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中国（上海）自由貿易試験区
2014 年版ネガティブリストの公布
上海市人民政府は 2014 年 6 月 30 日に「中国（上

が、関連の参入制限もしくは禁止措置は引き続

海）自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置

き適用される

（2014 年改訂）」（ネガティブリスト）を公布した。ネガ
ティブリストに列挙されていない業種については、外
国投資者は国内投資者と同様の待遇を受け（すな
わち、内国民待遇）、外商投資プロジェクトの立ち上
げや外商投資企業の設立に際して、従来の審査・
認可手続の代わりに届出手続が要求されることに
なる。2014 年版ネガティブリストにおける特別管理

中国（上海）自由 貿易試 験区 のウェブサイト で、
2014 年版ネガティブリストおよび公告の全文（中国
語）を見ることができる。また、自由貿易試験区に関
す る デ ロ イ ト の ウ ェ ブ サ イ ト
www.deloitte.com/cn/pftz には、自由貿易試験区
に関する情報と政策動向を掲載している。

措置は 2013 年版の 190 条から 139 条に減らされ、
一部の業種の外資参入範囲が拡大された。主な改
訂内容は下記のとおりである。
 33 条の措置が削除または変更され、外国投資
者の参入制限がより一層緩和された。2013 年
版と 2014 年版のネガティブリストを比較し、これ
ら 33 条の措置を整理したものを添付にまとめた。
詳細については、添付を参照のこと
 14 条の措置については、参入制限もしくは禁止
措置が国内投資者にも外国投資者にも同等に
適用されるため（例えば、賭博・宝くじ業と風俗
業への投資の禁止等）、削除された。留意点とし
て、これら 14 条の削除は、関連業種への参入
制限もしくは禁止措置の撤廃を意味するもので
はない
 30 条の措置が変更され、外国投資者に対する
具体的な制限条件の明確化が図られた
 23 条の措置は分類の簡素化のため削除された
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2014 年版ネガティブリストにおける外国投資者への規制緩和措置
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01

原油採取率の向上およびそれに関連する新技術の開発と応用への外商
独資形式の投資を許可する

B07-4

02

石油探査・開発（例えば、物理探査、掘削、測定、検層、坑井作業）に関す
る新技術の開発と応用への外商独資形式の投資を許可する

B07-5

03

C22

11

主に海外の木材資源を用いる、1 生産ラインの年間生産量 30 万トン以上
の規模の化学パルプ、1 生産ラインの年間生産量 10 万トン以上の規模機
械パルプおよびこれらの生産ラインと並行して建設する高級紙および板紙
の生産への外商独資形式の投資を許可する
中国伝統工芸による緑茶の生産加工への外商投資を許可する（ただし、
中国側がマジョリティを有すること）
400 トン以上のホイール式、キャタピラ式クレーンの製造への外商独資形
式の投資を許可する
各種の精度等級が普通（P0）であるベアリングおよび部品（鋼球、保持
器）、ブランク材の製造への外商投資の制限を取り消す
15 トン未満の油圧式掘削機、および 3 トン未満のホイールローダーの製造
への外商投資の制限を取り消す
一般的なポリエステル長繊維・短繊維の生産設備の製造への外商投資の
制限を取り消す
自動車電子電ネットワーク技術、電動パワーステアリングシステムの電子
制御装置の製造および研究開発への外商独資形式の投資を許可する
下記事業への外商独資形式の投資を許可する：
 高速鉄道、鉄道旅客運輸専用線、都市間鉄道における旅客サービス
施設・設備の研究開発、設計と製造
 高速鉄道、鉄道旅客運輸専用線、都市間鉄道におけるレール・橋梁設
備の研究開発、設計と製造
 電気化鉄道設備・器材の製造
 鉄道旅客車両の汚物排出設備の製造
豪華クルーザーおよびヨットの設計への外商独資形式の投資を許可する
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船舶船室機械の設計への外商独資形式の投資を許可する

C373-3

13

航空用エンジン部品の設計と製造への外商独資形式の投資を許可する

C374-2

14

C375-1

18

小排気量モーターサイクル（排気量≦250ml）の製造への外商独資形式の
投資を許可する
大排気量モーターサイクル（排気量>250ml）のキーパーツの製造、および
モーターサイクル用電子制御式ガソリン噴射技術への外商独資形式の投
資を許可する
EU RoHS（有害物質使用制限）指令に従う電気接点材料および Pb（鉛）、
Cd（カドミウム）を含まないはんだの製造への外商独資形式の投資を許可
する
地方鉄道およびその橋梁、トンネル、フェリー、ステーション施設の建設と
運営への外商独資形式の投資を許可する
植物油、砂糖の卸売と配送への外商投資の制限を取り消す
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塩の卸売への外商投資を許可する

F512-2

20

化学肥料の卸売と配送への外商投資の制限を取り消す

F516
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C153
C343-1
C345
C351-3
C355
C366
C371、
C372

C373-1

C375-2

C381-2

E481-1
F512-1

1 「2014 年版ネガティブリストにおいて、計 33 条項の措置に対する調整を通じて、外資参入規制の取消しまたは緩和を図
る」と公式に発表されているが、33 条項の詳細については未開示である。ご参考のため、デロイトは 2013 年版ネガティブリ
ストと 2014 年版ネガティブリストの比較を通じて、本表を作成した。

2

F521

23

綿花、化学肥料の小売と配送への外商投資の制限（店舗数の制限を含
む）を取り消す
食糧、植物油、砂糖の小売と配送への外商投資の制限（店舗数の制限を
含む）を取り消す
通信販売と一般商品のオンライン販売への外商投資の制限を取り消す

24

鉄道貨物輸送会社への外商独資形式の投資を許可する

G532

25

道路旅客輸送ステーションの経営への外商投資を許可する（ただし、合資
（外資比率は 49％以下）または合作形式でなければならない）
国際海運貨物の荷役、コンテナフレートステーション、コンテナヤード事業
への外商独資形式の投資を許可する
公共国際船舶代理業務への外商投資比率の上限を 51％に引き上げる

G542

G563-5

29

航空運輸販売代理会社への外商独資形式の投資を許可する（注：改訂前
は、香港、マカオのサービス提供者による独資形式の設立に限られてい
た）
不動産の仲介またはブローカー会社への外商投資の制限を取り消す

30

輸出入商品認証会社への外商投資の制限を取り消す

M745-1

31

認証機関に投資する外国投資者の資格制限（所在国家・地域の認定機関
から認定を受け、かつ認証業務に 3 年以上従事した経験を有すること）を
取り消す
撮影サービス（空中撮影等の特殊技術撮影サービスを含まない）への外商
独資形式の投資を許可する
外商投資の医療機関に係る制限（投資総額が 2,000 万元以上、経営期間
が 20 年以下）を取り消す

M745-2
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26
27
28

32
33

F522
F529

G553-1
G553-2

K703

M749
Q83
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過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。

www.tohmatsu.com/tax/nl/
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