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外商投资安全审查办法

【发布单位】国家发展和改革委员会、商务部
【发布文号】国家发展和改革委员会、商务部令
2020 年第 37 号
【发布日期】2020-12-19
【实施日期】2021-01-18
【内容提要】该办法的主要内容包括：
外商投资安全审查机构

外商投资安全审查申报由国家发展改革委
政务服务大厅接收。


由国家发展和改革委员会、商务部牵头，承
担外商投资安全审查的日常工作。

外商投资安全审查范围

投资军工、军工配套等关系国防安全的领
域，以及在军事设施和军工设施周边地域投
资；

投资关系国家安全的重要农产品、重要能源
和资源、重大装备制造、重要基础设施、重
要运输服务、重要文化产品与服务、重要信
息技术和互联网产品与服务、重要金融服
务、关键技术以及其他重要领域，并取得所
投资企业的实际控制权。
备注：如外国投资者不清楚其投资是否在安全审
查范围内，可就具体项目情况咨询外商投资安全
审查工作机制办公室（联系方式）
。
外商投资安全审查申报机制


外国投资者或者境内相关当事人应在实施
投资前主动申报属于审查范围的投资。



对于应报未报的外商投资，外商投资安全审
查工作机制办公室有权要求限期申报。

外商投资安全审查程序和时限




第一阶段是初步审查，在收到符合申报要求
的材料之日起 15 个工作日内，决定是否启
动安全审查。
第二阶段是一般审查，
在启动审查之日起 30
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外商投資安全審査弁法

【発布機関】国家発展改革委員会、商務部
【発布番号】国家発展改革委員会、商務部令 2020
年第 37 号
【発 布 日】2020-12-19
【実 施 日】2021-01-18
【概
要】本弁法には主に以下の内容が含まれる。
対中投資安全審査機関

外国投資者による対中投資に対する安全審査
の申告は国家発展改革委員会政務サービス窓
口が受理する。

国家発展改革委員会、商務部が率先して、外
国投資者による対中投資に対する安全審査に
係る日常作業を執り行う。
外国投資者による対中投資に対する安全審査の範囲

軍需産業、軍需産業関連等の国防安全に関わ
る分野への投資、並びに軍事施設及び軍需産
業施設周辺地域に投資する場合。

国の安全に関わる重要農産品、重要エネルギー
及び資源、重大設備製造、重要インフラ、重要
輸送サービス、重要文化製品とサービス、重要情
報技術及びインターネット製品とサービス、重要金
融サービス、重要技術及びその他重要分野に投
資し、且つ投資先企業における実質的支配権を
取得する場合。
備考：もし外国投資者が自己の投資は安全審査の対
象であるか否かを判断できない場合、外商投資安全
審査作業事務室（連絡先）に個別に問い合わせること
ができる。
外国投資者による対中投資に対する安全審査の申
告メカニズム

外国投資者又は中国国内の関連当事者は投
資を実施する前に審査の対象となる投資であるこ
とを自主申告しなければならない。

申告すべきであるにも関わらず申告していない外
国投資者による対中投資について、外商投資安
全審査作業事務室は所定の期限内に申告する
よう要求することができる。
外国投資者による対中投資に対する安全審査の手
続き及び期限

第一段階は予備審査であり、申告要件に合致
する材料を受け取った日から 15 業務日以内に、
安全審査を開始するか否かを決定する。

第二段階は一般審査であり、審査を開始した日
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【法令全文】请点击以下网址查看：
外商投资安全审查办法
http://www.gov.cn/...
官方答记者问
https://www.ndrc.gov.cn/...

から 30 業務日以内に、審査通過の決定を下し、
又は手続きに従い次の審査に入る。

第三段階は 60 業務日を期間とする特別審査で
あり、この段階は必須の手続きではなく、一般審
査を通過できなかったプロジェクトに限り特別審査
手続きを行うことになる。特別な状況下では、特
別審査期間が延長される場合がある。特別審査
終了後、審査決定が発行される。審査期間中に
おける材料補完にかかった時間は審査期間に計
上されない。
外国投資者による対中投資に対する安全審査決定

安全審査を通過した場合、投資を実施すること
ができる。

条件付きで審査を通過した場合、その条件通り
に投資を実施しなければならない。

投資を禁止された場合、投資を実施してはならな
い。
反則行為に対する制裁

申告を拒否した、虚偽、付加条件を実行しなか
った等の反則行為に対して、持分若しくは資産を
所定の期限内に処分するよう当事者に命じること
ができ、また当該外国投資者の不良信用履歴を
国の信用情報システムに掲載し、国の関係規定
に従い、共同制裁措置を実施することもできる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
外商投資安全審査弁法
http://www.gov.cn/...
記者からの質問に対する公式回答
https://www.ndrc.gov.cn/...







个工作日内作出通过审查的决定，或按程序
进入下一阶段审查。
第三阶段是为期 60 个工作日的特别审查，
这一阶段不是每个项目的必经程序，只有未
通过一般审查的项目才会进入特别审查；特
殊情况下可能延长特别审查时限；特别审查
结束后将出具审查决定。审查期间，补充材
料时间不计入审查期限。

外商投资安全审查决定

对于通过安全审查的，可实施投资；



对于附条件通过审查的，应当按照附加条件
实施投资；
对于禁止投资的，不得实施投资。

违规惩戒

对于拒不申报、弄虚作假、不执行附加条件
等违规行为，可责令当事人限期处分股权或
者资产，亦可将其不良信用记录纳入国家有
关信用信息系统并按照国家有关规定实施
联合惩戒。

市场准入负面清单（2020 年版）

【发布单位】国家发展和改革委员会、商务部
【发布文号】发改体改规〔2020〕1880 号
【发布日期】2020-12-10
【实施日期】2020-12-10
【内容提要】此次修订内容包括：

2020 年版清单共列入事项二十
一类 123 项，相比 2019 年版减
少了 8 项。

放开“森林资源资产评估项目核
准”等 3 条措施。

删除“进出口商品检验鉴定业务
的检验许可”、“报关企业注册登
记许可”等 14 条管理措施。


缩减 20 条措施管理范围，规范 7
条备案类措施表述，将 5 条管理
措施转为暂列，修改完善 72 条
措施表述。



新增准入事项“未获得许可或资
质，不得超规模流转土地经营
权”
。

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.ndrc.gov.cn/...
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市場参入ネガティブリスト（2020 年度版）

【発布機関】国家発展改革委員会、商務部
【発布番号】発改体改規〔2020〕1880 号
【発 布 日】2020-12-10
【実 施 日】2020-12-10
【概
要】今般の改正内容には以下のものが含まれる。

2020 年度版のリストは計 21 分類
123 項目から成り、2019 年度版と比
べると 8 項目削減された。

「森林資源資産評価項目認可」等の
3 項目の措置が緩和された。

「輸出入商品検査鑑定業務の検査
許可」、「通関申告企業登録登記許
可」等の 14 項目の管理措置が削除
された。

20 項目の措置の管理対象範囲を削
減し、7 項目の届出類措置の記述を
規範化し、5 項目の管理措置を当面
の間、リストに収載するものとして扱
い、72 項目の措置の記述を修正し整
備した。

市場参入事項として「許可又は資格
を得ずに、規模を超えて土地経営権
を移転させてはならない」との内容を新
たに追記した。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.ndrc.gov.cn/...
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国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度
构建诚信建设长效机制的指导意见



信用喪失制約制度を更に整備し、社会信用シス
テム構築のための長期有効メカニズムを確立するこ
とに関する国務院弁公庁による指導意見


加强信用法治建设。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/...

【発布機関】国務院弁公庁
【発布番号】国弁発〔2020〕49 号
【発 布 日】2020-12-18
【概
要】本意見では、社会信用システム構築のため
の長期有効メカニズムを確立し、「法律厳
守、権益保護、節度をもって慎重に取り扱
うこと、リスト管理」といった総合方針に従
い、信用喪失行為の認定、記録、集約、
共有、公開、制裁及び信用回復などに係
る仕組みをさらに規範化し健全化するよう
要求している。具体的には以下のものが含
まれる。

公共信用情報に収載する範囲及び
その手順を科学的に確定する。

公共信用情報を共有、公開する範
囲及びその手順を規範化する。

重大信用喪失主体名簿の認定基準
を規範化する。

信用喪失行為に対する制裁措置を
法に依拠して展開する。

信用回復メカニズムを健全化する。

情報セキュリティー及びプライバシー保
護を強化する。

信用法治化体制の構築に注力する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.gov.cn/...





【发布单位】国务院办公厅
【发布文号】国办发〔2020〕49 号
【发布日期】2020-12-18
【内容提要】该意见要求构建诚信建设长效机制，
按照依法依规、保护权益、审慎适度、
清单管理的总体思路，进一步规范和
健全失信行为认定、记录、归集、共
享、公开、惩戒和信用修复等机制。
包括：





科学界定公共信用信息纳入范围
和程序。
规范公共信用信息共享公开范围
和程序。
规范严重失信主体名单认定标准
和程序。
依法依规开展失信惩戒。




健全和完善信用修复机制。
加强信息安全和隐私保护。




商务部办公厅、中国银行保险监督管理委员会
办公厅关于贯彻落实国务院部署、给予重点外
资企业金融支持有关工作的通知

【发布单位】商务部办公厅、中国银行保险监督管
理委员会办公厅
【发布文号】商办资函〔2020〕415 号
【发布日期】2020-12-04
【内容提要】该通知要求：

各省级商务主管部门要摸清辖区
内重点外资企业融资需求及投资
经营情况，举办“银企对接”活
动。


重点外资企业包括但不限于：专
用和通用设备、电子及通信设备、
医疗设备、化工、汽车、医药等
制造业关键环节外资企业；电子
元器件、纺织服装制造等领域外
资企业；批发、商务服务、软件
和信息技术服务 、餐饮、住宿、
旅游、养老等商贸服务领域经营
确有困难的外资企业。
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国務院の方針を着実に実施し、重点外資企業を
金融面で支援するための作業に関する商務部弁
公庁、中国銀行保険監督管理委員会弁公庁に
よる通知

【発布機関】商務部弁公庁、中国銀行保険監督管理
委員会弁公庁
【発布番号】商弁資函〔2020〕415 号
【発 布 日】2020-12-04
【概
要】本通知では、以下の通り要求している。

各省級の商務主管部門は所轄区域
内における重点外資企業の資金調
達ニーズ及び投資経営状況を把握
し、「銀行と企業との間のマッチング」活
動を実施しなければならない。

重点外資企業には、専用及び汎用
設備、電子及び通信設備、医療設
備、化学工業、自動車、医薬品など
の製造業の重要プロセスに係る外資
企業、電子デバイス、紡績アパレル製
造などの分野の外資企業、卸売り、ビ
ジネスサービス、ソフトウェア及び情報
技術サービス、飲食、宿泊、観光、高
齢者介護などの商業貿易サービス分
野における経営困難な状態にある外
資企業が含まれるが、これらに限定さ
れないものとする。
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按照内外资一致原则，确保外资
企业同等适用 1.5 万亿元再贷款
再贴现专项额度支持。进出口银
行 5700 亿元新增贷款规模可用
于积极支持符合条件的重点外资
企业。



【法令全文】请点击以下网址查看：
http://images.mofcom.gov.cn/...

「国内資本、外資一致」の原則に従
い、外資企業にも 1.5 億元の再貸
付、再割引特別割り当てによる支援
を平等に適用するようにする。輸出入
銀行の 5,700 億元の新規貸付規模
で、条件に適合する重点外資企業を
積極的に支援することができる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://images.mofcom.gov.cn/...





国家税务总局办公厅关于明确 2021 年度申报
纳税期限的通知

2021 年度納税申告期限の明確化に関する国家
税務総局弁公庁による通知

【发布单位】国家税务总局办公厅
【发布文号】税总办函〔2020〕242 号
【发布日期】2020-12-09
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.chinatax.gov.cn/...

【発布機関】国家税務総局弁公庁
【発布番号】税総弁函〔2020〕242 号
【発 布 日】2020-12-09
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.chinatax.gov.cn/...





财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员
会、工业和信息化部关于促进集成电路产业和
软件产业高质量发展企业所得税政策的公告

集積回路産業及びソフトウェア産業の質の高い発
展を促進するための企業所得税政策に関する財
政部、国家税務総局、国家発展改革委員会、
工業情報化部による公告

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://szs.mof.gov.cn/...

【発布機関】財政部、国家税務総局、国家発展改革
委員会、工業情報化部
【発布番号】財政部、国家税務総局、国家発展改革
委員会、工業情報化部公告 2020 年第
45 号
【発 布 日】2020-12-11
【実 施 日】2020-01-01
【概
要】規定の条件に合致する国が奨励する集積
回路の生産企業若しくはプロジェクト、集積
回路の設計、設備、材料、パッケージ、テス
ト企業及びソフトウェア企業は、利益を得た
年度から、企業所得税の優遇措置（例え
ば、10 年間徴収を免除する措置、最初の
5 年間は企業所得税を免除し、その後 5 年
間は税額を半減する措置、最初の 2 年間
は企業所得税を免除し、その後 3 年間は
税額を半減する措置など）の適用を受ける
ことができる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://szs.mof.gov.cn/...





【发布单位】财政部、国家税务总局、国家发展和
改革委员会、工业和信息化部
【发布文号】财政部、国家税务总局、国家发展和
改革委员会、工业和信息化部公告
2020 年第 45 号
【发布日期】2020-12-11
【实施日期】2020-01-01
【内容提要】符合规定条件的国家鼓励的集成电路
生产企业或项目、集成电路设计、装
备、材料、封装、测试企业和软件企
业，自获利年度起，可享受企业所得
税优惠（如十年免征、五免五减半、
两免三减半等）
。

上海市全面加强危险化学品安全生产工作实
施意见工作措施和部门分工表

【发布单位】上海市市场监督管理局
【发布文号】沪市监特种〔2020〕590 号
【发布日期】2020-12-17
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://scjgj.sh.gov.cn/926/20201217/2c9bf2f6764c
5bec01766e8017266960.html

Leezhao Law Office · All rights reserved.

上海市における危険化学品安全生産の総合的
強化に関する意見の実施に向けた施策と部門別
作業分担表

【発布機関】上海市市場監督管理局
【発布番号】滬市監特種〔2020〕590 号
【発 布 日】2020-12-17
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://scjgj.sh.gov.cn/926/20201217/2c9bf2f6764c
5bec01766e8017266960.html
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江苏省人民政府办公厅关于进一步优化营商
环境更好服务市场主体若干措施的通知



ビジネス環境をさらに最適化し事業者に対するサ
ービスをさらに向上させるための若干措置に関する
江蘇省人民政府弁公庁による通知

【发布单位】江苏省人民政府办公厅
【发布文号】苏政办发〔2020〕78 号
【发布日期】2020-12-04
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2020/12/16/art_461
44_9605923.html

【発布機関】江蘇省人民政府弁公庁
【発布番号】蘇政弁発〔2020〕78 号
【発 布 日】2020-12-04
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2020/12/16/art_461
44_9605923.html





广东省深化“放管服”改革优化营商环境近期
重点工作任务

広東省において「放管服」改革（行政の簡素化と
権限委譲、規制緩和と管理強化の両立、行政サ
ービスの最適化）を推進し、ビジネス環境を最適化
するための当面の重要任務

【发布单位】广东省人民政府
【发布文号】粤府函〔2020〕357 号
【发布日期】2020-12-12
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yfh/content/p
ost_3148410.html

【発布機関】広東省人民政府
【発布番号】粤府函〔2020〕357 号
【発 布 日】2020-12-12
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yfh/content/p
ost_3148410.html

【注】

如果需要了解法律、法规或政策的全文内容或
需要相关日文翻译服务，请与我们联系；

本栏目所公布的网址通常为官方网址，如果无
法访问，您可以通过搜索引擎查阅或与我们联
系。

【注】

法令・政策の全文の内容や相応の日本語訳のサ
ービスが必要な場合には、私共にご連絡ください。

ご案内する URL は政府筋の公式サイトですが、リ
ンクできない場合は、検索エンジンで検索いただく
か、私共にご連絡いただければと思います。

二、最新资讯

二、新着情報





国务院会议：在全国实施动产和权利担保统一
登记、通过《企业名称登记管理规定（修订草
案）
》

国務院会議：動産と権利質の登記一元化を全国
で実施することを決定し、「企業名称登記管理規
定（改正案）」を可決した

日前召开的国务院常务会议决定在全国实施动
产和权利担保统一登记，助力企业担保融资；通过
《企业名称登记管理规定（修订草案）》，便利和规
范企业名称登记。

先頃開催された国務院常務会議において、全国で動
産と権利質の登記を一元化し、企業の動産を担保とし
た借入の利便性を向上させることを決定した。また、企
業名称登記の利便性を向上させ、規範化すべく、「企
業名称登記管理規定（改正案）」を可決した。

从 2021 年 01 月 01 日起，对动产和权利担保
在全国实行统一登记。
 原由市场监管总局承担的生产设备、原材
料、半成品、产品抵押登记和人民银行承
担的应收账款质押登记，以及存款单质押、
融资租赁、保理等登记，改由人民银行统
一承担，提供基于互联网的 7×24 小时全
天候服务。

2021 年 1 月 1 日から、全国において動産と権利質の
登記一元化制度を実施する。
 これまで市場監督管理総局が担っていた生産設
備、原材料、半製品、製品の抵当権設定登記
及び人民銀行が担っていた売掛金の質権設定
登記、及び預金証書の質権設定、ファイナンスリ
ース、ファクタリング等の登記は、以後人民銀行
が一括して取り扱い、インターネット上で週 7 日
×24 時間体制でサービスを提供する。
 これまでに動産と権利質の登記をすでに行ってい
る場合、新たに登記する必要はなく、関連部門



此前已作动产和权利担保登记的，不需要
重新登记，有关部门要妥善做好存量信息

Leezhao Law Office · All rights reserved.
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对新登记的，由当事人通过动产融资统一
登记公示系统自主办理，并对登记内容的
真实性、完整性和合法性负责；登记机构
不对登记内容进行实质审查。

は既存の情報データの引き渡しなどの連携業務
を適切に行わなければならない。
新たに登記する場合、当事者が動産融資統一
登記公示システムを通じて自主的に手続きを行
い、かつ登記内容の真実性、完全性と合法性に
対して責任を負うものとし、登記機関は登記内
容に対して実体審査を行わない。

另外，会议通过《企业名称登记管理规定（修
订草案）》，完善企业名称基本规范，建立企业名称
自主申报制度，规定申请人可自行选取符合规定的
名称，并应承诺对名称侵权行为承担法律责任；同
时放管并重，规定登记机关强化事中事后监管，对
不符合规定的名称不予登记或纠正，对名称产生争
议的可依法起诉或由登记机关调解或裁决。

また、会議において「企業名称登記管理規定（改正
草案）」が可決され、企業名称の基本規範が整備され、
企業名称自主申告制度が確立された。本規定におい
ては、申請者は規定に合致する名称を自ら選択すること
ができ、かつ名称侵害行為に対して法的責任を負うこと
を承諾しなければならないとの規定、「権限委譲と管理
強化」の両方を重視しながら、登記機関は事中事後の
監督管理を強化し、規定に合致しない名称については
登記しないか又は是正しなければならないこと、名称をめ
ぐり紛争が生じた場合は法に依拠して提訴し又は登記
機関が調停若しくは裁決することができるとの規定を設け
ている。

（里兆律师事务所 2020 年 12 月 18 日编写）

（里兆法律事務所が 2020 年 12 月 18 日付けで作成）

三、近期热点话题

三、トピックス

※企业近期的关注话题（=律师近期的关注话题）

※企業が最近注目している話題（=弁護士が最近注目
している話題）







民法典的出台导致的企业各种劳动文件的修
订
解读《个人信息保护法（草案）
》
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民法典の公布に起因する企業における各種労働
文書の修正
「個人情報保護法（草案）」を読み解く
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