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2020年 7月 6日（月） 

第 4777号 

 株価指数（3日終値）値指数 

上海総合株価指数 3152.81 

前日比(ﾎﾟｲﾝﾄ) 62.24 

前日比(％) 2.01 

取引額(万元) 53,548,900.00 

  前日比(万元) 5,727,300.00 

 

 為替レート(3日、中間値)  

通貨 前日比増減 

1人民元＝ 0.14157米ドル -0.00014 

 1.09719 HKドル -0.00116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 15.22024日本円 -0.00023 

 0.12598ユーロ 0.00004 
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★ 華鐘グループのお知らせ 

■ 香港便り:「香港国家安全維持法」が可決・成立、7月 1日施行 

6月 30日(火)午前、全国人民代表大会常務委員会は第 2回全体会議を開

催し、162 票の全会一致で「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持

法」(中国語：「中華人民共和国香港特別行政区維護国家安全法」、以下「香

港国家安全維持法」)が可決・成立しました。「香港国家安全維持法」は「香

港基本法」付属書 3にリストアップされ、香港特別行政区政府が官報に掲

載した後、7月 1日より香港特別行政区にて施行されました。 

香港特別行政区国家安全システムには中央直属の「駐香港国家安全公

署」及び特別行政区首任主席による「国家安全維持委員会」が含まれ、

香港の国家安全維持情勢を分析し、政府が履行する国家安全維持の職責

の監督、指導、協調、サポートを担当し、中央が特別行政区国家安全維

持事務の管轄権を保有します。 

「香港国家安全維持法」は全 6 章、計 66 条で構成され、4 つの犯罪

行為に対応。犯罪行為とは国家の分裂や政権転覆、テロ活動、外国又は海外勢力との結託による国家安全

に危害を加える行為を指し、このうち国家の分裂と政権転覆に対しては最高で終身刑になるとしています。 

6月 30日当日、香港特別行政区の林鄭月娥行政長官は、「香港は中国の不可分の一部であって、立法によ

り国家安全を維持することが焦眉の急である。昨年 6 月以降、外部勢力の煽動の下、暴力が常にスケール

アップし、香港は傷を負った」と述べました。 

今回の立法の主旨はあらゆる国家の分裂、政権転覆、テロ活動、外国又は海外勢力と結託して国家の安

全に危害を加える行為を防止、制止、処罰するためであり、これらの犯罪行為は「香港国家安全維持法」

の中で明確に定義されています。法律は極少数の違法行為者に対応したもので、大多数の香港住民の生命

と財産、基本権利及び自由は保障されます。香港特別行政区政府は公式サイトで「国家安全維持」(中国語：

「維護国家安全」)専門欄を設置し、各種チャートやグラフ、QA等で「香港国家安全維持法」に関する説明

を行っていますので、ご興味のある会員企業様はアクセスすることが可能です。 

■ 「香港国家安全維持法」の犯罪行為に関する処罰と法治の原則 

 「香港国家安全維持法」第三章「犯罪行為と処罰」では国家分裂罪、国家政権転覆罪、テロ活動罪、外

国又は海外勢力との結託による国家安全危害罪の 4つの犯罪行為の詳細、対応する刑事罰責任、その他

処罰規定、効力範囲を明確に規定しています。 

 「香港国家安全維持法」の重要法治原則 

1 罪刑法定 法律で犯罪行為と規定されている場合、法律に依拠して罪を定め処刑する。法律が
犯罪行為と規定していない場合、罪を定めて処刑してはならない。 

2 推定無罪 何人(なんびと)も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。 

3 一事不再理 ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再
度、実体審理をすることは許さない。 

4 公平訴訟尋問 被告人及びその他の訴訟参与人には、自分にとって不利益な供述をする証人に尋問
する権利や自分に有利な証人を呼んでもらう権利が保障されている。 

5 法の不遡及 「香港国家安全維持法」は法律実施以降の行為のみに適用される。 

（記：諮詢顧問 兪穎春＠香港） 

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202444e/cs220202444136.pdf
https://www.isd.gov.hk/nationalsecurity/sim/index.html
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★ 中国ビジネス相談Ｑ＆Ａ 

 「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)2020年版」の日本語訳（１） 

Q:2020年 6月 23日に公布された「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2020年

版）」について、教えて下さい。 

＜政策法規＞＜外商投資＞＜自貿試験区＞＜ネガティブリスト＞＜2020年版＞ 

A: 「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2020年版）」（第 32 号令、以下「2020

年版全国ネガティブリスト」と略）は、2020年 7月 23日より施行されます。日本語訳は以

下の通りです。 

説 明 

一．「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）」（以下、「外商投資参入ネガティブリスト」と略）

は、持分についての要件、高級管理職についての要件等の外商投資参入分野における特別管理措置を

統一してリストアップしたものである。「外商投資参入ネガティブリスト」以外の領域については、内

外資一致の原則に基づいて管理を実施する。 

 

二．「外商投資参入ネガティブリスト」は、一部領域について、参入制限の撤廃又は緩和の過渡期を設けて

おり、過渡期が満了した後は、期日通りにその参入制限を撤廃又は緩和する。 

 

三．国外投資者は、個人事業主、個人独資企業投資者、農民専業合作者のメンバーとして、投資経営活動

に従事してはならない。 

 

四．関係主管部門は、法に基づき職責を履行する過程において、国外投資者が「外商投資参入ネガティブ

リスト」内の領域に投資しようとしているものの「外商投資参入ネガティブリスト」の規定に合致し

ない場合、許可、企業登録登記等の関連事項の処理を行わない。固定資産投資プロジェクトの承認に

関する場合は、関連の承認事項を処理しない。持分要件のある領域に投資する場合、外商投資パート

ナー企業を設立してはならない。 

 

五．国務院関連主管部門の審査を経て国務院に提出し、批准を受けた場合、特定の外商投資は「外商投資

参入ネガティブリスト」中の関連領域の規定を適用しなくてもよい。 

 

六．国内の会社、企業又は個人が、国外で自身が合法的に設立し、又は支配する会社により、それと関連

関係にある国内の会社を合併・買収する場合、外商投資、国外投資、外貨管理等の関連規定に従って

処理する。 

 

七．「外商投資参入ネガティブリスト」に記載の無い文化、金融等の領域の行政審査認可、資格条件、国家

安全等の関連措置は、現行規定に基づいて実施する。 

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202006/t20200624_1231938.html
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八．「中国本土・香港経済貿易緊密化協定」及びその後続協議、「中国本土・マカオ経済貿易関係緊密化協

定」及びその後続協議、「両岸経済協力枠組協定」及びその後続協定、我が国が締結又は加盟している

国際条約、協定が、国外投資者の参入待遇に対してより有利な規定を有している場合、関連の規定に

従って実施することができる。自由貿易試験区等の特殊経済区域が、条件に合致する投資者に対し、

より有利な開放措置を実施している場合、関連規定に基づいて実施する。 

 

九．「外商投資参入ネガティブリスト」は国家発展改革委、商務部が、関連部門と共同で、解釈の責を負う。 

 

外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2020年版） 

No. 特別管理措置 

一、農・林・牧畜・漁業 

1 小麦新品種の選別栽培及び種子生産の中国側持分比率は 34％を下回らず、トウモロコシの新

品種の選別栽培及び種子生産は、中国側がマジョリティをとること。 

2 中国の稀有又は特有の稀少優良品種の研究開発、養殖、栽培及び関連の繁殖材料の生産（栽

培業、牧畜業、水産業の優良遺伝子を含む）への投資を禁止する。 

3 農作物、種畜禽、水産苗種の遺伝子組み換え品種の選別栽培及びその遺伝子組み換え種子

（苗）の生産への投資を禁止する。 

4 中国の管轄海域及び内陸水域における水産品の漁労に投資することを禁止する。 

二、鉱物採掘業 

5 レアアース、放射性鉱物、タングステンの地質調査、採掘、選別への投資を禁止する。 

三、製造業 

6 出版物の印刷は、中国側がマジョリティをとること。 

7 漢方薬錠剤の蒸・炒・灸・焼成等の精製技術の応用及び漢方薬製剤の秘伝処方製品の生産へ

の投資を禁止する。 

8 専用車、新エネルギー車、商用車を除き、完成車の製造は、中国側の持株比率が 50％を下回

らないこと。同一の外国企業は国内で二社（二社を含む）以下の、同類の完成車製品を生産

する合弁企業を設立することができる。（2022年に、乗用車製造の外資持株比率の制限、な

らびに同一の外国企業は、国内で二社（二社を含む）以下の、同類完成車製品を生産する合

弁企業の設立ができるという制限を撤廃する。） 

9 衛星テレビ・ラジオの地上受信施設及び重要部品の生産。 

四、電力、熱、ガス及び水の生産及び供給業 

10 原子力発電所の建設、経営への投資は中国側がマジョリティをとること。 

五、卸売及び小売業 

11 葉たばこ、巻たばこ、再乾燥葉たばこ及びその他のたばこ製品の卸売、小売への投資を禁止

する。 

 

「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)2020年版」の日本語訳（２）」へ続く 
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★ 本日のニュース 

【経済】 

 山東省の交通インフラ投資額、１～６月に１兆６,６００億円 

 中国山東省の交通運輸庁はこのほど、今年１～６月に同省内で交通インフラの建設投資額が計１,０９４

億７,９００万元（約１兆６,６００億円）となったことを公表した。省内の建設投資は今年に入り新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響で全般に低迷したが、交通インフラ分野では順調に拡大した。大衆日報が２日

伝えた。 

 １～６月は高速道路や高速鉄道、空港、港湾施設などの建設が進んだ。１～６月の交通インフラ投資額

の通年目標に対する割合は５９.４％。６月単月では３５２億５,４００万元で、前月から２５.２％増えた。

（時事） 

 青島市の就業者、１９年平均賃金は１１.２％増 

 中国山東省青島市の統計局は１日、同市内の就業者の２０１９年における平均賃金が７万５,８０６元

（約１１５万２,０００円）となり、前年比１１．２％増となったことを発表した。この統計対象には正規

雇用の社員・職員と、派遣労働者などが含まれる。青島晩報が２日伝えた 

 １９年は市内製造業の平均賃金が安定的に増加した。鉄鋼業や石炭産業などの過剰生産能力を解消し、

省エネ対策の推進によって企業の利益が増えたことが背景にある。市民の生活水準向上に伴って需要が増

えた、文化、スポーツ、健康、介護関連の就業者の賃金も増加した。（時事） 

【政策】 

 湖北省、新型コロナ無症状感染者の隔離観察を解除 

 中国湖北省の新型コロナウイルス対策本部は１日、６月３０日までに同省内の無症状の新型コロナ感染

者に対して行っていた隔離観察が全て解除されたと発表した。同省では３０日まで４３日連続で新規感染

者が確認されていない。湖北日報などが伝えた。 

 省衛生健康委員会によると、３０日までに同省内で確認された無症状感染者は４,２４６人で、このうち

９人は省外から来た人だった。同省は無症状感染者についても全員の濃厚接触者を確認し、関連のある場

所の消毒を行った。 

 感染者が最も多かった武漢市で５月１４日以降に確認された無症状感染者は３０７人。これらの人の濃

厚接触者で感染が確認された人はいなかった。（時事） 
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【産業】 

 米インテル、中国コンピューター大手「浪潮」向け出荷休止＝山東省 

 中国ニュースサイト、新浪新聞が２日伝えたところによると、米半導体大手インテルは６月２９日から、

スーパーコンピューターの製造などを手掛ける中国ハイテク企業、浪潮集団（インスパー、山東省済南市）

に対するＣＰＵ（中央演算処理装置）などの出荷を休止した。深セン証券取引所に上場する同社のサーバ

ー事業部門「浪潮信息」の株価は一時、前日比１０％急落し、取引が停止された。 

 インテルは中国メディアの取材に対し、米国の国防関連法規を踏まえ、国際サプライチェーンを見直し、

適応する必要性が生じたと説明。２週間以内に出荷再開にこぎけるとの見通しを示した。 

 一方、データ処理に特化した半導体（ＧＰＵ）を手掛けるエヌビディア関係者は、浪潮向けの製品出荷

について、「今のところ変わりはない」と話した。 

 浪潮の関係者は、ＣＰＵなど基幹部品の在庫は十分にあり、当面はサーバー出荷などへの影響は生じな

いと説明した。米国防総省は先に、通信機器大手、華為技術（ファーウェイ）や監視カメラ大手、海康威

視（ハイクビジョン）など中国企業２０社を人民解放軍の関連企業に指定。浪潮と中科曙光のコンピュー

ター大手２社も、２０社に含まれた。 

 浪潮の２０１９年売上高は前年比１０.５％増の１,１２３億元。うち浪潮信息は５１７億元。サーバー

の中核半導体はインテルとエヌビディアの米２社に依存し、昨年の調達額はそれぞれ１７９億元、３７億

元に上った。 

 浪潮は米中関係の悪化に備え、今年以降、米半導体メーカーの先端品の在庫積み増しに努めており、

３月末時点の部品在庫（金額ベース）は前年同期比４６％増の１２５億元に達した。 

 １～３月の中国サーバー市場では、浪潮のシェアは３７.６％を占めた。（上海時事） 

 貝特瑞、正極材増産へ＝日韓企業に納入－広東省 

 １日付の中国紙、上海証券報（７面）によると、深セン証券取引所上場の複合企業、中国宝安集団傘下

で、国内の店頭市場「新三板」に上場する電池材料メーカー、貝特瑞新材料（広東省深セン市）はこのほ

ど、機関投資家などを対象に新株４,０００万株を発行する方針を明らかにした。 

 調達額は２０億元の予定。リチウムイオン電池用負極材事業や正極材事業、運転資金に充てる。 

 貝特瑞は負極材で世界大手。広東省恵州市には負極材工場（年産４万トン）を新設する。今回は特にニ

ッケル含有量の高い正極材を増強する。江蘇省常州市での第２工場建設に８億元を投じ、日韓企業への納

入拡大を目指す。（上海時事） 

 国軒高科、車載電池増産へ＝ＶＷから資金調達－安徽省 

 ２日付の中国紙、中国証券報（Ｂ３４面）などによると、深セン証券取引所の中小企業ボードに上場す

る電池メーカー、国軒高科（安徽省合肥市）はこのほど、自動車の生産地として知られる広西チワン族自

治区柳州市で車載電池を生産することで関係者らと最終合意した。 

 受け皿となる「柳州国軒電池」（資本金１億５,０００万元）には国軒が６６.６７％を出資。残りは、市

政府系投資会社が拠出する。 
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 工業団地の柳東新区で用地を取得し、工場建設に着手する。リチウムイオン電池の年産規模は１０ギガ

ワット時（ＧＷｈ）で、現地企業に納入する。 

 国軒高科は先にドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）から出資を受け入れた。ＶＷは約１１億

ユーロを投じて国軒高科の株式２６.４７％を取得し、筆頭株主になっている。 

 国軒高科はＶＷから調達した資金を使い、車載電池や電池材料の増産を進めている。（上海時事） 

 東風日産、「ティーダ」２０２１モデル発売 

 日産自動車と中国自動車大手、東風汽車（湖北省武漢市）の合弁メーカーである東風日産は２日、ハ

ッチバック車「ティーダ」の２０２１モデルを発売した。四つのタイプがあり、価格は９万９,９００

～１３万５,９００元（約１５２万～２０７万円）。上海証券報が同日伝えた。 

 スマートフォンアプリや音声によってドアロックやエンジン、オーディオ、カーナビなどを操作するス

マートシステムを搭載した。１０万元前後の低価格でシェア拡大を狙う。（時事） 

 米ビヨンド、中国で代替肉の販売強化＝カーギルも－上海市 

 中国ニュースサイト、澎湃新聞によると、植物由来の代替肉を生産する米ビヨンド・ミートは１日、中

国に本格進出する方針を明らかにした。 

 同社は中国電子商取引最大手、阿里巴巴（アリババ）グループの新業態スーパー、盒馬（フーマー）と

提携し、上海市内にある５０カ所の店舗で販売するほか、通販サイトにも出店する。 

 ビヨンドは中国ではすでに飲食店大手と提携しているほか、米コーヒーチェーン最大手スターバックス

の中国法人にも代替肉を提供している。 

 一方、米大手穀物商社カーギルはこのほど、中国でＰｌａｎｔｏＥｖｅｒブランドの代替肉の販売に乗り

出した。また、日系コンビニの羅森便利店と提携し、代替肉関連２商品を売り出す予定という。（上海時事） 

 東安動力、新型のエンジンとレンジエクステンダー開発に成功 

 上海証券取引所上場の自動車エンジンメーカー、ハルビン東安汽車動力（東安動力、黒竜江省ハルビン

市）は６月３０日、新しい商用車用の大排気量エンジン２種類と新エネルギー車（ＮＥＶ）用のレンジエ

クステンダー（発電用エンジン）の開発に成功した。黒竜江日報（電子版）が１日伝えた。 

 エンジン２種類は、排気量１.８リッターの「Ｎ１８」と２リッターの「Ｎ２０」。大出力に対するユー

ザーの要望に応える一方で、燃費関連の最新法規に合わせた。来年にも本格生産の態勢が整う。 

 レンジエクステンダーは「Ｍ１５ＫＥ」。国内優良メーカーのモーターや制御装置と、東安動力のインテグ

レーション能力を組み合わせた。従来型の動力に比べ燃料消費は３０％の削減が可能。排ガス「国６ｂ」基

準に適合しており、セダンやＭＰＶ（多目的車）、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）などに適している。（時事） 

【社会】 

 長江下流に道路・鉄道併用橋が完成＝上海－南通－揚州の往来が便利に 

 中国ニュースサイト、中国新聞網が２日伝えたところによると、長江下流の北岸、江蘇省南通市と、南
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岸の蘇州市を結ぶ道路・鉄道併用橋「滬蘇通長江公鉄大橋」が１日、開通した。これに伴い上海と南通を

直結する鉄道「滬蘇通鉄道」が営業を始めた。 

 大橋の全長は１１.０７２キロ。長江にかかる部分は５,２４５メートル。２層構造の斜張橋で、上段は

上下６車線の高規格道路、下段は４線の鉄道で構成される。橋の下は５万トン級のコンテナ船や１０万ト

ン級のばら積み船も問題なく通過できる。    

 一方、滬蘇通鉄道の全長は１４３キロで、設計時速は２００キロ。南通（１時間６分）と張家港（５３分）、

常熟（４８分）、太倉（３２分）が上海と１時間でつながる生活圏が確立された。 

 また、泰州や揚州など、上海からのアクセスが不便だった長江北岸一帯との交通ネットワークが改善さ

れ、波及効果は江蘇省北東部全域に及ぶ見通し。上海－揚州間には１日１２本程度が運行され、最短所要

時間は２時間２２分。（上海時事） 

 新型コロナで休業のコンラッド天津、従業員と客の隔離解除 

 従業員１人に新型コロナウイルスの感染者が出たため６月１８日から休業していた中国天津市南開

区の外資系高級ホテル「コンラッド天津 （天津康莱徳酒店）」は２日、全ての従業員と宿泊客を対象に

行った隔離観察が１日、解除されたと発表した。隔離対象者は全員がＰＣＲ検査で陰性となった。界面

新聞が２日伝えた。 

 感染したのは同ホテル内のレストラン従業員。この従業員以外に感染者は確認されず、ホテル内各所で

採取された検体も安全が確認された。ホテルは２日、営業再開に向けてホテル全体の消毒を実施した。今

月６日の営業再開を計画している。（時事） 

 大連到着の英帰国便２３４人、全員を隔離 

 中国遼寧省大連市の大連周水子国際空港に１日午前、英エディンバラ発の中国国際航空ＣＡ５７２便が

到着した。同便には、中国外務省の手配で帰国希望の中国人２３４人が乗っていた。大連日報（電子版）

が２日伝えた。 

 乗客は全員、ＰＣＲ検査と血清抗体検査を受けた後、集中隔離先のホテルに移送された。今後１４日間

の観察を受ける。ホテルには、医療スタッフと心理カウンセラーが待機するなど、万全の態勢で一行を受

け入れた。（時事） 
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