暫定弁法」という）を発表した。これまで自由貿易試験区で試験的に実施されてきた外資系企業の特

別管理措置（ネガティブリスト）による管理モデルを 10 月 1 日から全国地域に広めるというものである。本稿で

は、「暫定弁法」のポイントやこれまでの手続きとの違いなどについて解説する。 

Ⅰ．届出制の主な内容 

1. 適用範囲 

暫定弁法第 2 条によると、外資系企業がネガティブリストに該当しない場合は、暫定弁法を適用し、すなわち、

商務部門に届出をする（以下、「届出制」という）だけでよく、商務部門の審査許可を受けておく必要がなくな

る。なお、暫定弁法では、外国投資者による国内企業への企業買収、外国投資者による国内上場企業への

戦略投資等特殊分野について特に言及されていないが、自由貿易試験区で試験的に実施されてきたネガテ

ィブリスト管理モデルではこれらの分野の投資管理がネガティブリスト管理モデルから外されていることから、こ

れら特殊分野については暫定弁法を適用しないと思われる。 

また、9 月 30 日時点、自由貿易園区等一部地域に対しネガティブリストが公布されたが、全国版ネガティブリ

ストはまだ公布されていない。決定の実施に伴い、近々全国版ネガティブリストも公布される可能性が高いと

思われる。 

2. 届出機関 

暫定弁法第 3条によると、商務部、各級商務主管部門及び自貿区、国家級経済技術開発区の関連機関は

外商投資企業設立及び変更の届出機関である。 

3. 届出手続き 

（1）設立届出 

企業名称仮認可を取得した後、すべての出資者が指定する者は営業許可証の発行前、又は発行後 30 日内

に届出システムを通じて「外商投資企業設立届出申告表」及び関連文書をオンラインで記入申告及び提出し、

設立届出手続きを行う。ここで留意しなければならないのは、自由貿易園区の場合は、「届出⇒工商登記」と

なっているが、暫定弁法では「工商登記⇒届出」という方式も認めるようになるというところである。 

    （2）変更届出 

外資企業は以下の変更事項が発生した場合、変更事項が発生した 30 日以内に届出システムを通じて「外商

投資企業変更届出申告表」及び関連文書をオンラインで記入申告及び提出し、変更届出手続きを行う。 

（１）外商投資企業の基本情報の変更（例えば社名、経営範囲、資本金、法定代表者等）、（２）外商投資企業

投資者の基本情報の変更（例えば投資者の名称、国籍、出資方式、出資期限等）、（３）出資持分、合作権益

の変更（出資持分への質権設定を含む）、（４）合併、分割、終了、（５）外商独資企業財産権の対外的な抵当

権設定、譲渡、（６）中外合作企業の外国合作者による投資の先行回収、（７）中外合作企業の経営管理委託 

4. 届出の手続き期限と届出証明 
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届出機関は届出範囲内の事項に対し、3営業日以内に届出を完了し外商投資企業に通知する。外商投資

企業は届出完了の通知を受けた後、外商投資企業名称仮認可文書のコピーまたは営業許可書のコピーをも

って届出機関から「外商投資企業設立届出証明書」あるいは「外商投資企業変更届出証明書」を受領する。 

Ⅱ．届出制と従来の許認可制との比較 

１． 届出制の場合は商務部門による審査の度合いが低い 

届出制において、届出機関は単純に申告情報の形式上の完備性と正確性を確認し、また申告事項が届出

事項に該当するかどうかを選別する。つまり、届出資料に不備がなければ、届出機関は申請人の届出手続き

を拒否することができないということになる。これに対し、許認可制の場合においては、提出資料が複雑で多

いほか、商務部門（許認可機関）は形式上の書類審査だけでなく、申告事項が外資参入に関連する中国（ま

たは現地）の政策、外商誘致方向に合致するか否か、いわゆる実質審査を行う。許認可制では法令には違

反していないものの、地方によって現地商務部門の判断で許可しないケースがある(例えば地方によって環

境面に対する要求が異なるため、実務上、このようなバラツキが出る)。 

２． 届出制では「実質的支配者」の情報を重視する 

近年の外商投資管理では「実質的支配者」（出資関係だけでなく、契約関係またはその他アレンジメントで外

商投資企業の経営活動を支配できる者を「実質的支配者」という。中国語では「最終実際控制人」という）の情

報管理が重視されつつある。「暫定弁法」上の届出制は、自由貿易園区の管理モデルと同じように、外商投

資企業の実質的支配者を開示する必要がある。実質的支配者の開示内容には実質的支配者の国籍又は登

録場所、証明書番号等を含む。また、実質的支配者に変更が発生した場合は、変更届出手続きを行わなけ

ればならない。 

３． 届出制の手続期間が比較的に短い 

ネガティブリストに該当しない企業を設立する場合は、暫定弁法は届出機関が３営業日以内に届出手続きを

完了すべきと規定している。これに対して、許認可制の場合は、地方によって異なるが、１週間～一カ月半か

かるのが一般的である。 

Ⅲ．まとめ 

暫定弁法上の届出制が外国の投資者に便利さをもたらす一方、変更事項があまり多すぎるため、企業が頻

繁に変更届出手続きを行う可能性があり、逆に日常の経営に不便さを起こすという問題が懸念される。なお、

決定が 10 月 1 日から実施されることから、全国版ネガティブリスト、暫定弁法の正式版が近々公布されると思

われるが、本稿の作成時に国家工商総局も「外商投資企業の届出管理に切り替えた後の関連登録作業に関

する通知」（工商企注字〔2016〕189号）を 9月 30日付で発表し、決定の届出管理に関連する工商局手続きを

明確にした。また、弊職らが上海、北京の商務部門にヒアリングしたところ、いずれも暫定弁法の正式版公布

に伴い、届出管理の申請流れ等を明確にし、それぞれの申請マニュアルを作成の上、公表する可能性があ

るとのことであるため、中央のみならず、地方の実務上の扱いの変化も見守っていく必要があると考える。 

（本レポートの内容は個人の見解に基づいており、BTMUCの見解を示すものではありません） 

 

馬軍 君合律師事務所パートナー  

君合律師事務所は中国、海外に事務所を持つ中国最大級の事務所で、国際法律連盟

（ILASA）より 6 年連続で中国のベスト弁護士事務所金賞に選ばれている。馬軍弁護士

は、早稲田大学法学研究院にて法学修士を取得後、日本の法律事務所勤務を経て

2015年 4月から君合律師事務所パートナーに就任。外商投資、Ｍ＆Ａ、再編撤退、労務

管理の分野に強い。 
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BTMU の中国調査レポート（2016 年 10 月） 

� 海外経済フラッシュ 

中国：2016年7-9月期GDP成長率は前年比+6.7％と前期から横這い 

https://Reports.btmuc.com/File/pdf_file/info005/info005_20161019_001.pdf 

経済調査室 

� BTMU CHINA WEEKLY  2016/10/5 

https://count.bk.mufg.jp/c/Ccl0itz5gd52ibH35a0acf8Iid0itz5iwol61 

国際業務部 

� ニュースフォーカス第 10号 

深セン市、前海深港現代サービス業協力区における新補助金政策を発表 

https://Reports.btmuc.com/File/pdf_file/info005/info005_20161010_001.pdf 

業務開発室 
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