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「外商投資産業指導目録（2011 年改訂版）」の概要と特徴 

 

 

Ⅰ．概要 

 2011年 12月 24日付けで、2011年改訂版の外商投資産業指導目録（国家発展改革委員会・

商務部令第 12 号、以下、「2011 年版目録」という）が公布された。外商投資産業指導目録

は、外国企業による中国国内への投資活動を奨励、許可（奨励、制限、禁止類のいずれに

も分類されない場合には許可類に分類される）、制限、禁止類に分類したものであり、中国

の外商直接投資政策の根拠となる重要なリストである。2011年版目録は、1995年に最初に

公布されて以降、2002年、2004年、2007年に引き続き 4回目の改訂となる。 

 今回の改訂では、これまで中国が積極的に海外からの投資を通じて進めてきた産業分野

について、国内産業の成熟度、非効率的な生産構造及び環境への影響等を理由に従来の投

資政策の一部を転換し、中国国内産業の更なる高度化を目指した方針が現れた内容となっ

ている。 

 また形式面では、今回、外商投資産業指導目録の改訂過程において、初めて同目録の草

案を一般に公開し意見募集を図るという試みが行われた。この試みは外商投資産業指導目

録の重要性を考えると、その制定過程の透明化を図る上で非常に意義のある試みである。

但し、様々な分野から集められた意見がどのように同目録に反映されたかを検討する必要

もあるといえる。 

 

 

Ⅱ．2011 年版目録の特徴 

 以下では、2011年版目録の特徴を幾つかの視点に分けて解説しながら、前回の 2007年版

外商投資産業指導目録（以下、「2007年版目録」という）との違い等について言及する。 

 

一、 各項目の増減 

 2011 年版目録は、それぞれ奨励類が 354 項目、制限類が 80 項目、禁止類が 39 項目、合

計 473 項目となっている。これに対し、2007 年版目録では、奨励類が 351 項目、制限類が

87項目、禁止類が 40項目であり、今回の改訂を通じて奨励類が 3項目増加、制限類が 7項

目減尐、禁止類が 1 項目減尐している。この分類項目の増減に関して、2007 年の改訂時点

では、前々回の 2004 年と比べて奨励類が 94 項目増加、制限類が 9 項目増加、禁止類が 5

項目増加しており分類項目の大幅な増減があったことに比べると、今回の改訂における分

類項目に大きな変化は余りないようにも思える。 

もっとも、各分類項目内における具体的な小項目を見ると、例えば、奨励類では各小項

目が約 40個近く削減若しくは追加されており、今回の改訂でも多数の変更がなされている。
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また奨励類、制限類の中でこれまで外資出資比率制限が設けられていた項目が 11項目減尐

している。このうち、例えばエネルギー供給の分野、医療分野等における外資出資比率の

制限の撤廃などは積極的な対外開放という意味合いを持つと考えられるが、一方で自動車

完成車の製造については、外資出資比率の制限のみならず同項目を奨励類自体から削除し

ており、中国の自動車産業に対する方針の転換を読み取ることができる。 

 

二、 製造業分野の高度化の促進 

 今回の改訂では、高度先端分野の製造業を外商投資の重点的奨励分野と位置づけ、新し

い技術、製造方法、設備等の投資を促し、伝統的な製造業の高度化を図っている。他方で、

既に産業の成熟度が高い分野や生産能力過剰の分野においては、一定の投資抑制が打ち出

されている。 

 

（１） 新しい製品、新しい技術等の導入 

 今回の改訂では、奨励類の項目中、例えば、紡績、化学工業、機械製造等の分野におい

て、新しい製品、新しい技術項目等が追加されている。これは、後述する戦略性新興産業

の育成とも関連するが、まず紡績分野では特に省エネ、環境保護に重点を置いた技術の導

入が追加されており、2007 年版目録と比較すると、例えば「先進的な省エネルギー・排ガ

ス削減技術及び設備を採用する高級織物生地の織染め及び後仕上げ加工」、「新型再生資源

及び環境に優しい製造方法によるバイオ繊維の生産」といった記載の追加がみられる。ま

た化学工業分野においては、2007年版目録では合計 26項目あった各小項目のうち 6つの小

項目が削除されたうえで、例えば「高効率、安全な環境親和型の農薬の新品種、新剤型、

専用中間体、補助剤の開発と生産、並びに関連クリーン生産技術の開発と応用」等の記載

や様々な環境親和型の化学製品に関する内容が奨励類項目として追加されている。更に、

機械製造の分野では、汎用設備、専用設備及び電気機械製造だけを見ても、今回の改訂に

より約 10 の小項目が削除されると同時に約 20 の小項目が追加されている。そして、追加

項目を見ると、例えば、「自動車動力電池専用生産設備の設計と製造」、「大気、水汚染防止

設備の製造」、「ハイテク環境保護型電池の製造」等、後述する戦略性新興産業の育成と関

連した新規高度技術、省エネ、環境配慮型技術の導入が推進されている。 

 

（２） 自動車産業政策等の転換 

今回の改訂により、これまで中国の外商投資産業政策の大きな柱とされていた自動車産

業政策に変化が見られた。具体的には、国内の自動車生産能力が過剰気味であり、中国の

自動車産業の健全な発展を確保する必要性から、自動車完成車の製造（外資出資比率は 50%

以下）が奨励類項目から削除された。 

現在、大多数の海外自動車メーカーが既に中国での完成車製造に関する進出を終えてお
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り、また今回の改訂により奨励類項目から削除されたものの制限若しくは禁止類項目に分

類されたわけではない。しかし、例えば、海外自動車メーカーが中国国内で新たに完成車

製造工場プロジェクトを計画する場合への影響等は尐なからずあると考える。また、後述

のように、戦略性新興産業の育成項目の一つとして新エネルギー自動車産業が掲げられ、

新しい奨励類項目として「新エネルギー自動車の重要部品の製造」等の記載が追加されて

いることを考えると、自動車に関する中国の外商投資産業政策に大きな変更がみられたこ

とは明らかである。そして、中国に進出する日本企業の多くが自動車関連企業であること

を考えると、今後、注意深く同産業政策の動向を見極める必要があると考える。 

 

（３） 非効率、高消費産業分野の縮小 

 2007年版目録においては、上記記載のように約 90項目の奨励類項目が追加される等、広

範囲にわたる外国企業の中国への投資が推進された。しかし、その後、幾つかの産業分野

で生産能力の過剰や無秩序な重複プロジェクトの実施等により、非効率的、高消費エネル

ギーの生産体制に陥り、深刻な環境汚染等をもたらす結果になった。そして、2009 年に公

布された「一部の業種における生産能力過剰及び重複建設の抑制並びに産業の健全な発展

指導に関する国務院から発展改革委員会等部門への意見通知」（国発[2009]第 38号）では、

生産能力の過剰、重複建設に陥っている産業分野として、鉄鋼、セメント、板ガラス、石

炭化学工業、多結晶シリコン、風力発電設備の 6 業種を挙げ、各分野における国内産業の

改革、整理の必要性が指摘されていた。 

このような国内産業分野の状況等を受けて、今回の改訂では、上記 6 業種のうち、石炭

化学工業、多結晶シリコンに関する記載が奨励類から削除された。具体的には、大型石炭

化学工業プラントの製造に関して合弁及び合作に限定する形で従来の記載が残る一方、 大

型石炭化学工業製品の生産が奨励項目から削除された。また多結晶シリコンの生産に関す

る記載が奨励類から削除された。 

 セメントについては、奨励類項目の内容として環境保護に配慮した耐火材料の生産とい

う記載に修正されており、風力発電設備については、2007 年版目録では 1.5 メガワット以

上の風力発電設備が奨励項目として記載されていたが、同メガワット数が 2.5 まで高めら

れ、海外からの投資を通じた設備建設の条件が引き上げられている。 

 

三、 戦略性新興産業の育成 

 今回の改訂の大きな柱の一つとして、戦略性新興産業の育成が掲げられている。具体的

には、（1）省エネ・環境保護産業、（2）次世代情報技術産業、（3）バイオ産業、（4）高度

先端装備製造産業、（5）新エネルギー産業、（6）新素材産業、（7）新エネルギー自動車産

業が戦略性新興産業と位置づけられ、重点的な奨励産業項目とされた。これらの各戦略性

新興産業は、2010 年に国務院より公布された「戦略性新興産業の育成及び発展の加速に関
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する国務院の規定」（国発[2010]第 32 号）においてその育成及び発展の方向性が示され、

以下のように 2011年版目録の改訂内容として反映されている。 

（１） 省エネ・環境保護産業 

 まず 2007年版目録では、資源確保の観点から、タングステン、モリブテン等の鉱物採掘

が禁止類に分類され、また銅、アルミニウム、亜鉛等の鉱物採掘が奨励類プロジェクトか

ら削除されたが、当該項目については 2011年版目録では特段の変化はない。しかし、海底

メタンハイドレートの採掘については、2007 年版目録では合作に限り奨励項目とされてい

たが、2011 年版目録では海底メタンハイドレートの採掘に限らずシェールガス等希尐天然

ガス資源の採掘が奨励類項目として追加され、かつ合作に限らず合弁によることが追加さ

れた。これに対して、リチウム鉱石及び単硫鉄鉱の開発・選鉱や、高アルミニウム耐火粘

土、硅灰石、石墨等の重要な非金属鉱物の探査・採掘は、2011 年版目録において制限類項

目に新たに追加された。 

 次に、上記二、（１）でも述べたように、紡績、化学工業、機械製造等の分野で環境親和

型の技術、設備等の導入が奨励項目に追加されている。 

 更に、資源リサイクルの観点からは、例えば、建築ゴミの再生利用技術等が奨励類項目

として追加されている。そして、2007年版目録では、不用・中古プラスチック、電気器具、

ゴム、電池の回収処理再生利用設備の製造が、2011 年版目録では、不用・中古紡績製品、

機械電気製品及びタイヤ製品に関する回収、再利用等の設備製造が、同様に奨励類項目と

して追加された。 

 

（２） 次世代情報技術産業 

 上記国発[2010]第 32号では、次世代情報技術産業の育成・発展の方向性として、ブロー

ドバンド・ユビキタス等融合的情報ネットワークインフラの建設加速、次世代移動通信網・

次世代インターネットの中核設備の建設等を掲げている。このような方向性を受けて、2011

年版目録では、IPv6 に基づく次世代インターネットシステム設備、末端設備、検査設備、

ソフトウェア、チップの開発と製造が新たな奨励類項目として追加された。 

 

（３） バイオ産業 

農業分野では、環境保護型、有機野菜の栽培技術の開発及び製品の生産が奨励項目とし

て追加されている。 

医薬品製造業の分野では、子宮顎ガン、マラリア、手足口病等の新型ワクチンの生産が

奨励類項目として追加された。 

 

（４） 高度先端装備の製造産業 

 資源関連設備について、例えば、石油探査、ボーリング、集積運搬設備の製造につき、
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2007 年版目録では浮遊式ボーリングシステムの工作深度が 500 メートルを基準としていた

が、2011 年版目録では 1500 メートルに引き上げられた。また 2007 年版目録では、海洋工

事設備の設計が合弁及び合作に限定されていたが、2011 年版目録では、当該内容に加えて

水深 3000メートルを超える海底工事設備の設計につき、合弁若しくは合作に限定する形で

奨励類項目に追加された。 

 次に、宇宙、航空関連では特段の変更は見られないものの、これまで民間用キャリア・

ロケットの設計と製造（中国側の持分支配）が奨励類項目として記載されていたが、2011

年目録で削除されている。もっとも、これは新たな戦略性新興産業の育成というよりは、

航空機産業分野に関する政策の変更と思われる。 

 なお、2007 年版目録では、例えば高速鉄道、都市間鉄道及び都市軌道交通運輸設備の車

両及び部品の研究開発、設計、製造といった鉄道交通インフラ装備産業が奨励類項目とし

て数多く追加されていたが、2011年版目録では更なる追加は特段なされていない。 

 

（５） 新エネルギー産業 

 エネルギー分野については、中国の原子力政策が注目されるが、2007 年目録では原子力

発電所用の各種設備が奨励類項目として記載されていたが、2011 年版目録ではこれらの記

載が削除されている（但し、原子力発電所の建設、運営は 2007年版目録と同じく中国側の

持ち分支配に限り奨励類項目に分類されている）。 

 次に、新エネルギー発電プラント又は主要設備の製造（太陽光発電、地熱発電、潮流発

電、波浪発電、廃棄物発電、メタンガス発電、1.5メガワット以上の風力発電設備）につき、

2007年版目録では合弁若しくは合作に限定されていたが、2011年版目録ではその限定文言

が削除された。 

 また都市ガス、熱エネルギー及び給排水パイプ網の建設、運営（中国側の持分支配）は、

2007 年版目録に引き続き制限類項目とされているが、2011 年版目録では人口 50 万以上の

都市という条件が付加されている。 

 最後に、新たな新エネルギー産業育成の柱として、2011 年版目録では、新たにハイテク

環境保護型電池の製造が奨励類項目として追加されている。具体的には、動力ニッケル水

素電池、ニッケル亜鉛電池、銀亜鉛電池、リチウムイオン電池、太陽エネルギー電池、燃

料電池等（新エネルギー自動車の充電式動力電池を除く）が対象となっている。 

 

（６） 新素材産業 

 まず非金属鉱物製品の製造分野では、新技術機能ガラスの開発・生産が奨励類項目とし

て追加され、具体的には、光学性能が高い多機能なウィンドシールドガラス、情報技術用

極限材料及び製品（導波管レベルの高精密光ファイバープリフォーム石英ガラススリーブ

及びセラミック基板を含む）、高純度（≧99.998％）、超純度（≧99.999％）の水晶原料の
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純化加工等が追加されている。また光ファイバー及び製品の生産についても、奨励類項目

として記載され、具体的には、第二世代・第三世代を超えたマイクロチャンネルプレート、

光ファイバープレート、転像器及びグラス光ファイバーが追加されている。 

 次に、金属製品製造の分野では、環境保護型新素材の製造に関する奨励項目として、新

たに航空、宇宙飛行産業が追加され、その研究開発が追加された。 

 更に、2007年版目録では、奨励項目として TFT-LCD、PDP、OLED等フラットディスプレー、

ディスプレー材料の製造が記載されていたが、2011 年版目録では、高性能技術に限定する

意味で、「第 6代以下の TFT-LCDガラス基板は除く」との限定が付された。 

 

（７） 新エネルギー自動車産業 

まず専用設備製造業の分野で、新たに自動車動力電池専用生産設備の設計と製造が奨励

類項目として追加された。 

次に、交通輸送設備製造業の分野で、新たに新エネルギー自動車の重要部品の製造が奨

励類項目として追加された。ここでは、例えば、充電式動力電池や電気自動車の電気制御

集積回路等、ハイブリッド車や電気自動車の重要部品の積極的投資を促す姿勢がみられる

が、充電式動力電池については、「外資出資比率は 50％を超えないものとする」との制限が

付されており、注意しなければならない。 

また上記に関連して、電力の生産、供給業の分野で、自動車の充電所、電池交換所の建

設、運営が新たに奨励類項目として追加された。 

 

四、 サービス業分野の発展の促進 

 WTO 加盟以降、中国では年々サービス業分野の対外開放が行われており、2007 年版目録

でも、サービスアウトソーシング、現代物流等の奨励類項目への追加、貨物運送代理、対

外貿易会社等の制限類項目からの削除、電力網の建設、経営の禁止類項目から制限類項目

への移行等が行われた。このようなサービス業分野の対外開放は、以下のように 2011年版

目録でも引き続き行われている。 

 まず 2007 年版目録で追加された現代物流を更に具体化し、「生鮮農産物の低温配送等の

現代物流及び関連技術サービス」といった表現に改めている。 

 また奨励類項目に属する新たなサービス業として、ベンチャーキャピタル企業、知的財

産権サービス、家事サービス業、職業技能訓練等の内容を追加している。このうち、知的

財産権サービスについては、2011 年版目録とほぼ同じ時期に公布された「高度技術サービ

ス業の発展の加速に関する国務院の指導意見」（国弁発[2011]第 58号）第 3条（2）におい

ても、重点的に推進、発展を加速させる分野の一つとして、知的財産権の創造、運用、保

護及び管理等の知的財産権サービス業を列挙している。また家事サービス業については、

2010 年に出された「家事サービス業の発展に関する国務院弁公庁の指導意見」（国弁発
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[2010]第 43号）第 2条において、将来的な発展形態として、高齢化社会への移行に向けて

高齢者向けケアサービス業種として発展させる意向が記載され、市場発展のために外国か

らの積極的な投資促進を明記しており、今回の改訂もこの方針を受けたものと考えられる。 

 次に、制限類項目では、医療機関の設立、ファイナンスリース業、フランチャイズ経営

等が削除され、許可類に分類されている。特に医療機関の設立については、2010 年に公布

された「社会資本による医療機関設立を更に奨励及び指導することに関する国務院弁公庁

から発展改革委員会、衛生部等部門への意見通知」（国弁発[2010]第 58号）の第 1条（5）

において、外国資本による医療機関の設立を外商投資項目の許可類とする旨を明記してお

り、今回の改訂もこの方針を受けたものと考えられる。その結果、従来は合弁及び合作に

限り認められていた医療機関の設立が、今後は外国企業の独資による医療機関の設立も認

められることになる。またフランチャイズ経営についても、従来、フランチャイズ経営管

理条例等では設立条件や経営条件が余りに厳格に管理されており、一部の外国企業しかフ

ランチャイズ経営を実施できないという実態があった。日本企業の中には、フランチャイ

ズ経営を通じて中国で事業展開を検討している企業が多く、今後、フランチャイズ経営に

関する法規制が具体的にどのように修正されていくのか、注目する必要がある。 

 

五、 地域の協調的発展の促進 

 2011年 3月の全人代で審議された第 12次 5カ年計画では、中西部地区の大開発や東北地

区等旧工業基地の振興等が盛り込まれ、2011 年版目録の中で削除された幾つかの奨励類項

目は、今後「中西部地区外商投資優勢産業目録」の改訂時に反映される予定である。 

 

六、 その他 

 2007 年版目録では、外国企業の不動産市場参入に対する制限が強化されていたが、2011

年版目録では、2007 年版目録で制限類項目に留保されていた別荘の建設、運営が禁止類項

目に分類され、中国国内における無秩序な不動産開発に歯止めがかからない現状に警鐘を

鳴らしたものと考えられる。 

 

 

Ⅲ．意見募集稿と 2011 年版目録について 

今回、外商投資産業指導目録の改訂過程において、2011 年 3 月にその草案を一般に公開

し意見募集を行う試みがなされている。そして、意見募集稿と 2011年版目録を比較すると、

意見募集稿での意見がどの程度反映されたかが見えてくる。上記で指摘した 2011年版目録

の特徴との関係では、例えば以下のような内容が意見募集稿から 2011年版目録の公布にか

けて修正されている。 
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（１） 化学工業の分野 

2007年版目録で奨励類項目とされていた年産 80万トン以上の規模のエチレン生産（中国

側の相対的持分支配）につき、意見募集稿では 100 万トンに引き上げられたが、最終版で

は当該記載自体が削除されている。 

意見募集稿では、2007 年版目録で奨励類項目とされていた大型石炭化学工業製品の生産

が削除される一方、年産規模 300万トン以上の液化石炭、100万トン以上の石炭由来のメチ

ルアルコールとジメチルエーテル、60 万トン以上の石炭由来のオレフィン（中国側の持分

支配）という記載が残されていたが、2011年版目録では全て削除された。 

意見募集稿で奨励類項目として残されていた苛性ソーダ用イオン膜の生産、無機分離膜、

機能性隔膜の生産が削除された。 

奨励類項目であるハイテク化学繊維の生産に関して、意見募集稿で記載されていなかっ

た「レーヨンを除く」という内容が 2011年版目録では追加された。 

 

（２） 交通輸送設備の製造分野 

奨励類項目である自動車のエンジンの製造につき、ガソリンエンジン、ディーゼルエン

ジン等の対象出力キロワットが意見募集稿時の数値に比べて 10～20キロワット引き上げら

れている。 

奨励類項目である新エネルギー自動車の重要部品の製造については、まず意見募集稿で

は、同重要部品の製造全般にわたり、「外資の比率は 50％を超えないものとする」との制限

が付されていたが、2011 年版目録では、充電式動力電池に限定して上記出資制限を付す形

になっている。また意見募集稿で記載されている「電動空調、電気制動、電気式パワース

テアリング、GSGシステム、ハブユニットシステム、燃料電池スタック及びその部品、車用

水素タンクシステム、車載充電器、非車載充電設備等」との表現が 2011年版目録では削除

されている。 

 

（３） 電機機械及び機材の製造分野 

奨励類項目として意見募集稿で残されていた原子力発電設備の密封材等の製造に関する

記載が 2011年版目録では削除されている。 

 

（４） サービス業の分野 

意見募集稿では記載されていなかった家事サービスの記載が 2011年版目録では追加され

ている。 

制限類項目に関しては、都市ガス、熱エネルギー及び給排水パイプ網の建設、運営につ

き、意見募集稿では人口 100 万人以上という基準が 2011 年版目録では 50 万人に引き下げ

られている。また意見募集稿では記載されていなかった大型の農産物卸売市場の建設、運
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営が、2011年版目録では追加されている。 

 

上記意見募集稿を通じて、誰からどのような意見が提起されたか明らかされておらず、

意見募集稿に対して寄せられた意見がどの程度反映されたかを一概に評価することはでき

ない。もっとも、例えば、上記（２）の新エネルギー自動車の重要部品の製造を見ると、

当初は全ての重要部品の製造について外資の出資比率制限が付されていたが、最終的に

2011 年版目録では充電式動力電池に限定して出資制限が行われている。このような修正に

ついては、中国に進出する多くの自動車関連企業や各種団体から中国への進出を阻害する

等の意見が多かったため、一定の修正が図られたものと推測できる。 

 

 

以     上 


