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1．総論
中華人民共和国（以下「中国」と略称する）は、

1992 年、計画経済に代えて、市場経済原理を導入
することを明らかにした。金融はまさに市場経済
を支える血脈とでも言うべきものであり、今後の
中国の市場経済の行く末は、金融業の発展、特に
銀行業務の発展によるところが大きい。

他方、改革開放後、多くの日本企業が中国に進
出し、現地で生産したものを日本に輸入又は他国
に輸出することによって競争力を確保し、生き抜
いてきた。そして、その日本企業を支援するため
に、日本の金融機関も中国に進出し、代表所や支
店を開設し、特に大手行に至っては、外銀支店を
子会社化して、外商独資銀行を設立するに至って
いる。世界経済の中で、中国という市場の存在感
が日に日に増す中、中国は、今や製造業だけでな
く、金融業にとっても重要な市場となりつつある
と言えよう。

そこで、本稿では、中国における金融業規制の
沿革、特に外資銀行に対する規制について概説し
た後、中国における銀行のコーポレートガバナン
ス、すなわち企業統治構造についていかなる規制
が課されているのか、紙幅の許す限り説明を試み
たい。

2．中国銀行業規制の沿革
（1）中国の金融業に対する管理監督制度の変遷

中国において銀行業を規制する法規の中核をな
すのが《人民銀行法》と《銀行業監督管理法》で
ある。

まず、《人民銀行法》は、1995 年 3 月 18 日、第
8 回全国人民代表大会第 3 次会議において採択さ
れ、同法は中国人民銀行を中国の中央銀行とし、
金融業に対する管理監督の権能を承認した。

次に、銀行業に対する管理監督の強化及び専業
化のために、2003 年 12 月 27 日、第 10 回全国人
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❷			 	中国は、WTO 加盟を受けて、金融業を対外的に開放したが、外資企業に対する規制は今も存在し

ている。
❸	 	中国の銀行業には独特な沿革があり、その問題は一朝一夕には解決できないが、外資銀行が中国市

場で事業拡大を図る場合には、そうした中国の沿革を理解しつつ、コンプライアンスを徹底する必
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民代表大会常務委員会第 6 次会議において、《銀行
業監督管理法》が採択されるとともに、《人民銀行
法》が改正され、国務院銀行業管理委員会が中国
人民銀行に代わって、銀行業に対する管理監督の
職責を担うことになった。

上記両法の規定からすれば、中国人民銀行とは
中国の中央銀行であり、国務院の指導の下、通貨
政策を制定・実施し、金融危機を予防・除去し、
金融の安定を維持する政府機関ということになる

（人民銀行法第 2 条）。他方、銀行業監督管理委員
会は、全国の銀行業金融機関及びその業務活動に
対し管理監督を行う機関である（銀行業監督管理
法第 2 条第 1 項）。以上のように、《銀行業監督管
理法》の制定、《人民銀行法》の改正によって、中
国人民銀行と銀行業監督管理委員会はそれぞれ役
割を分担することになった。

（2）中国の金融機関の基本類型
《銀行業監督管理法》及び《人民銀行法》におい

て管理監督の対象となる金融機関とは、①中国国
内に設立された商業銀行、都市信用組合、農村信
用組合等、公衆から預金を集める金融機関と②営
利を目的とせず、国家の政策を実施するために設
立された金融機関の二類型である。これとは別に、
銀行業金融機関とは異なるが、中国国内に設立さ
れた金融資産管理会社、信託投資会社、財務会社、
リース会社及び銀行業監督管理委員会が設立を許
可したその他金融機関（証券会社や保険会社、以
下「非銀行金融機関」と略称する）にも、上記両
法律の規定が適用され（人民銀行法第 52 条第 1
項・第 2 項、銀行業監督管理法第 2 条第 2 項・第
3 項）、銀行業監督管理委員会の管理監督が及ぶ。

3．外国資本の銀行又は支店等に対する規制
（1） 中国は、2001 年の WTO 加盟の際の約束に基

づき、2006 年 12 月、中国の銀行業を外国資
本にも全面的に開放し、中国の銀行業はグ
ローバル化の波にさらされることになった。

《商業銀行法》（1995 年 5 月 10 日制定、2003

年 12 月 27 日改正）第 92 条は、同法が外資
商業銀行、中外合資商業銀行、外国商業銀行
の支店（以上、これら三つの類型を「外資銀行」
と略称する）に適用され、法律、行政法規に
別途規定がある場合は、その定めによること
を規定する。この規定によれば、《商業銀行法》
は外資銀行に関する法律の一般法であり、
2006 年 12 月 11 日から施行された「外資銀行
管理条例」は委任立法に基づく行政法規であ
るが、同条例は《商業銀行法》の特別法とい
うことになる。

（2） 《外資銀行管理条例》第 2 条は、外資銀行と
は中華人民共和国の関連法令に基づき、中国
国内での設立を許可された以下の機関のこと
をいうと定義付けている。

　① 外国の銀行が単独で出資し、或いは外国の
銀行と他の外国の金融機関が共同で出資し
設立した外商独資銀行（2008 年末の時点で、
28 行）

　② 外国の金融機関と中国の会社・企業が共同
で出資し設立した中外合資銀行（2008 年末
時点で、2 行）

　③ 外国銀行の支店（以下、「外銀支店」と略称
する。2008 年末の時点で 116 行）

　④ 外国銀行の代表処（以下、「代表処」と略称
する。2008 年末の時点で 237 行）

　 　以上の外資銀行のうち、④の代表処は、《外
資銀行管理条例》第 2 条第 1 項第 4 号、第 33
条第 1 項の規制を受け、業務連絡・市場調査・
コンサルティング等非営業的活動ができるの
みである。しかし、④の代表処以外の①から
③の外資銀行は営業活動を行うことができ、
外資銀行営業性機関と呼ばれている。

（3） 外国の銀行が中国に進出する一つの形態とし
ては、まず代表所を開設し、その後需要に応
じて、支店及び子会社である外商独資銀行を
開設することになる。代表所は、中国の法令
上、営業活動ができないため、中国で預金を
集め、企業に融資をするという一般的な銀行
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業務をするとなると、支店か外商独資銀行を
開設しなければならない。

　 　では、支店と外商独資銀行の違いは何か。
設立の際の出資者（外国銀行）の条件、及び
業務範囲の違いに焦点を当てて説明する。

　（ⅰ） 出資者の条件の点では、①収益及び信用
が良好で、過去において重大な違法違
反の事実がないこと、②国際金融業務
の経験を有すること、③有効なマネー
ロンダリング防止制度を備えているこ
と、④本店所在の国家或いは地区の金
融監督当局の有効な管理監督を受け、
同当局の同意を得ていること、⑤健全
なリスク管理システムを備え、関連取
引のリスクを有効にコントロールする
ことができること、⑥健全な内部統制
制度を備え、有効な情報管理システム
を有すること等々、端的に言えば、収
益性や信用力が良いかどうかだけでは
なく、コンプライアンスや内部統制と
いった側面の条件も要求されることに
つき、外銀支店と外商独資銀行の間に
違いはない。

　　　 　しかし、外銀支店と外商独資銀行との
間には、以下の違いがある。まず、外銀
支店においては、①出資者の設立申請 1
年前の年末の資産が 200 億ドル以上であ
ること、②初めて支店を開設する場合、
既に中国国内に代表処を設立し 2 年以上
経っていること、③ 2 億元以上の人民元
又はそれと同等の国際通貨を運転資金と
して支店に無償で割り当てなければなら
いことが要求される。他方、外商独資銀
行においては、①出資者が商業銀行であ
ること、②中国国内に代表処を設立して
2 年以上経過していること、③設立申請
をした 1 年前の年末の資産が 100 億ド
ル以上であること、④登録資本の最低限
度額が人民元で 10 億元或いはそれと同

等の国際通貨であり、登録資本は全額払
い込まれることを要する。そして、外商
独資銀行は、外銀支店と違って、①出資
者の会社統治の構造と機能上に明らかな
欠陥がある場合、②出資者の株式関係が
複雑或いは透明度が低い場合、③出資者
の関連企業が非常に多く、関連取引が頻
繁でまた尋常でない場合、④出資者の中
核となる業務が目立たず、またその経営
範囲が過度に多くの業種に及んでいる場
合、⑤その他、出資者が銀行を設立する
ことによって、重大不利な影響が生じる
場合、設立が許されないという禁止条件
が明文で規定されている。

　（ⅱ） 外商独資銀行の業務範囲については、人
民元及び外貨で以下の業務を行うこと
ができる。

　　　①公衆からの預金の受け入れ
　　　②短期、中期及び長期の貸付
　　　③手形小切手の引受け及び割引
　　　④ 政府債券、金融債券の売買、株式以外

の外貨有価証券の売買
　　　⑤信用状サービス及び担保提供
　　　⑥国内外決済
　　　⑦外国為替の売買又は売買代理
　　　⑧保険代理
　　　⑨銀行間コールローン
　　　⑩銀行カード
　　　⑪金庫サービス
　　　⑫ 資産信用調査及びコンサルティング

サービス
　　　⑬ その他銀行業監督管理委員会が認可し

た業務
　　　 　これに対し、外銀支店は、基本的に

は、銀行カード業務以外、上記すべての
業務を行うことができる。しかし、中国
籍個人向けの預金業務については、外貨
預金業務は制限されないが、人民元預金
は 100 万元以上の定期預金に限る。すな
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わち、外銀支店は、①企業の人民元預金
を扱うことができるが、②個人の人民元
預金については、100 万元未満の預金を
扱うことができない。

　　　 　業務の内容からみると、外銀支店と外
商独資銀行の間に大きな違いはないが、
外銀支店から外商独資銀行への組織変更

（現地法人化）は、①中国政府の奨励が
あること、②将来、人民元預金業務を行
えることを踏まえ、多くの大手行が外商
独資銀行へ組織変更する道を選んだ。

4．中国商業銀行の機関構造
（1）総論

商業銀行法第 17 条第 1 項は、「商業銀行の組織
形式、組織機構については、中国人民共和国公司
法の規定を適用する」と規定する。関連法規及び
管理監督の要求に基づき、商業銀行は、株式制を
基礎とし、股東大会（株主総会に相当、以下便宜
上「株主総会」と称する）、董事会（取締役会に相
当する）、監事会（監査役会に相当する）、高級管
理層（現実に経営を執行する高級管理職員）から
なる企業統治モデルを採用している。また、董事
会は独立董事制度を導入し、下部組織として専門
委員会を設置する。中国公司法（会社法に相当す
る）、商業銀行法等の法規及び “株式制商業銀行企
業統治ガイドライン”（2002 年 6 月 4 日中国人民
銀行公布、以下「ガイドライン」と略称する。以
下本文中の条文で、特に法文名のないものは、こ
のガイドラインを意味する。）等管理監督の規定を
除き、商業銀行の組織機構は定款に従い職権を行
使する。

（2）株主総会
株主総会は株式制商業銀行の最高権力機構であ

り、全株主をもって構成される。商業銀行の経営
にかかわる重大事項は、株主総会の決議承認を要
する。商業銀行の株主総会は定時総会と臨時総会
からなり、定時総会については、商業銀行の董事

会は毎会計年度終了後六カ月以内に召集開催しな
ければならない。

（3）董事会
董事会は株主総会に対し責任を負い、決議事項

は中国公司法及び定款の定めるところによる。株
式会社の董事会の構成員は 5 名から 19 名、その
うち董事長 1 名、副董事長 2 名を設けなければな
らず、董事長が法定代表者となる。董事会は毎年
少なくとも 4 回開催することを要する（第 34 条）。

ガイドラインは、董事会のうち、高級管理職員
が兼任する董事の数は董事会構成員総数の 4 分の
1 以上、3 分の 1 未満であることを要すると規定
する（第 29 条）。また、商業銀行の董事長と行長
はいずれも設置しなければならない。商業銀行の
董事長は支配株主の法定代表者或いは主要責任者
が兼任してはならない。

“株式制商業銀行の独立董事及び外部監査役制度
についてのガイドライン”（中国人民銀行 2002 年
6 月 4 日公布、以下「独立董事及び外部監査役制
度ガイドライン」と略称する）第 7 条は、商業銀
行の董事会は、少なくとも 2 名の独立董事が存す
ることを求めている。商業銀行の独立董事と外部
監査役は株主によって指名され、株主総会の決議
を通じて、選任される。独立董事は、同じ商業銀
行に 3 年を超えて、その任にあたることはできな
い。3 年の任期満了後、引き続き商業銀行の董事
に就任することができるが、再び独立董事に就任
することはできない。

“独立董事及び外部監査役制度のガイドライン”
の規定によれば、国家機関に勤務する者は商業銀
行の独立董事及び外部監査役を兼任することはで
きない。独立董事と外部監査役は他の商業銀行で
の兼職は許されない。

（4）監事会
「ガイドライン」は、監事会は商業銀行の監督機

構であり、株主会に対して責任を負い、董事会、
高級管理職員を監督する職権を行使する。
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中国公司法は、その第 118 条第 2 項において、
監事会の構成員は 3 人以上で、また株主の代表と
適切な割合による従業員の代表から構成されなけ
ればならないと規定する。「ガイドライン」は、監
事会は従業員を代表する監事、株主総会で選出さ
れた外部監事及びその他監事から構成され、その
うち外部監事の人数は 2 名以上でなければならな
いと規定する。監事長は専任で職務を担当しなけ
ればならず、少なくとも財務、監査、金融、法律
等の何か一方面の専門知識と業務経験を有してい
ることが必要である。

（5）高級管理職員
「ガイドライン」の規定によれば、高級管理職員

は行長、副行長、財務責任者等から構成される。
この点、商業銀行の定款は、一般的に高級管理層
の定義をより明確に定める。高級管理職員の就任
資格は中国人民銀行の規定に適合しなければなら
ない（第 48 条）。高級管理職員の就任資格に関す
る中国人民銀行の審査には、審査許可制と報告記
録制の 2 種類がある。審査許可制が適用される高
級管理職員（例：株式制商業銀行の董事長、副董
事長、監事長、行長、副行長等）への就任につい
ては、任命までに、中国人民銀行の就任資格審査
許可文書を取得しなければならない。報告記録制
が適用される高級管理職（例：株式制商業銀行の
副監事長、董事等）への就任については、任命ま
でに、中国人民銀行に対し報告・記録申請をしな
ければならない。

また、「ガイドライン」は、高級管理職の地位の
安定を求めており、任期中に理由なく解任しては
ならないと規定している。

5．まとめ
中国では、「ガイドライン」を含む関連規定にお

いて、商業銀行の企業統治やコンプライアンスが
口うるさく唱道されているが、これは中国ならで
はの背景事情がある。すなわち、中国の商業銀行
は沿革的に地方政府の出資を母体とするものが多
い。このため、地方政府の人間が当該商業銀行に
送り込まれていることがあり、その経営に政治的
影響力が及ぶ可能性が高い。また、特定の株主が
当該商業銀行を支配するという株主構成上の問題
もある。以上の背景のもと、中国の商業銀行では、
董事長と行長を兼任することは禁止されているに
もかかわらず、実際には両役職が明確に分けられ
ていないことが多く、董事会と経営陣（行長をは
じめとする高級管理職員）の間の職責分配が不明
確であるという問題がある。また、意思決定機関
と執行機関が明確に分かれていないと、業務執行
に対する統制が十分に確保できず、行長の越権行
為等違法な行為を招きやすい。

外資銀行が進出し、事業を開拓発展させようと
している中国の市場の競業相手には、以上のよう
な問題がある。そうした中で、外資銀行は、各種
銀行業規制を守り、コンプライアンスも重視した
事業を展開する必要がある。中国だから、コンプ
ライアンスを軽視してよいということにはならな
い。厳格な内容の規制とそれとは乖離した現実、
これが中国の現状であるが、こうした乖離は一朝
一夕には解決されることはないものと思われる。
存在感を増す中国市場において成功を勝ち取るた
めには、中国の沿革も踏まえ、その実情を理解し
たうえで施策を考えることが肝要である。
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