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資料の概要 

 

本事業は、国内事業者のアジア諸国における電子商取引を活性化するため、国内事業者が進出している、もしくは進出を検討しているア

ジア諸国の法制度や商慣習等について、国内事業者が必要とする情報を調査、分析し、提供することで、国内事業者のアジア諸国での電子

商取引への取組を支援することを目的としている。 

 

そこで、中国、台湾、ベトナム、インドネシアの４カ国を対象とし、電子商取引に関連する法制度等について調査を行った。 

 

本資料では、上記調査から得られた、調査対象国での電子商取引の実施に当たり留意すべき法制度の一覧を示す。表は、法制度名とその

概要、各法律の条文の日本語訳や解説などが参照可能なサイトの URLを示している。 

 

なお、一覧で示した各国の法制度については、主要なものだけであるので留意願いたい。また、実務に当たっては、弁護士や専門家に詳

細を確認、相談するなどして欲しい。  



3 
 

1. 中国 

対象 法制度名 概要 URL 

法人設立 会社法 会社設立に関する規定 

全ての事業について許可証の取得義務を

規定 

（中国語） 

http://www.gov.cn/flfg/2005-10/28/content_85478.h

tm 

（日本語訳） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/r

egulation/20051027.pdf 

法人設立 外商投資産業指導目録 外国資本の参入の奨励・制限・規制の対象

業種リスト 

（中国語） 

http://www.jxaic.gov.cn/u/cms/www/201211/2011%E5%

A4%96%E8%B5%84%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%9B%AE%E5%BD%9

5%E4%BB%8B%E7%BB%8D.pdf 

（日本語解説） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/reports/0500

1508 

法人設立 外商投資商業分野管理弁法 外国資本による小売、卸売の商業分野での

現地法人設立を許容 

（中国語） 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/f/200404/2004

0400209980.html?996346654=1168016647 

（日本語解説） 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/invest_

managae.html 

  

http://www.gov.cn/flfg/2005-10/28/content_85478.htm
http://www.gov.cn/flfg/2005-10/28/content_85478.htm
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20051027.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20051027.pdf
http://www.jxaic.gov.cn/u/cms/www/201211/2011%E5%A4%96%E8%B5%84%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%9B%AE%E5%BD%95%E4%BB%8B%E7%BB%8D.pdf
http://www.jxaic.gov.cn/u/cms/www/201211/2011%E5%A4%96%E8%B5%84%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%9B%AE%E5%BD%95%E4%BB%8B%E7%BB%8D.pdf
http://www.jxaic.gov.cn/u/cms/www/201211/2011%E5%A4%96%E8%B5%84%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%9B%AE%E5%BD%95%E4%BB%8B%E7%BB%8D.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/reports/05001508
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/reports/05001508
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/f/200404/20040400209980.html?996346654=1168016647
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/f/200404/20040400209980.html?996346654=1168016647
https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/invest_managae.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/invest_managae.html
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事業許可 インターネット情報サービ

ス管理弁法 

営利目的のインターネット情報サービス

の許可、非営利目的のインターネット情報

サービスの届出 

（中国語） 

http://www.cqcrtv.gov.cn/Html/1/zcfg/xzfg/2009

-12-22/4019.html 

（日本語解説） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/inves

t_036.html 

（日本語訳） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/pdf/i

nvest_036.pdf 

事業許可 電信条例 電気通信事業者に関する規定 

EC プラットフォームサービス提供（第三

者への電子商取引サービス提供）の許可証

取得を義務付け 

（中国語） 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2000/content

_60507.htm 

（日本語訳） 

http://j.people.com.cn/zhuanti/Zhuanti_16.html 

事業許可 外商投資電信企業管理規程 電気通信事業者への外資参入条件を規定 

 

（中国語） 

http://www.gov.cn/zwgk/2008-09/12/content_1094

487.htm 

（日本語訳） 

http://www.china-news.co.jp/node/46925 

  

http://www.cqcrtv.gov.cn/Html/1/zcfg/xzfg/2009-12-22/4019.html
http://www.cqcrtv.gov.cn/Html/1/zcfg/xzfg/2009-12-22/4019.html
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/invest_036.html
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/invest_036.html
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/pdf/invest_036.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/pdf/invest_036.pdf
http://www.gov.cn/gongbao/content/2000/content_60507.htm
http://www.gov.cn/gongbao/content/2000/content_60507.htm
http://j.people.com.cn/zhuanti/Zhuanti_16.html
http://www.gov.cn/zwgk/2008-09/12/content_1094487.htm
http://www.gov.cn/zwgk/2008-09/12/content_1094487.htm
http://www.china-news.co.jp/node/46925
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事業許可 外商投資によるインターネ

ット、自動販売機方式での販

売プロジェクトの審査認可

管理に関する問題について

の通知 

外資企業によるネット販売業務を許容 （中国語） 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/201009/2

0100907160053.html?1604324126=1168016647 

（日本語訳） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/inves

t_062.pdf 

サイト開設 インターネット商品取引お

よび関連サービス行為管理

暫定弁法 

インターネット上での商品販売について

の規定 

（中国語） 

http://www.saic.gov.cn/ywdt/gsyw/zjyw/xxb/2010

06/t20100601_88891.html 

（日本語解説） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/inves

t_061.html 

商品表示 商標法 商標権に関する規定 （中国語） 

http://www.customs.gov.cn/Default.aspx?TabID=4

33&InfoID=4642&SettingModuleID=4876 

中華人民共和国の商標法の実施のための規則(中国

語) 

http://www.customs.gov.cn/Default.aspx?TabID=4

33&InfoID=7539&SettingModuleID=4877 

（日本語） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pd

f/regulation/20011027.pdf 

  

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/201009/20100907160053.html?1604324126=1168016647
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/201009/20100907160053.html?1604324126=1168016647
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/invest_062.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/invest_062.pdf
http://www.saic.gov.cn/ywdt/gsyw/zjyw/xxb/201006/t20100601_88891.html
http://www.saic.gov.cn/ywdt/gsyw/zjyw/xxb/201006/t20100601_88891.html
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/invest_061.html
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/invest_061.html
http://www.customs.gov.cn/Default.aspx?TabID=433&InfoID=4642&SettingModuleID=4876
http://www.customs.gov.cn/Default.aspx?TabID=433&InfoID=4642&SettingModuleID=4876
http://www.customs.gov.cn/Default.aspx?TabID=433&InfoID=7539&SettingModuleID=4877
http://www.customs.gov.cn/Default.aspx?TabID=433&InfoID=7539&SettingModuleID=4877
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20011027.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20011027.pdf
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販売手法 契約法 中国の内資企業、外資企業を問わず、すべ

ての取引契約について規定 

（中国語） 

http://www.gov.cn/banshi/2005-07/11/content_13

695_6.htm 

（日本語訳抄録） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pd

f/regulation/19990315.pdf 

販売手法 反不正競争防止法 不正競争行為、不公正な取引行為について

の禁止 

（中国語） 

http://www.gov.cn/banshi/2005-08/31/content_68

766.htm 

（日本語訳） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pd

f/regulation/19930902.pdf 

広告・ＰＲ 広告法 広告主、広告業者、広告発表者（メディア）

に対する規制 

（中国語） 

http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/199410/t1994102

7_45767.html 

（日本語訳） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pd

f/regulation/19941027.pdf 

消費者保護 製品品質法 製造物責任および瑕疵担保責任について

規定 

（中国語） 

http://www.cnca.gov.cn/rjwzcfl/flfg/fl/495.sht

ml 

（日本語訳） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pd

f/regulation/20000708.pdf 

  

http://www.gov.cn/banshi/2005-07/11/content_13695_6.htm
http://www.gov.cn/banshi/2005-07/11/content_13695_6.htm
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/19990315.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/19990315.pdf
http://www.gov.cn/banshi/2005-08/31/content_68766.htm
http://www.gov.cn/banshi/2005-08/31/content_68766.htm
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/19930902.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/19930902.pdf
http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/199410/t19941027_45767.html
http://www.saic.gov.cn/zcfg/fl/199410/t19941027_45767.html
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/19941027.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/19941027.pdf
http://www.cnca.gov.cn/rjwzcfl/flfg/fl/495.shtml
http://www.cnca.gov.cn/rjwzcfl/flfg/fl/495.shtml
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20000708.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20000708.pdf
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消費者保護 消費者権益保護法 消費者の権利、経営者義務、消費者保護体

制、消費者保護団体等について規定 

（中国語） 

http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-08/31/conte

nt_27884.htm 

国立国会図書館 諸外国における「消費者の権利」

規定 

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue

/0448.pdf 

消費者保護 権利侵害責任法 個人の権利の保護、権利侵害の場合の賠償

責任を規定 

（中国語） 

http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497

435.htm 

（日本語訳） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pd

f/regulation/20100701.pdf 

 

  

http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-08/31/content_27884.htm
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-08/31/content_27884.htm
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0448.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0448.pdf
http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497435.htm
http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497435.htm
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20100701.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20100701.pdf
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2. 台湾 

対象 法制度名 概要 URL 

法人設立 会社法 法人設立について規定 電子商務小六法を参照 

法人設立 外国人投資条例 外資企業が台湾で会社を設立する際の手

続き、申請方法を規定 

（日本語解説） 

http://www.jetro.go.jp/jfile/country/tw/invest_02

/pdfs/taiwan_gaishikisei_negativelist0903.pdf 

禁止商品 販売禁止商品のリスト 

 

インターネットでの販売禁止商品リスト （中国語） 

http://gcis.nat.gov.tw/eclaw/tjk/chinese/tjk_tw_H

otNewsView.asp?sno=OX]R 

商品表示 小売業等網路公益定型化契約

応記載及不得記載事項 

サイトでの表示義務および表示禁止内容

について規定 

（中国語） 

http://www.ey.gov.tw/news4.aspx?n=306E238316B5F61

E&sms=C111DF90EDBE5FE7 

広告・PR 公平取引法 詐欺や虚偽不実にあたる広告の規制 電子商務小六法を参照 

会員管理 個人情報保護法 個人情報管理についての規定 （中国語） 

http://pipa.moj.gov.tw/lp.asp?ctNode=382&ctUnit=1

07&baseDSD=7&mp=1 

消費者保護 消費者保護法 インターネット売買でのクーリングオフ

について規定 

（中国語） 

http://gcis.nat.gov.tw/eclaw/e28_Body.asp?PageCod

e=ebk2_1 

※ このほか、「電子商務小六法」経済部商業司出版、「電子商務法律 適用解析」経済部商業司出版が出版されておりそちらも参照されたい。

関連法はすべて「電子商務小六法」に記載がある。「電子商務法律 適用解析」については各法律の解釈も記載されている。 

※ 経済部商業司では「電子商務年鑑」を毎年発行しており、そちらにも各法律の概要が記載されている。 

（http://ecommerce.org.tw/knowledge_research_list.php?ctype=3）  

http://www.jetro.go.jp/jfile/country/tw/invest_02/pdfs/taiwan_gaishikisei_negativelist0903.pdf
http://www.jetro.go.jp/jfile/country/tw/invest_02/pdfs/taiwan_gaishikisei_negativelist0903.pdf
http://gcis.nat.gov.tw/eclaw/tjk/chinese/tjk_tw_HotNewsView.asp?sno=OX%5dR
http://gcis.nat.gov.tw/eclaw/tjk/chinese/tjk_tw_HotNewsView.asp?sno=OX%5dR
http://www.ey.gov.tw/news4.aspx?n=306E238316B5F61E&sms=C111DF90EDBE5FE7
http://www.ey.gov.tw/news4.aspx?n=306E238316B5F61E&sms=C111DF90EDBE5FE7
http://pipa.moj.gov.tw/lp.asp?ctNode=382&ctUnit=107&baseDSD=7&mp=1
http://pipa.moj.gov.tw/lp.asp?ctNode=382&ctUnit=107&baseDSD=7&mp=1
http://gcis.nat.gov.tw/eclaw/e28_Body.asp?PageCode=ebk2_1
http://gcis.nat.gov.tw/eclaw/e28_Body.asp?PageCode=ebk2_1
http://ecommerce.org.tw/knowledge_research_list.php?ctype=3
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3. ベトナム 

対象 法制度名 概要 URL 

法人設立 共通投資法 外資が会社設立する際の手続き規定 （日本語解説） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/qa/03/04J-01

0451 

法人設立 統一企業法 企業の機関設計、決議方法、組織運営方法

の規定 

（英語） 

http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Lw60na29No

v05Enterprises[10Apr06].pdf 

事業許可 電子商取引に関する政令  

No. 46/2010/TT-BCT 

電子商取引を実施する際の届出事項を規

定 

（ベトナム語） 

http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/Dis

pForm.aspx?ID=7730 

サイト開設 電子取引法 

(Law on E-transactions) 

データメッセージの法的有効性、電子商取

引に関するセキュリティ、安全性、機密性

等を規定 

（英語） 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English/leg

aldocuments/Policies?categoryId=886&articleId=100

01393 

禁止商品 商業法に関する政令  

No. 59/2006/ND-CP 

販売規制品のリスト （英語） 

http://www.dncustoms.gov.vn/web_english/english/n

ghi_dinh/59_ND_CP_12_06_2006.htm 

商品表示 電子商取引に関する政令  

No. 46/2010/TT-BCT 

ウェブサイト上に記載しなければならな

い事項を規定 

（英語） 

http://lawfirm.vn/?a=doc&id=2050 

広告・ＰＲ 広告法 

No. 16/2012/QH13 

広告が禁止されている商品や、禁止されて

いる広告手法などを規定 

（ベトナム語） 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Quang-cao-

2012-vb142541.aspx 

  

http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/qa/03/04J-010451
http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/qa/03/04J-010451
http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Lw60na29Nov05Enterprises%5b10Apr06%5d.pdf
http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Lw60na29Nov05Enterprises%5b10Apr06%5d.pdf
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English/legaldocuments/Policies?categoryId=886&articleId=10001393
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English/legaldocuments/Policies?categoryId=886&articleId=10001393
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English/legaldocuments/Policies?categoryId=886&articleId=10001393
http://www.dncustoms.gov.vn/web_english/english/nghi_dinh/59_ND_CP_12_06_2006.htm
http://www.dncustoms.gov.vn/web_english/english/nghi_dinh/59_ND_CP_12_06_2006.htm
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消費者保護 消費者保護法 

No. 59/2010/QH12 

消費者保護について規定 （ベトナム語） 

http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/Vi

ewDetails.aspx?List=b83d2062-3090-4797-af61-7498e

ff47f51&ID=5927 

 

 

 

4. インドネシア 

対象 法制度名 概要 URL 

法人設立 投資に関する法律 2007 年 25

号 

投資手続き、投資禁止/規制業種を規定 http://www.bkpm-jpn.com/ 

事業許可 大統領令第 36 号（2010 年 5

月 25日付）  「投資ネガテ

ィブリスト」 

投資の禁止リスト 

販売禁止商品および輸入禁止商品リスト 

http://www6.bkpm.go.id/ 

 

サイト開設 

決済 

「情報および電子商取引に関

する」法律第 11 番 

公共サービスを運営する際の規制 

決済ルールに関する規定 

http://zaico.nl/files/RUU-ITE_english.pdf 

商品表示 

広告・ＰＲ 

消費者保護 

「消費者保護法」 法第 8番 商品ラベルの表示規定 

広告での禁止事項 

消費者保護規定 

http://www.cipatent.com/consumersprotectionlaw.pd

f 

 


