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China’s Foreign Investment Law (“FIL”) came into 

force on January 1, 2020, effecting far-reaching 

changes to the regulatory framework that has 

governed foreign investment in China for the last 40 

years. 

中国の外商投資法（以下「外商投資法」といいます。）が

2020年 1月 1日に施行され、中国への外商投資を 40年

間規律してきた規制の枠組みが大幅に変更されました。 

In many respects, the FIL is very good news for 

foreign investors, offering a more level playing field, a 

streamlined approach to the supervision of foreign 

investment, and enhanced investor protections.  At 

the same time, there will be challenges for investors 

and government regulators alike given the lack of 

detailed guidance on implementation so far.  The FIL 

stipulates only the broad principles to govern foreign 

investment.  Practical impacts — including the effect 

of the FIL on cross-border M&A and on corporate 

governance in Chinese subsidiaries of foreign 

companies — depend on implementing rules. 

外商投資企業の競争環境のさらなる公平化、外商投資の

監督管理の合理化、投資者保護の強化など、外商投資法

は多くの点で外国投資者にとって朗報と言えます。その一

方で、いまのところ施行にあたっての詳細なガイダンスが

ないため、投資家と規制当局の双方に課題が残っていま

す。外商投資法は、外国投資を規律するための大原則を

定めるにとどまっており、実務に及ぼす影響（クロスボーダ

ーM&Aや外国企業の中国子会社のコーポレート・ガバナ

ンスに対する外商投資法の影響など）がどうなるかは、今

後制定される施行規則によるところなります。 

This short guide offers a snapshot of China’s new 

framework for the regulation of foreign investment, 

highlighting key changes to China’s foreign 

investment system, some key benefits for foreign 

investors, areas of uncertainty that will need to be 

resolved in the coming months, and practical steps 

foreign investors need to take to adapt. 

本アラートでは、中国の外商投資制度の主な改正点、外

国投資者にとっての重要なメリット、今後数カ月間で解消さ

れるべき不透明部分、及び外国投資者が実務上講じるべ

き対応策に焦点を当て、外商投資の規制に係る中国の新

しい枠組みの概略をお届けします。 

To appropriately deal with the FIL, you as a foreign 

investor in China should: 

中国に投資する外国人が外商投資法を適切に遵守するた

めになすべきことは次の通りです。 

 Have a plan for adjusting the structures and 

constituent documents of your FIE 

subsidiaries; 

 自らの外商投資企業の子会社の組織構造や設

立関連文書の変更計画を策定すること 

 Strategize on how to comply with the FIL 

and leverage benefits under the FIL when 

undertaking a new investment; 

 外商投資法を遵守する方策を立て、新規の投

資を行う際に外商投資法のメリットを活かすこと 
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 Be ready to follow the new foreign 

investment reporting system under the FIL; 

 外商投資法に基づく新しい外商投資情報報告

制度に従う準備を行うこと 

 Actively monitor developments in the as-yet 

incomplete new framework. 

 未だ不完全な新しい枠組みの進展を注意深く

見守ること 

Legislative background 外商投資法の制定経緯 

 The FIL was promulgated on March 15, 

2019, and came into effect on January 1, 

2020, after a five-year legislative process 

that involved release of a first draft for 

comment in January 2015. 

 外商投資法は、2015年1月に行われた意見募

集用の初稿の発表を含む5年間の立法手続き

を経て、2019年3月15日に成立し、2020年1月

1日に施行されました。 

 In parallel with the coming into effect of the 

FIL, three legacy foreign investment statutes 

— the Law on Sino-Foreign Equity Joint 

Ventures (“EJV Law”), the Law on Sino-

Foreign Co-operative Joint Ventures (“CJV 

Law”) and the Law on Wholly Foreign 

Owned Enterprises (together with the EJV 

Law and the CJV Law, “Three FIE Laws”) – 

have been repealed. 

 外商投資法の施行と同時に、外国投資に関す

る従前の3つの法律（すなわち、中外合弁経営

企業法（以下「合弁経営企業法」といいます。）、

中外合作経営企業法（以下「合作経営企業法」

といいます。）、及び外資企業法（以下合弁経営

企業法及び合作経営企業法と併せて「外資三

法」と総称します。））が廃止されました。 

 Implementing Regulations for the Foreign 

Investment Law (the “Implementing 

Regulations”) were passed on December 

12, 2019, and came into force along with the 

FIL on January 1, 2020. 

 外商投資法施行規則（以下「施行規則」といい

ます。）が2019年12月12日に成立し、2020年1

月1日に外商投資法とともに施行されました。 

 Both the FIL and its Implementing 

Regulations are short and drafted at a level 

of general principle (the FIL contains 42 

clauses, in contrast to an initial, 2015 draft 

that included 170 clauses).  Various other 

new regulations, and various legislative 

changes, needed to implement the FIL 

remain to be issued. 

 外商投資法も施行規則も簡略で、かつ、一般原

則として定められています（2015年の当初草案

が計170条で構成されていたのに対し、外商投

資法は計42条で構成されています。）。外商投

資法の施行に必要なその他の各種新規則や改

正法は今後交付される予定です。 

1. Key Changes 1. 主な改正点 

(References in this balance of the alert to the FIL 

include references to both the law itself and the 

Implementing Regulations, unless otherwise 

specified.) 

（別段の定めがない限り、以下において「外商投資法」とい

う場合、「外商投資法」と「施行規則」の双方を指すものとし

ます。） 

1) Corporate governance unified.  Repealing 

the Three FIE Laws involves repealing the 

separate corporate law framework that applies 

only to FIEs.  Going forward, FIEs are subject 

to the same corporate law rules as 

domestically invested companies, as set out in 

the Company Law (or, where relevant, the 

1) コーポレート・ガバナンスの一元化  外資三法の

廃止に伴い、外商投資企業のみを適用対象とす

る会社法の特別枠組みが撤廃されます。今後は

外商投資企業についても、中国の内資企業と同

様、「会社法」（又は、該当する場合は「組合企業

法」）に定める会社法のデフォルト・ルールが適用

されます。第 2項 1)で述べるとおり、この変更に
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Partnership Law).  As discussed in section 

2.1, this change offers investors new flexibility 

in the structuring and operation of FIEs.    

より投資者は外商投資企業の組織を柔軟に構築・

経営することができるようになります。 

2) Comprehensive definition of foreign 

investment.  “Foreign investment” is defined 

broadly under the FIL.  It includes greenfield 

investments via set-up of an FIE, M&A, and 

“new project investments,” which is defined as 

an investment in a specific project other than 

via set-up of an FIE or an M&A transaction.  It 

expressly covers direct and indirect foreign 

investment, which will among other things 

draw into the scope of the FIL second-tier 

investments made within China by FIEs.     

2) 外商投資の包括的定義  「外商投資」について

は、外商投資法において広く定義されています。

外商投資には、外商投資企業の設立、M&A及び

「新規プロジェクトへの投資」（外商投資企業の設

立や M&A以外の方法による特定プロジェクトへ

の投資と定義）を通じたグリーンフィールド投資が

含まれます。また、直接又は間接的な外商投資が

対象となることが明確に規定されています。これを

受けて、外商投資企業が中国国内で行う間接投

資にも外商投資法が適用されることとなります。 

3) Codification of key recent foreign 

investment reforms.  The FIL codifies into 

law a number of changes to the administration 

of foreign investment that have been 

introduced over the past number of years.  

One key example is use of “negative lists” to 

monitor foreign investment in specific sectors. 

3) 近時の重要な外商投資改正の条文化  外商投

資法では、過去何年かの間に導入された外商投

資管理に関するいくつかの改正点が条項として盛

り込まれています。主な例として、特定分野におい

て外商投資を監視するため「ネガティブリスト」管

理制度が導入されたことが挙げられます。 

4) Integrated foreign investment reporting 

system.  As discussed further in section 4.3 

below, the FIL requires establishment of an 

integrated foreign investment reporting system 

for the submission of investment information 

to be submitted to MOFCOM via the 

enterprise registration and the “enterprise 

credit information publicity” systems 

administered by SAMR.   

4) 外商投資情報報告制度の統合  下記第 4項 3)

で詳述しますが、外商投資法では、国家市場監督

管理総局（SAMR）が管理する企業登記システム

及び「企業信用情報公示」システムを通じて外国

投資者等が中国商務部（MOFCOM）に投資情報

を提出するための、統合された単一の外商投資

情報報告制度を構築することが明確に規定されて

います。 

5) Primacy of national security.  The FIL 

requires a national security review (“NSR”) of 

any foreign investment that has or may have 

an impact on China’s national security.  As 

discussed in section 3.3 below, the FIL omits 

details of the process. 

5) 国家の安全の最重要視  外商投資法は、国家

の安全に影響を及ぼし、又は影響を及ぼすおそれ

のある外商投資について安全審査（以下「NSR」と

いいます。）を実施することとしています。下記第 3

項 3)で述べるとおり、外商投資法にはその手続の

詳細は定められていません。 

6) IP protection.  The FIL includes a number of 

provisions to address concerns among foreign 

investors about weak IP protection in China, 

including a prohibition against the use of 

administrative measures to force transfers of 

technology, a requirement that government 

authorities protect foreign investors’ business 

secrets, and enhanced remedies for IP 

infringement.   

6) 知的財産権の保護  外商投資法には、知的財

産権の保護が手薄い中国の状況に対する外国投

資者の懸念に対応するため、行政手段を使用した

技術移転強要の禁止、行政機関による外国投資

者の営業秘密の保護義務、及び知的財産権の侵

害に対する救済の強化など、いくつかの条項が定

められています。 
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7) Foreign investor protections.  The FIL sets 

out various measures for the encouragement 

and protection of foreign investment, including 

a formal entitlement of foreign investors to 

national treatment, an assurance that foreign 

investors can participate in the government 

procurement market, an assurance as to the 

ability of a foreign investor to remit lawful 

income out of China, and a restriction on 

expropriation.   

7) 外国投資者の保護  外商投資法は、外国投資

者に対し参入前の内国民待遇を正式に与え、外

国投資者に政府調達活動への参加を保証し、外

国投資者が合法的に得た収益を中国国外に送金

することを認め、収用を制限するなど、外商投資

の促進・保護のためのさまざまな措置を定めてい

ます。 

2. Key Benefits for Foreign Investors 2. 外国投資者にとっての重要なメリット 

The FIL offers a range of benefits for foreign investors 

in the China market. 

外商投資法の施行により、中国市場において外国投資者

はさまざまなメリットを得ることができます。 

1) Move to more permissive corporate 

governance rules.  The Three FIE Laws 

include relatively restrictive provisions 

governing issues such as the composition of 

the board of directors and requirements for 

unanimous consent, methods of capitalization 

of FIEs and other matters.  In comparison, the 

Company Law leaves shareholders of an FIE 

with much greater latitude to agree to 

appropriate arrangements in the shareholders 

agreement and articles of association. 

1) コーポレート・ガバナンス・ルールの緩和  董事

会の構成、全会一致の賛成に関する要件、外商

投資企業の資産計上方法などについて、外資三

法では比較的多くの制限がありました。これとは

対照的に会社法では、外商投資企業の株主が、

株主間契約及び定款において適宜自由に取決め

をすることが認められています。 

The chart below, which highlights differences 

between the EJV Law and the Company Law, 

illustrates the general point. 

次の表は、合弁経営企業法と会社法の主な相違

点を示しています。 

 
Issue EJV Law Company Law 

Highest 
Authority  

Board of directors Shareholders’ meeting 

Approval for 
Key Major 
Matters  

Unanimous consent 
of all directors 
present at a Board 
meeting  

Shareholders representing 
two-thirds or more of voting rights  

Share 
Transfer 

The selling 
shareholder has to 
obtain consents from 
non-selling 
shareholders. 

The selling shareholder needs to 
obtain consents of more than half 
of the other shareholders, and, if 
any other shareholder refuses the 
transfer but refuses to buy such 
shares to be transferred, then 
such shareholder shall be 
deemed to have consented to the 
transfer. 
The Company Law also allows 
the shareholders to agree to a 
different share transfer 
mechanism, which gives more 
flexibility to shareholders on 
transfer of shares. 

Distribution of 
Profits/Divide
nds  

Must be in 
proportion to the 
parties’ actual capital 
contribution  

Shareholders may decide on 
proportionate distributions or 
distributions via a different 
approach.  

Quorum for 
Board 
Meetings  

Two-thirds or more 
of directors  

No specific requirement, to be 
stipulated in the articles of 
association  

 

 

項目 合弁経営企業法 会社法 

最高意思決

定機関 
董事会 株主会 

重大事項の

決定 

董事会に出席した

董事の全会一致

の賛成 

3分の 2以上の議決権を有する

株主の賛成 

株式譲渡 

株主がその株式

を譲渡するとき

は、他の株主の

同意を得なけれ

ばならない。 

株主がその株式を譲渡するとき

は、他の株主の過半数の同意を

得なければならない。かかる他

の株主のいずれかが当該譲渡

に同意せず、かつ、当該譲渡対

象株式を買い取らないときは、か

かる株主は当該譲渡に同意した

ものとみなす。 

会社法では、株主がこの他の方

法により株式を譲渡することも認

められている。このため、株主は

より柔軟な方法により株式を譲

渡することができる。 

利益の分配・

配当 

実際に払い込ん

だ出資比率に従

って行わなければ

ならない。 

株主は出資比率に従い、又はこ

れと異なる比率をもって利益の

分配・配当を決定することができ

る。 

董事会の定

足数 

3分の 2以上の

董事 

特定の要件はなく、定款におい

て定める。 
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2) Greater flexibility in funding FIEs. 2) 外商投資企業の資金調達の柔軟化 

The Three FIE Laws permitted investors to 

contribute capital to an FIE only with cash and 

specified IP and other property rights.  The 

FIL permits an FIE to be capitalized using 

equity rights, allowing, among other things, for 

M&A transactions to be undertaken via share 

swaps.    

外資三法において投資家による出資として認めら

れていたのは、現金及び特定知的財産権その他

の財産権によるもののみでした。これに対して外

商投資法では、外商投資企業がエクイティによる

出資を受けることが認められ、株式交換によって

M&Aを行うこともできます。 

The FIL also expressly contemplates FIEs 

using various financing methods on the same 

basis as domestic companies, such as the 

public issue of stocks, bonds and other 

securities.  Historically no law prohibited an 

FIE from undertaking a public offering in 

China, but it was rare in practice.  The FIL 

may facilitate FIEs’ use of the debt and equity 

markets in China to fund-raise.   

また、外商投資法では、外商投資企業が、中国企

業と同等の基準でさまざまな資金調達方法（株

式、債券その他の有価証券の公募など）を利用す

ることが明示的に企図されています。これまでも

外商投資企業による中国における公募を禁止す

る法律はありませんでしたが、実務においてはほ

とんど行われていませんでした。外商投資法によ

り、外商投資企業が資金調達を目的として中国の

債券市場や株式市場を利用しやすくなる可能性

があります。 

3) Leveling of the playing field. 3) 公平な競争環境の確立 

The FIL achieves this in two respects. 外商投資法では、2つの側面から公平な競争環

境を確立しています。 

By entrenching use of negative lists, the FIL 

reduces the scope for discretionary 

administrative review of foreign investment 

transactions.  This becomes more meaningful 

as negative lists have become shorter and 

more discrete. 

外商投資法においては、ネガティブリストによる外

商投資管理制度の利用を確立することにより、行

政部門による外国投資取引の審査における裁量

の範囲を狭めています。この点は、ネガティブリス

トが短くなり、かつ、個別的になったことで、その意

義が一層高まります。 

The FIL also emphasizes a foreign investor’s 

right to national treatment in various areas, 

including eligibility to investment incentives, 

the right to comment on legislation, the right 

to participate in standard setting, and the right 

to participate in the government procurement 

market.  The FIL also prohibits regulation of 

foreign investment via unpublished policies. 

同法では更に、各分野における外国投資者の参

入前の内国民待遇が強調されています。このな

かには、投資奨励を受ける資格、法律制定時の

意見表明権、業界標準制定業務への参加権及び

政府調達活動への参加権が含まれます。また同

法は、未発表の政策により外商投資を規制するこ

とも禁じています。 

4) Enhanced protection of IP. 4) 知的財産権の保護強化 

Foreign strategic investors have long 

expressed concerns regarding the protection 

of their intellectual property in China.  In 

addition to weak civil remedies against 

infringers, Chinese laws and regulatory 

practices have often required IP holders to 

transfer trade secrets, know-how and other 

sensitive IP to Chinese partners as a 

戦略的な投資を行うにあたり、外資投資者は、長

い間、その知的財産権保護を取り巻く中国の状況

に対して懸念を示してきました。侵害行為に対す

る民事上の救済が不十分であることに加え、従来

の中国の法令や規制慣行では、中国市場への参

入の条件として、営業秘密、ノウハウその他のセ

ンシティブな知的財産を相手方中国企業へ移転

することを知的財産権者に求めるケースが多々あ
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condition of participation in the China market.  

These issues formed the core of the WTO 

complaint filed against China in March 2018 

by the U.S. government.  The FIL seeks to 

improve matters by including: 

りました。これは、2018年 3月の米国政府による

WTOへの中国提訴の核心を成すものです。外商

投資法は、以下のような対応をもって現状の改善

を図っています。 

 A prohibition against the use of 

administrative measures to force transfers 

of technology, and a recognition that the 

conditions of any intellectual property 

license are more properly a commercial 

matter for negotiation between the parties 

based on fairness.  This is couched in very 

high-level terms, and only time will tell 

whether it will be effective to tackle this 

widespread issue.  The Chinese 

government has taken some promising 

initial steps — notorious provisions in the 

2001 Administrative Regulations on the 

Import and Export of Technologies that gave 

Chinese partners the statutory right to 

improve and own technology licensed from 

foreign companies as a condition of import, 

were abolished at around the same time 

that the FIL was promulgated.  It is 

important to note, however, that the 

abolition did not expressly apply to certain 

interpretations of the PRC Contract Law by 

the Supreme People’s Court, which may 

continue to have a similar practical effect on 

technology sharing agreements governed 

by PRC law; 

 行政手段を使用した技術移転強要の禁止、及

び知的財産に係るライセンスの条件は（厳密に

は）公平の原則に則り当事者間で協議して定め

る商業的な性格を有するものであるとの認識。

上記の点については俯瞰的な文言の条項とな

っており、このような広範囲に及ぶ問題への取

組みとして当該条項が功を奏するか否かを判

断するには時期尚早である。中国政府は前向

きな措置をいくつか講じている。一例として、外

商投資法の成立とほぼ同時期に「2001年技術

輸出入管理条例」における悪名高い条項が削

除された。同条項は、輸入の条件として、外国

企業からライセンス供与された技術を改良し、

自らに帰属させる法的権利を相手方である中国

企業に付与するものであった。もっとも、かかる

条項の削除は最高人民法院による「中華人民

共和国契約法」の解釈の一部には明確に適用

されておらず、中華人民共和国の法律を準拠法

とする技術共有契約において今後も実務上同

様の状況が続く可能性がある点に留意すること

が重要である。 

 a requirement that government authorities 

protect foreign investors’ business secrets.  

This is welcome reassurance given the 

historical difficulties in protecting non-

registered IP rights in China due to the need 

for many types of sensitive IP agreement 

(e.g., technology import agreements and 

patent license agreements) to be registered 

with the authorities; 

 行政機関による外国投資者の営業秘密の保護

義務。従来、多様なセンシティブな知的財産権

契約（技術輸入契約、特許ライセンス契約など）

について当局に登録する必要があったため、中

国における未登録知的財産権の保護は困難で

あったことを考えると、この点が明確化されたこ

とは歓迎すべきである。 

 enhanced remedies for IP infringement — 

the high-level sentiments in the FIL have 

been implemented in an amendment to the 

PRC Trademark Law on November 1, and 

draft changes to the PRC Patent Law that 

both included raising punitive damages for 

 知的財産権侵害に対する救済の強化 — 外商

投資法における俯瞰的な視座は11月1日施行

の「中華人民共和国商標法」改正及び「中華人

民共和国特許法」改正案（意見募集稿）に反映

されている（両法において、悪意による商標権

侵害に対する懲罰的損害賠償は実際の損害等
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malicious trademark infringement from three 

times to five times the actual losses and 

raising the cap on statutory damages from 

RMB 3,000,000 to RMB 5,000,000. 

の3倍から5倍に、法定損害賠償額の上限は

300万人民元から500万人民元に引上げられ

た）。 

3. Lingering Uncertainties 3. 残る不透明性 

With the broad drafting of the FIL, much has been left 

by the legislators to be clarified via implementing 

measures and policies.  Issues that await clarification 

include the following: 

外商投資法は広義に規定され、立法者らはその多くの部

分を施策の実施及び規則を通じて明確化することとしてお

り、次のような問題が明確化されることが待たれています。 

1) VIE Issues.  The first, 2015 draft of the FIL 

reflected a clear intent to restrict usage of the 

so-called “variable interest entity” or “VIE 

structure” as a way to circumvent Chinese 

foreign investment rules.  The enacted FIL 

omits these provisions of the first draft, likely 

to reduce controversy associated with the FIL 

in a period of heightened trade tension 

between China and the United States. 

1) 変動持分事業体に関する問題  外商投資法の

当初の草案である 2015年草案には、中国の外

商投資に関する規則を回避する方法としていわゆ

る「変動持分事業体」又は「VIEストラクチャー」を

利用することを制限するという明確な意図が反映

されていました。初稿にあったこの条項が、施行さ

れた外商投資法に含まれていない点は、米中間

の貿易摩擦が高まるなか外商投資法に絡む争い

を抑えることが目的であると思慮されます。 

Does this indicate the Chinese government’s 

decision not to tackle use of the VIE structure 

or merely a decision to defer the issue?  It is 

very possibly only the latter.  The FIL 

definition of foreign investment includes 

indirect investments and a “catch-all” 

provision allowing the State Council to 

designate by regulation other investment 

forms as foreign investment.  This 

open-ended definition of foreign investment 

leaves ample room for the State Council to 

regulate VIEs in the future. 

これは VIEストラクチャーの利用を制限しないと

いう中国政府の決定なのか、あるいは単に問題を

先延しするための決定なのかは定かではありま

せんが、その答えが単に後者である可能性は極

めて高いと言えます。外商投資法における外商投

資の定義には、間接投資や（中国）国務院が規制

により他の投資形態を外商投資に指定することを

可能にする「キャッチオール」規定が含まれます。

「外商投資」という用語は今後変更可能な形で定

義されており、将来的に国務院が変動持分事業

体を規制する可能性を大いに残しています。 

2) Non-FIE Foreign Investment.  Uncertainty 

remains as to the scope of “new project 

investment” under the FIL.  As noted above, 

the term is defined in the FIL as investment in 

a specific project other than via set-up of an 

FIE or an M&A transaction, with no further 

guidance yet. 

2) 非外商投資企業による外商投資  外商投資法

に基づく「新規プロジェクトへの投資」の範囲は依

然として不透明です。上記のとおり、この用語は外

商投資法に「外商投資企業の設立や M&A以外

の方法による特定プロジェクトへの投資」と定義さ

れているものの、それ以上のガイダンスは未だあ

りません。 

The initial, 2015 draft FIL anticipated including 

cross-border financing of an FIE, natural 

resource and BOT projects, and real estate 

investments in the scope of “foreign 

investment.”  We expect these types of 

transaction will likely be viewed as “new 

project investments.” 

外商投資法の 2015年の当初の草案は、「外商

投資」の範囲に外商投資企業のクロスボーダー

資金調達、天然資源及び BOT方式のプロジェク

ト並びに不動産投資を含めることを想定していま

した。このような取引は「新規プロジェクトへの投

資」と判断される可能性が高いと予想されます。 
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3) National Security Review.  The initial, 2015 

draft FIL included a full chapter on the scope 

and procedures for conduct of NSRs of 

foreign investment transactions.  The final FIL 

omits the details and simply contains a 

general statement that China will establish a 

security review regime.  Comprehensive 

regulations may be issued in due course to 

update interim procedures put in place by the 

State Council in 2011.  Meanwhile, China’s 

National Development and Reform 

Commission announced in April 2019 that it 

has taken over responsibility from MOFCOM 

for the conduct of NSRs of foreign investment. 

3) 国家安全審査  外商投資法の 2015年の当初

の草案では、1つの章全てを外商投資取引の

NSR実施の範囲と手順に割いていました。最終

版の外商投資法にはそのような詳細な規定はな

く、単に中国が今後安全審査制度を確立するとい

う一般的な文言の記載があるに過ぎません。追っ

て、国務院が 2011年に制定した暫定手続を更新

する包括的な規制が交付される可能性がありま

す。一方で、中国の国家発展改革委員会は、

2019年 4月に、外商投資に係る NSR実施に関

する責任を MOFCOMから引き継いだことを発表

しました。 

4. Adapting to the new system 4. 新制度への対応策 

Different foreign investors will have different “to do” 

lists associated with the FIL, depending on their 

situation.  Some suggestions below:   

外国投資者の外商投資法に関する「to do（なすべきこと

の）」リストは、それぞれが置かれた状況により異なりま

す。例として次のような措置を講じることが推奨されます。 

1) Have a plan for adjusting the structures and 

constituent documents of your FIE 

subsidiaries.  As discussed above, they will 

ultimately need to be adjusted to follow the 

Company Law on the same basis as domestic 

companies.  In the short term, making those 

adjustments may be difficult, without important 

transition procedures having been put in 

place.  Thankfully, there is no rush, since the 

FIL provides for a five-year transition period to 

do so.  But start to have a plan.   

1) 自らの外商投資企業の子会社の組織構造や設立

関連文書の変更計画を策定すること。  上記の

とおり、長期的には中国企業と同等の待遇で会社

法を遵守すべく対応する必要があります。短期的

には、重要な経過措置が整備されない限りそのよ

うな変更を行うのは難しいかもしれません。幸いに

も外商投資法は 5年間の移行期間を設けている

ため、早急に対応する必要はありませんが、計画

の策定は開始するべきです。 

Any joint venture may present more 

challenges than a WFOE since the required 

adjustments will involve revisions to the joint 

venture contracts of joint ventures and 

possible renegotiation of corporate 

governance and other provisions.  If the 

parties from a commercial perspective have 

other changes to make to a joint venture 

contract within the five-year grace period, 

then possibly they will need to discuss and 

agree to the FIL-driven changes at the same 

time.  Foreign investors in JVs should have a 

plan for how to approach their JV partners 

about the adjustments required.   

合弁企業には、外資企業（WFOE）以上に多くの

課題が生じる場合があります。なぜなら、外商投

資法が求める変更により合弁事業における合弁

契約の変更を余儀なくされるうえ、コーポレート・

ガバナンスその他の条項について再交渉が必要

な可能性もあるためです。5年間の移行期間内に

当事者が商業的観点から他の変更を合弁契約で

行う場合には、同時に外商投資法に基づく変更に

ついて協議し、これに同意する必要があるかもし

れません。合弁事業への外国投資者は、外商投

資法が求める変更について合弁パートナーと協

議する方法について計画を立てるべきです。 
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2) Strategize on new investments.  There is no 

five-year grace period for new investment 

transactions.  M&A transactions not already 

completed before December 31, 2019, new 

joint ventures, and new WFOE incorporations 

will need to reflect post-FIL requirements.  

Document templates will need to be adjusted 

and preferred governance structures 

reconsidered.  Consult with knowledgeable 

legal counsel. 

2) 新規の投資について方策を立てること。  新規の

投資取引については 5年間の移行期間は適用が

ありません。2019年 12月 31日までに完了して

いないM&A取引、新規合弁事業及びWFOEの

新設は、外商投資法の要件を遵守する必要があ

ります。文書の雛形を変更する必要があり、好ま

しいガバナンス体制を再考する必要があります。

知識豊富な弁護士にご相談ください。 

3) Be ready to follow the new reporting system.  

FIEs are subject to different reporting 

obligations going forward, which will involve 

submission of information into two systems 

administered by SAMR, with information to be 

shared between SAMR and MOFCOM.  The 

timing, format, and content of information to 

be submitted differs from what FIEs have 

been required to submit to MOFCOM and 

SAMR historically.  MOFCOM and SAMR both 

issued draft implementing rules on the new 

reporting system in early November 2019 for 

public comments.  We expect these rules to 

be finalized early in the new year, and the new 

system may be implemented soon after that, 

with some inevitable teething pains for both 

FIEs and local counterparts of SAMR and of 

MOFCOM administering the system.   

3) 新しい報告制度に従う準備を行うこと。  外商投

資企業は今後、その類型ごとに異なる報告義務を

負い、SAMRが管理する 2つのシステムに情報

を提出することとなります。この情報は SAMRと

MOFCOMが共有します。情報を提出すべき時

期、その形式及び内容は、外商投資企業が従来

MOFCOMや SAMRから提出を求められてきた

ものとは異なります。MOFCOM及び SAMRはと

もに、2019年 11月初旬にこの新しい報告制度の

実施規則の意見募集稿を交付しました。この規則

は年明け早々に最終化されると予想され、新制度

がその後直ちに実施される可能性がありますが、

外商投資企業とこの制度を管理する SAMR及び

MOFCOMの現地当局の双方に制度開始にあっ

て避けがたい様々な問題が生じることは避けられ

ません。 

4) Monitor developments.  Much uncertainty 

about the FIL will remain until additional 

implementing measures are issued and until 

amendments to other Chinese legislation are 

made to implement the FIL.  It is critical 

therefore to actively monitor developments. 

4) 進展を注意深く見守ること。  外商投資法の不透

明性について、その多くは、今後実施策が交付さ

れ、他の中国法が外商投資法実施のために改正

されるまで、解消されません。したがって、今後の

進展を注意深く見守ることが重要です。 

**** **** 

For more information, please contact: 
 

Yukihiro Terazawa 

Tokyo 

03 3214 6522 

YTerazawa@mofo.com 

コンタクト 

 

寺澤 幸裕 

東京 

03 3214 6522 

YTerazawa@mofo.com 
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About Morrison & Foerster: 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 

exceptional credentials. Our clients include some of the 

largest financial institutions, investment banks, Fortune 

100, technology and life science companies. We’ve 

been included on The American Lawyer’s A-List for 13 

straight years, and Fortune named us one of the “100 

Best Companies to Work For.” Our lawyers are 

committed to achieving innovative and business-minded 

results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. This is MoFo. Visit us at 

www.mofo.com. 

モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業

等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に過

去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働きた

い全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。モリ

ソン･フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結

果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となる

べく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。詳しく

は、当事務所のウェブサイト（www.mofo.com）をご覧くださ

い。 

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案

に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的

な法的アドバイスを提供するものでもありません。過去の結

果が今後も同様に当てはまることが保証されているものでは

ありません。 
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