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 主要関連法規 

 

1．総論 

中国でビジネスを行うには、多くの法規に準拠しなければならない。第 2 章で述べたように、

中国の全国人民代表大会及びその常務委員会で決議され主席令名で公布される法律が も強制力

が強く、国務院及びその各部が公布する行政法規がその次に位置し、それを受けて省、直轄市、

県、市等の人民政府や同常務委員会から公布される地方性法規がある。法規にはそれを公布した

機関と連番が付されている。 

具体的には各章で取り上げるが、通常のビジネスに関わる法律について、あえて大まかに言え

ば、会社の設立と組織機構については「会社法」と「独資企業法」及び「合弁企業法」、従業員の

労務関係は「労働法」や「労働契約法」、会計に関しては「会計法」と会計基準、税務に関しては

「企業所得税法」と「増値税法」、外貨送金や外貨借入に関しては「外貨管理法」があげられる。 

 

2．会社法、外商投資法 

中国で会社を設立する際の関連法規には「会社法」（主席令第 42 号）がある。会社法には中国

で非上場の企業である（多くの日系企業は非上場）「有限責任会社」の設立と組織機構、上場企業

である「株式会社」の設立と組織機構、会社の財務と会計、解散と清算等について規定されてい

る。 

100％外資で設立された「独資企業」の場合は、「独資企業法」（主席令第 41 号）及び「独資企

業法実施細則」（国務院令第 301 号）に準拠することになる。 

中国側のパートナーと資本を出資しあう「合弁企業」の場合は、「合弁企業法」（主席令第 48 号）

及び「合弁企業法実施条例」（国務院令第 311 号）に準拠することになる。詳細は第 11 章を参照

のこと。 

近では減少したが中国側パートナーが設備や土地等を提供し、日本側が資金を提供して設立

された企業は「合作企業」と呼ばれる。この「独資企業」、「合弁企業」、「合作企業」を合わせてい

わゆる「三資企業」と呼称される。上記の通り、外商投資企業の設立は上記の 3 つの形態で行わ

れているのが現状であるが、3 つの形態の設立の根拠法規となっている外資三法（中外合弁企業

法、中外合作経営企業法、独資企業法）は 2020 年 1 月から廃止されている。 

2020 年 1 月からは「外商投資法」が施行されている。「外商投資法」施行による主な影響として

は、外資参入については、「ネガティブリスト」による申請管理モデルの実施（リストに載ってい

ない分野は外資参入を原則として制限しない）、外商投資企業のガバナンス構造等について、董事

会を会社の 高権力機構と定めていたが、外商投資法によると 5 年間の猶予期間（2024 年 12 月

31 日まで）のうちに、会社法に基づき「株主会」を設置することを義務付けている。 

詳細は第 8 章参照のこと。 
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3．労働法、労働契約法、社会保険法、労働組合法 

「労働法」（主席令第 28 号）には従業員との労働契約、労働時間、賃金、社会保険や福祉等が

規定されている。「労働契約法」（主席令第 65 号）には従業員を雇用する場合に締結が必要な「労

働契約」について詳細に規定されている。会社に 25 名以上の中国共産党の組合員がいる場合は

「労働組合」を設立しなければならず、その運営は「労働組合法」（主席令第 62 号）に準拠する

ことになる。 

 

4．会計・税務に関する基準や法律 

中国は会計に関しては、「会計法」（主席令第 24 号）という法令があり、会計処理の原則や会計

期間、会計担当者、会計帳簿等が規定されている。その会計法の下に 2 つの会計基準が現在併存

している状況にある。 

その一つは 2001 年から適用され「旧基準」と呼称される「企業会計制度」（財政部 財会[2000]25
号）である。2001 年当初は日系企業もこの企業会計制度を適用していたが、2007 年に「新基準」

と呼称される「企業会計準則」（財政部令第 33 号）が公布され、上場企業や国有企業等は 2007 年

から先行適用し、北京市や上海市等特定地域にある日系企業でも業種ごとに一定の規模以上の会

社は（例えば製造業では営業収入が年間 2,000 万人民元以上かつ従業員 300 人以上）、順次、企業

会計準則が適用されてゆくことになった。 

企業会計準則は国際的な会計基準である「国際財務報告準則」（いわゆる IFRS）の改訂を受け

て、適時に改訂してきており、現在は企業会計準則が主流である。ただ地方の一定規模以下の企

業ではまだ「企業会計制度」に準拠して会計処理が行われているところもある。 

税務に関しては、日本の法人税に相当する「企業所得税」を規定した「企業所得税法」（主席令

第 63 号）と「企業所得税実施条例」（国務院令第 512 号）、日本の消費税に相当する「増値税」を

規定した「増値税暫定条例」（国務院令第 538 号）、従業員の賃金給与等に係る「個人所得税」を

規定した「個人所得税法」（主席令第 48 号）及び「個人所得税法実施条例」（国務院令第 600 号）

が、通常の企業経営では比較的頻繁に適用される。 

 

5．知的財産権に関する法律 

中国でビジネスを行う日系企業は、模倣品、商標権の侵害、技術流出等の問題に直面している

ケースがある。 

中国の知的財産権に関する法令には「特許法」（主席令第 8 号）、「商標法」（主席令第 59 号）、

「著作権法」（主席令第 62 号）、「コンピュータソフトウエア保護条例」（国務院第 632 号）等があ

る。「民法総則」には知的財産権として①著作物、②発明、実用新案、意匠、③商標、④地理的表

示、⑤営業秘密、⑥集積回路配置図設計、⑦植物新品種、⑧法律に定めるその他客体が規定され

ている（同法第 123 条）。 

これらの法律は特許権の登録、商標の登録等を規定しているほか、それらが侵害された場合に

ついて、行政機関による停止命令や没収、人民法院に訴訟を提起する手続き等も規定されている。 
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6．独占禁止に関する法律 

「独占禁止法」（主席令第 68 号。2008 年 8 月 1 日施行）は、独占の合意、支配的地位の濫用、

事業者の集中を「独占行為」と規定している（同法第 3 条）。同法の施行から 10 年以上が経過し

ているが、独占協定事件に関しては 179 件、市場支配的地位濫用事件に関しては 61 件の調査処分

が行われている。日本の企業が関わるケースとしては、例えば、自動車部品メーカー等の価格独

占協定の事例や企業買収によって、中国市場において買収後の市場占有率が高くなる場合で、主

に中国の商務部の審査で差し止められる事例がある。 

2020 年 12 月 21 日に全国人民代表大会の法制工作委員会の報道官は、2021 年に独占禁止法の改

正する方針を発表した。2020 年 1 月にはすでに独占禁止法の改正案の公開草案がパブリックコメ

ントにかけられていた。草案では当局への企業結合等の届出がなされない場合や審査違反の罰金

額の上限が大幅に上がる旨が記載されている。 

これは大手ネット企業（例えばアリババグループやテンセントグループ等）がインターネット

分野で独占的地位を利用した行為の統制を強化する狙いがあると考えられる。 

 

7．民法 

民法典は 2020 年 5 月 28 日に公布され、2021 年 1 月から施行される。従来の民法通則、民法総

則、物権法、担保法、契約法、権利侵害責任法、婚姻法、養子縁組法、相続法の個別法を包括した

もので、民法典の施行に伴い、個別法は廃止される。 

民法典の主な内容は、総則、物権編、契約編、人格権編、婚姻家庭編、相続編、権利侵害責任編

となっている。中国で「法典」と名付けられた法律はこれが初めてである。例えば婚姻家庭編で

は養子縁組について、養子を含めて各家庭に 2 人まで子供を育てることができると規定している。

また衝動的な離婚を防止するため、30 日以内なら離婚届を撤回できるとする規定も設けられてい

る。 

物権編では、中国では土地は公有で、個人が住宅を購入しても土地は 70 年間の使用権に留まる

が、民法典では居住権として土地の使用期限が来ても、引き続き住める状態であれば、「合理的な

理由」があるとして、居住権を明記して住む人の権利を強化している。 

 

8．刑法 

「刑法」（主席令第 83 号）は約 450 条にも及ぶ法令である。犯罪、刑罰等が規定されている。

社会主義経済秩序破壊罪として偽造粗悪商品生産販売罪、密輸、税収管理危害罪、知的財産侵害

罪についても規定されている。また社会管理秩序妨害罪として汚職収賄罪等が規定されている。 

 

9．不正競争防止に関する法律（商業収賄罪を含む） 

「不正競争防止法」（主席令第 77 号）は、不正競争行為として混同、賄賂、虚偽宣伝、営業機

密侵害、不当景品付き販売、虚偽情報のねつ造と流布、ネットワーク妨害行為を規定している。 
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中国には「商業贈収賄」という不正競争防止法の概念で対公務員よりも広義の規制がある。商

取引上において公平の原則に反して、不当な経済的利益を提供又は取得し、取引の機会や競争上

の優位性の獲得の誘導行為を禁止するものである。贈賄者には 10 万元から 300 万元以下の罰金、

情況が重い場合は営業許可証（営業ライセンス）が没収される。従業員が贈賄した場合、従業員

個人の行為と証明できなければ会社の行為とみなされる（不正競争防止法第 7 条、第 19 条）。金

額が比較的大きい場合には、5 年以下の有期懲役等になる（刑法第 163 条）。収賄についても懲役

や財産の没収等、厳しい罰則が規定されている。 

 

10．外貨管理に関する法律 

中国は外貨の管理を強化するため、1996 年 1 月に「外貨管理条例」を公布し、その後、2008 年

8 月 1 日に改正が行われ、同日より施行されている（国務院令第 532 号）。外貨管理制度に関して

は、経常項目及び資本項目が区別管理されている（外貨管理条例第 2 章及び第 3 章）。経常項目に

は①貿易収支、②サービス貿易収支、③その他経常項目が含まれる。資本項目としては外貨資本

金、外貨借入等がある。 

外貨管理法では、貿易取引（例えば物品の輸出入）とサービス取引（例えば技術支援費）は別々

の取引であるため、これらを相殺することはできず多くの日系企業が依然として苦慮している。

詳細は第 16 章及び第 18 章を参照のこと。 

 

11．環境保護規制に関する法律 

環境規制に関しては「環境保護法」（主席令第 9 号）、「大気汚染防止改善法」（主席令第 31 号）、

「水質汚染防止改善法」（主席令第 70 号）、「環境騒音公害防止改善法」（主席令第 77 号）、「環境

影響評価法」（主席令第 77 号）等が近年立て続けに公布され、 近では「環境保護税法」（主席令

第 61 号）が公布され、2018 年 1 月より排出量に応じた環境税が徴収されるようになった。詳細

は第 15 章を参照のこと。 

 

12．インターネット環境規制に関する法律 

2017 年 6 月から施行された「サイバーセキュリティ法」（インターネット安全法）（主席令第 53
号）は、ネット犯罪やサイバーテロ等から国家安全を確保するため制定された法律であるが、中

国でインターネット環境の情報運営者に中国国内で収集した個人情報や重要データの中国国内で

の保存を義務付けている（同法第 37 条）。また自社の保有するネットワークシステムの等級を評

価・決定し、その等級に応じたセキュリティ対策を取ることが求められている。 

これにより中国 IT 企業は外資系 IT 企業に比べ国内の事業基盤はより強固になるが、国境を越

えたデータの流通が阻害されることとなる（越境移転規制）。中国域外に拠点を置く日系企業でも、

例えば中国の顧客情報を収集、利用した商品開発等に支障が出てくるおそれがある。 
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13．PL 法、製品品質法、消費者権益保護法、食品安全法 

主な PL 関連の法規としては「製品品質法」（主席令第 33 号）、「消費者権益保護法」（主席令第

7 号）、「食品安全法」（主席令第 21 号）等があり、過去の食品等の事件を踏まえて整備されてきた

ものと言える。 

2020 年 1 月 1 日から施行された「消費品リコール管理暫定規定」（国家市場監督管理総局令第

19 号）は、欠陥消費品リコール業務について規定されている。第 4 条によると、生産者は自ら生

産する消費品の安全について責任を負わなければならず、消費品に欠陥が存在する場合は、生産

者はリコールを実施しなければならないと規定されている。 

 

14．国家機密法 

「中華人民共和国保守国家秘密法」及びその細則「中華人民共和国保守国家秘密法実施条例」

では、実際に国家機密が漏洩した場合だけでなく、疑いのある事態が発生しただけでも、24 時

間以内の報告が義務づけられている。報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合等には、責任者

が処罰されるが、国家機密法では国家機密は抽象的に規定されており、担当主管部門によって拡

大解釈が可能な規定となっているので留意する必要がある。 

 

 

ひとくちメモ 5： 

「中国では進出先の地域・地方によっても法律が異なり、さらに当局の管轄官によっても解釈が異な

るので法律はあっても無いようなものでは？」との声も聞かれますが、如何でしょうか？ 

「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2020 年度 海外直接投資アンケート結果（第

32 回）－国際協力銀行 企画部門 調査課」によれば、中国に関する課題では「法制の運用が不透明」

が前回 2019 年に引続き得票率 48.7％で第 3位（回答社数 156 社中 76 社）となっています。 

中国では全国人民代表大会や国務院の常務委員会で決定され全国展開される法令が増えてきており、

地方の人民政府が独自に法令を公布することは少なくなっています。地方（例えば北京市や上海市）の

人民政府が公布する法令や条例も基本的に中央政府が公布する法令を踏まえて、その枠内での規定に

なっています。 

担当官の解釈の幅に関しては、例えば、以前は PE 課税や駐在員の個人所得税の課税ルールであるい

わゆる「183 日ルール」でも、具体的な通達がなく、担当官によっては 1 日でも中国に入国していれば

1ヵ月とカウントする事例もありました。現在は具体的な通達（2018 年第 11 号公告）が出ているため、

実務で混乱することも少なくありませんでした。 

輸出入の通関に関しては、中国には通関拠点が 4,000 近くあり、現在でも各税関において税関審査や

法制度の解釈等に違いが生じることがあり問題となるケースもあります。中国日本商会の「中国経済と

日本企業 2019 年白書」によると、例えば、同一商品が通関担当者によって異なる HS 番号区分と判定さ

れ、関税や輸出増値税還付率が異なるケースも発生しています。 

 


