
２．中国の諸規制の概要
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１）「信頼できないエンティティリスト」（２０２０年９月１９日商務部公布、施行）

中国企業に対して供給の停止など差別的な措置や実質的な損害をも
たらす外国企業、機関、個人を「信頼できないエンティティ」としてリスト
化。（禁止顧客リストか？）

（１）中国の新たな諸規制（制度）の導入計画

３）「国家技術安全管理リスト」（２０１９年６月９日国家安全法に基づく）

ハイテク分野で中国独自技術をリスト化し、研究開発を後押しするほか
国外への輸出を管理、制限する制度。
（１）レアアース等、（２）航空宇宙分野、（３）５G関連など

２）「中国輸出管理法」（２０２０年１０月１７日、１２月１日施行）

国家の安全と利益の発展を守り、核不拡散条約等の国際的義務履行
が目的。 全人代常務委員会で１０月１７日成立、公布、１２月１日施行

４）「企業版社会信用システム」（２０２０年中に法律、基準を整備予定）

中国政府は個人/法人の「信用情報」を集めて信用度合いを評価、それに応じ
て奨励や懲戒を与えるという社会信用制度を構築中。
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（１）制度趣旨（第二条）（根拠法規：対外貿易法、独占禁止法、国家安全法等）
信頼できない実体リスト制度を構築し、国際経済貿易及び関連活動における外国
実体の以下の行為に対し、相応の措置を講じる。

(1)中国の国家主権、安全、利益の発展に危害を及ぼす。
(2)正常な市場取引原則に違反し、中国企業等との取引を中断、または差別的

な措置を採り、深刻な損害を与える。
（２）リスト掲載手続き（第六条）

外国実体の行為に対して調査し、関連当事者に質問し、関連書類、資料等を調査、
複製等出来る。調査期間中、関連外国実体は陳述、弁明を行うことができる。

（３）リスト掲載基準（第七条）
調査結果に基づき、以下の要素を総合的に考慮し、「信頼できない実体リスト」に
加えるか否かを決定し、公布する。
①中国の国家主権、安全、利益の発展に及ぼす危害の程度
②中国企業、その他の組織或いは個人の合法的な権益に与える損害の程度
③国際的に通用する経済貿易規則に合致するか否か
④その他の考慮すべき要素

（４）制裁措置（第十条）
実際の状況にも続き、以下の措置を採ることを決定し、且つ公布できる。

①中国での輸出入活動に従事することを制限或いは禁止
②関係人員或いは移動手段等の入国を制限或いは禁止
③関係人員の中国国内での就業許可、滞在或いは在留資格を制限或いは取り消し
④その他の必要な措置

「信頼できないエンティティリスト」（２０２０年９月１９日公布、施行）
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「国家技術安全管理リスト」とは

２０１９年６月以降、具体的な動きは見られない。

（１）趣旨
戦略的高度先端技術の発展を加速させる為、強力な輸出制限を構築

（２）根拠
国家安全法第二十四条

「国家は自主創造能力構築を強化し、自主制御可能な戦略的高度
先端技術及び重要分野の核心技術の発展を加速させ、知的財産権
の運用・保護及び科学技術の秘密保護能力を強化し、重要な技術
及びプロジェクトの安全を保障する。」

（３）想定される高度先端技術（人民日報によれば）
①レアアース等
②航空宇宙
③高速鉄道整備
④モバイル決済
⑤５G等分野
⑥医薬品等
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（１）経緯

①２０１６年商務部傘下の国際貿易合作研究院（CAITAC）が、米国の
輸出管理制度と中国への影響について分析研究。

②２０１７年６月１６日：商務部が第一次法案公表＋パブコメ募集（約１ヶ月）
③２０１９年１２月２８日：第２次法案公表＋パブコメ募集（約１ヶ月）

（２）立法趣旨（第１条）
「核不拡散防止等の国際義務を履行、国家の安全と利益の発展を守り、」

（３）起草説明

①輸出管理は、国家の安全と利益発展を守るための重要手段。
②規制実行のための調査権限整備のための法律体系の改善。
③国際的義務の履行により、責任ある大国のイメージ確立。

（４）スケジュール

２０２０年１０月１７日、全人代常務委員会で公布、１２月１日施行

※従来、大量破壊兵器関連の輸出規制のみで輸出管理レジームは
核関連のＮＳＧのみだが、NSGの決定内容は殆ど反映されていない。

中国輸出管理法の概要
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《中国輸出管理法》公布条文（２０２０年１０月１７日）

目録
第一章 総則（第1条～第7条）

第二章 管理政策、管理リストと管理措置（第8条～第27条）

第一節 一般規定（第8条～第20条）

第二節 デュアルユース品目の輸出管理（第21条～第22条）

第三節 軍用品の輸出管理（第23条～第27条）

第三章 監督管理（第28条～第32条）

第四章 法律責任（第33条～第44条）

第五章 附則（第45条～第49条）

（第１３期全国人民代表大会常務委員会第二十二次会議可決）
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（１）「総体国家安全観」とは
①「政治の安全を根本とし、経済の安全を基礎とし、軍事・

文化・社会の安全を保証とし、世界の安全の促進に依拠
して中国の特色ある国家安全の道を歩みだすこと」

②具体的には政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学
技術、情報、生態、資源、核という１１項目の安全としており、
極めて広汎な概念。

③広汎な「国の安全」＋「利益の擁護・発展」の観点から
管理品目を定めるとされ、国際輸出管理レジーム等に
おける通常の安全保障輸出管理の対象である「兵器の
開発等に利用されるおそれがある品目」というカテゴリー
を超えており、どのような品目が指定されるか注視される。

中国輸出管理法の主な内容

国務院と中央軍事委員会の統括部門（国家輸出管制管理部）
が輸出管理業務を行う。（５章４９条の規定）
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（２）「輸出管理リスト」を策定（国際ﾚｼﾞｰﾑに沿った品目？） （第二条、第九条）

①デュアルユースアイテム ②軍用品 ③核 ④その他の国の安全
と利益の擁護と拡散防止等の国際義務の履行に係る管理品目

①両用品リスト：「両用品及び技術輸出入許可証管理規則」
⇒下記条例に基づく規制品目リストを纏めたもの

・核輸出規制条例
・核両用品及び関連技術輸出規制条例
・軍需品輸出管理条例
・ミサイル関連品目及び技術輸出規制条例
・監督規制化学品管理条例
・生物両用品及び関連設備･技術輸出規制条例
・機微品目及び技術輸出経営登記管理規則

②商用暗号品目：「商用暗号管理条例」
（「暗号法」（2020年1月施行）に基づくもの）

従来

※「管理品目」とは、上記４つに係る貨物、技術、サービス等
（関連する資料等データを含む）

（大量破壊兵器関連の汎用品・技術、商用暗号等を規制）
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「輸出禁止・輸出制限技術リスト」改訂（2020年8月29日）

「輸出禁止・輸出制限技術リスト」は、対外貿易法の下位規則
「技術輸出入管理条例（2002年1月施行）」に基づくもの。

〔参考〕

※中国のWTO加盟に伴い技術貿易開放の措置として制定されたもの。
国が禁止または制限する一部の技術を除き、技術輸出入を自由とした。
その輸出禁止・輸出制限の対象となる技術を定めたもの

（１）改訂前：輸出禁止技術：33項目、輸出制限技術：117項目

①輸出禁止技術
漢方薬、化学合成、非鉄金属冶金、集積回路、暗号、原子力用遠隔操作
ロボット製造、ネットワーク･セキュリティ、航空機ガスタービンの設計･製造
等に関する技術

②輸出制限技術
真空、測量、漢方医療、薬物製造･調合、医療用診断機器･設備、セラミッ
クス、金属複合材料、ガス･タービン、ボイラー、電子素子、センサー、通信
ネットワーク、マイクロウェーブ、スーパーコンピュータ、ロボット、暗号等に
関する技術
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「輸出禁止・輸出制限技術リスト」改訂（2020年8月29日）〔参考〕

（２）改訂後 （品目は国家技術管理リストに同等か）

①【輸出禁止品目】 （削除９項目、新規追加２３項目、ｽﾍﾟｯｸ等変更２１項目）

宇宙船トラッキング技術／直接入力の縮尺が10万分の1以上の精密な中国地図衛
星データ暗号化技術／北斗衛星によるナビゲーションシステムの情報伝送暗号化
技術

②【輸出制限品目】 （新規追加・変更：44品目）

バイオ医薬品製造技術／KBBF結晶成長及びプリズム結合デバイス処理技術／
3Dプリンター技術／建設機械の応用技術／工作機械の革新的設計等の基礎技術
／大規模高速風洞の設計・建設技術／大型振動プラットフォーム設計建設技術／
石油専用設備核心部品設計製造技術／大型石化設備基礎工業技術／重機業界
戦略性新製品設計技術／海上島嶼利用・安全保障専用設備技術（メガフロート
基地、衛星発射プラットフォーム等）／航空宇宙用軸受技術／無人機技術／
レーザー技術／大型電力設備設計技術／宇宙材料生産技術／音声合成技術／
AI相互インターフェイス技術（音声認識・音声起動・相互理解技術等）／暗号安全
技術（暗号チップ設計、量子暗号技術など）／高性能検査技術（高速インターネット
環境下でのDPI検査、未知のネット攻撃行為の分析技術等）／情報防御技術（情報
秘匿保存と発見技術等）／情報対抗技術（流量捕捉分析技術、情報偽装技術、
ネット攻撃源追跡技術等）／基礎的ソフト安全増強技術／超高真空生成技術／

宇宙リモートセンシング画像獲得技術
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（３）「臨時管理リスト」を策定（第九条）

国の安全と利益の擁護、拡散防止等国際義務の履行の必要に応じて
「輸出管理リスト」以外の品目等（貨物、技術、サービス）の輸出に対して
臨時に管理（実施期限２年）

（４）「輸出経営資格」の取得義務（第十一条）

取得条件、取得が必要な品目等については明らかになっていない。

（５）キャッチオール規制の導入（第十二条）

「管理品目」及び「臨時管理品目」以外の品目等が以下のリスクの可能性
があることを、輸出者が知っている、知っていなければならない、あるいは
国家輸出管制管理部門から通知を受けた場合、当局へ許可申請が必要

（一）国の安全と利益に危害を及ぼす；
（二）大量破壊兵器およびその運搬器具の設計・開発・生産あるいは

使用に用いられる；
（三）テロリズムの目的に用いられる。

（６）「相談制度」を策定（第十二条）

輸出者が、輸出しようとする貨物、技術とサービスが管理品目に該当
するか否かを確定できずに、国家輸出管制管理部門に相談した場合、

国家輸出管制管理部門は速やかに回答しなければならない。
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（７）輸出許可申請制度（第十三条）

国家輸出管制管理部門は以下の要素を総合的に考慮、輸出者の管理
品目に対して審査を行い、許可を与えるか与えないかを決定

（一）国際義務と対外誓約； （二）国家安全；
（三）輸出の種類； （四）管理品目の機微度；
（五）輸出仕向国・地域； （六）最終需要者と最終用途；
（七）輸出者の関連信用記録；（八）法律・行政法規で規定のその他要素

⇒許可申請方法等（提出書類等）、申請先、審査期間等は明らかに
なっていない。

（８）エンドユーザー・最終用途の提出義務等（第十五条、第十六条、第十七条）

①輸出者は国家輸出管制管理部門にエンドユーザー、最終用途証明書を
提出しなければならない。

②管理品目のエンドユーザーは、許可なく管理品目の最終用途を変更
しないこと、いかなる第三者にも譲渡しないことを誓約する。

③エンドユーザーと最終用途を評価、調査、エンドユーザー、最終用途の
管理を強化する。
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（９）「輸出禁止先リスト」（ブラックリスト）の公表（第十八条）

国家輸出管制管理部門は以下の何れかの状況の場合、輸入業者、
エンドユーザーを「輸出禁止先リスト」に登録する。

（一）エンドユーザー又は最終用途の管理要求事項に違反したもの；
（二）国家安全に危害を及ぼす恐れのあるもの；
（三）管理品目をテロ目的に用いたもの。

※「信頼できないエンティティリスト」との違い

①「信頼できないエンティティ・リスト」制度は、国家安全法や対外貿易法等に基づ
くもので 、国際貿易及び関連活動における外国企業等の以下の行為に対し、
相応の措置を講じるとされています。
（一）中国の国家主権、安全、利益の発展に危害を及ぼす；
（二）正常な市場取引原則に違反し、中国企業、その他の組織或いは個人との

正常な取引を中断し、又は中国企業、その他の組織或いは個人に対して
差別的措置を採り、中国企業、その他の組織或いは個人の合法的な権益に
深刻な損害を与える。

②制裁措置：（一）中国に関連する輸出入活動に従事することを制限・禁止、
（二）中国国内での投資制限・禁止、（三）関係人員、移動手段等の入国制限・禁止
（四）関係人員の中国国内での就業許可、滞在、在留資格を制限・取消

（五）情状の深刻さに基づいて、相応金額の罰金、（六）その他の必要な措置
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（１０）信用記録への登録（第三十九条）

本法に違反して処罰を受けた輸出者は、行政処罰等の情報を信用
記録に登録。処罰発効日より国家輸出管制管理部門は５年以内、
輸出許可申請を受理せず、また、直接責任者等に対して、輸出経営
活動を禁止。

（１１）再輸出規制を導入（具体的な内容は下位規則）（第四十五条）

中国で生産・加工し、日本に輸入したものを組込んだ製品を、日本から
第三国に輸出する場合、中国政府の許可が必要。

（１２）みなし輸出規制を導入（具体的な規制内容は下位規則）（第二条）

中国国内の外国人・外国法人に対し輸出管理品目(貨物、技術、プログ
ラム)等の提供等を規制。
⇒中国の現地拠点、工場、研究機関等に出向、或いは現地採用の日本

人その他の非中国人社員との技術情報のやり取り等が許可対象。
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（１３）外国人組織・外国人に対する法の域外適用による責任
追及規定（第四十四条）

意味不明だが、第十八条の「輸出禁止先リスト」（ブラックリスト）に掲載
された外国企業を対象に、第四十四条の域外適用規定によって罰せら
れるとしたものか？

（１４）「報復条項」を導入（第四十八条）

明らかに、米国のEntity Listや経済制裁による輸出・取引禁止措置への
対抗措置。以下のものが適用されるのか
① 「信頼できないエンティティ・リスト」制度による貿易、投資、ビザ等の

禁止
②中国輸出管理法による「輸出禁止先リスト」への登録
③同法第４８条による報復措置
④香港国家安全維持法上の外国勢力結託罪の適用

（１５）内部輸出管理制度の構築奨励（第十四条）
輸出者が輸出管理内部コンプライアンスを構築し、且つ運用状況が

良好であれば、包括許可等の便宜措置を与える。
但し、包括許可取得の条件、申請方法等は別途規定する。
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（１）目的

1993年制定されたものを新たに修正した「国家安全法」が施行。「国家安全」
とは、国家政権、主権、統一及び領土保全、人民福祉、経済社会の持続可
能な発展と国家の重大利益に危険がなく、内外の脅威にさらされていない状
態が保障されていること。（中国国内の安定性維持も含む）

（２）内容
①「中国共産党政権による現行政権を転覆、扇動するいかなる行為も防止・
阻止し、法に基づいて処罰する」（第15条）
☞政権交代につながる民主主義制度を求めるあらゆる活動は違法行為

として処罰の対象となる。⇒香港国家安全維持法
②「国境、海洋、空域における安全に必要なあらゆる防衛・コントロール措置

を取る」（第17条）
☞それらの政策執行者が妥協的な行動を取った場合、違法行為と見做され

る可能性がある。

（２）国家安全法の概要（2015年７月１日施行）

概念が不明確で、適用範囲が広く、この法律が施行されて２週間の内に、国
家安全を害する理由で２００名の人権派弁護士の身柄が当局に拘束された。

※留意点

〔参考〕
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（１）目的

国家情報体制の整備を目的に、中国内外での諜報活動や国内外の個人
および団体を監視・調査する権限を定めた。（国家安全部の権限強化）

（２）内容
①「国の情報活動を強化及び保障し、国の安全と利益を守ること」（第１条）
②「いかなる組織及び個人も、法に基づき国の情報活動に協力し、国の情報

活動に関する秘密を守る義務を有し、国は、情報活動に協力した組織及び
個人を保護する」（第７条）
☞国民にスパイ活動の協力を強制、例えば、中国に有益な米国の技術情報

を入手できる在米中国人エンジニアが、中国の情報機関にスパイ行為を働
くよう指示されれば拒めない。

③「情報活動は法に基づいて行い、人権を尊重及び保障し、国民及び組織の
合法的権利利益を守る」（第８条）

④「国家情報機関は、法に基づき情報活動を行うに当たり、関係する機関・
組織・個人に対し必要な支援・協力を求めることができる」（第１４ 条）

（３）国家情報法の概要（2017年6月28日施行）〔参考〕
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３．日本企業の対応
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