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Ⅰ.  はじめに 

 

 昨今の中国における新型コロナウイルスの蔓延により中国企業の事業活動に深刻な

影響が出ている。 

 各当局は、中国企業が事業継続できるよう、各分野について方針を打ち出している。

本稿は、各当局が決定した主要な施策について概略をまとめるものである（北京市及び

上海市において個別の条例等が制定されている場合には、その概要についてもまとめて

いる）。なお、本稿は、2020 年 2 月 24 日までに公表された情報に基づいているが、今

後も随時様々な施策が打ち出される可能性があるため、引き続き状況を注視する必要が

ある。 

 

Ⅱ.  労務関係 

 

1. 従業員の雇用保障（解雇制限） 

人材資源社会保障部による 2020 年 1 月 24 日付「新型コロナウイルス関連肺炎の

感染防止制御期間における労働関係に関する問題の適切な処理についての通知」（原

文「关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知」）（人社

庁明電[2020]5 号、以下「5 号通知」という。）によれば、従業員が新型コロナウイル

ス関連肺炎の患者、新型コロナウイルス関連肺炎の疑いのある患者又は濃厚接触者1

に該当し、隔離治療期間中、医学観察期間中、政府が実施した隔離措置又はその他の

緊急措置により、正常に労働を提供することができない場合であっても、企業は、当

該従業員に対し、当該期間中の労働報酬を支払わなければならず、労働契約法 40 条2

 
1 患者、疑いのある患者又は濃厚接触者の該当性基準は、国家衛生健康委員会弁公庁による「新型コロ

ナウイルス関連肺炎の感染防止制御方案」（原文「新型冠状病毒感染的肺炎防控方案」）に定められてい

る。 
2 「労働契約法」40 条によれば、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、使用者は、30 日

前までに労働者に対し書面で通知し又は 1 か月分の賃金を支払って、労働契約を解除することができる。

（1）労働者が病を患い、又は業務外の理由で負傷し、既定の医療期間の終了後も元の業務に従事でき
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及び 41 条3に基づき当該従業員との労働契約を解除してはならない（5 号通知 1 条）。

さらに、当該期間中に、従業員との間の労動契約の期間が満了した場合であっても、

労働契約は、当該期間中は終了せず、医療期間、医学観察期間、隔離期間又は政府が

実施した緊急措置終了後まで引き続き効力を有する（同条）。 

 また、感染の影響により生産経営が困難に陥る企業は、従業員との合意を経て、報

酬を調整し、部署及びシフトの変更、勤務時間を短縮する等の方法により職場の安定

化を図り、可能な限り人員削減を行わない又は人員削減を減らすよう努めなければな

らない（5 号通知 2 条）。なお、条件に適合する企業は、規定に従い職場安定補償金4を

受けることができる（同条）。 

 

2. 従業員の賃金支払い 

5 号通知 2 条によれば、企業は、下記のとおりに、従業員の賃金を支払わなければ

ならない5。 

① 企業の休業又は生産停止期間が 1 つの賃金支払周期内にある場合、企業は、労

働契約の規定に従い従業員の賃金を支払わなければならない。 

②-1 企業の休業又は生産停止期間が 1 つの賃金支払周期を超え、かつ、従業員が

労働を正常に提供した場合6、企業は、当該従業員に対して当地の最低賃金水準を下

回らない賃金を支払わなければならない。 

②-2 企業の休業又は生産停止期間が 1 つの賃金支払周期を超え、かつ、従業員が

労働を正常に提供しなかった場合、企業は、当該従業員に対して生活費7を支払わな

ければならない。 

 
ず、使用者が別に手配した業務にも従事することができない場合、（2）労働者が業務に不適任であり、

研修又は勤務部署の調整を経ても依然として業務に不適任である場合、（3）労働契約の締結時に拠り所

とした客観的状況に重大な変化が生じ、労働契約の履行が不可能になり、使用者と労働者との間で協議

を経ても労働契約の内容の変更について合意に達することができない場合。 
3 「労働契約法」41 条 1 項によれば、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、20 人以上の人員削

減、又は 20 人未満であるが企業の従業員総数の 10%以上を占める削減を行わなければならない場合、

使用者は、30 日前までに労働組合又は全従業員に対して状況を説明し、労働組合又は従業員の意見を聴

取した後、人員削減計画を労働行政部門に届け出て、人員を削減することができる。（1）企業破産法の

規定に従い更生（原文：「重整」）を行う場合、（2）生産経営に重大な困難が生じた場合、（3）企業の生

産の転換、重大な技術革新又は経営方式の調整により、労働契約の変更後もなお人員削減の必要がある

場合、（4）その他、労働契約締結時に拠り所とした客観的経済状況に重大な変化が生じたため、労働契

約の履行が不可能になった場合。 
4 「失業保険の利用による企業の職場の安定化への支援に関する通知」（原文「关于失业保险支持企业稳

定就业岗位的通知」）によれば、職場安定補償金政策とは、生産経営活動が国家及び当地の産業構造及び

環境保護政策に適合し、失業保険料を法により納付し、前年度の人員削減率が一定の比率に達すること

等の各地が規定する条件を満たした場合、企業及びその従業員が前年度に納付した失業保険料総額の一

部を職場安定補償金として企業に返還することをいう。 
5 「賃金支払暫定規定」12 条にも同趣旨の規定が定められている。 
6 例えば、企業の休業又は生産停止期間において、機械設備のメンテナンス等に従事する場合が考えら

れる。 
7 生活費の基準は、各省、自治区、直轄市が定める規則に従う。北京市において、関連生活費は最低賃

金水準の 70%を下回ってはならない（「感染防止制御期間における労働関係の安定の維持に関する問題

についての通知」（原文「关于做好疫情防控期间维护劳动关系稳定有关问题的通知」）（京人社労字〔2020〕

11 号））。上海市において、関連生活費は、最低賃金水準を下回ってはならない（上海市人材資源社会保

障局による「新型コロナウイルス関連肺炎への対応及び支援保障措置の実施に関する通知」（原文「关于

应对新型冠状病毒感染肺炎疫情实施支持保障措施的通知」））。 
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また、「新型コロナウイルス関連肺炎の感染防止制御期間における労働関係の安定

及び企業の事業・生産再開への支援の遂行に関する意見」（原文「关于做好新型冠状

病毒感染肺炎疫情防控期间稳定劳动关系支持企业复工复产的意见」）（人材資源社会保

障部、中華全国総工会、中国企業連合/中国企業家協会、全国商工業連合会、2020 年

2 月 7 日公布）によれば、①当局は、暫定的に賃金支払能力を欠く企業に対し、賃金

支払の延期について労働組合又は従業員代表と協議する8よう指導し、②当局は、企

業に対し、法により隔離され労働を正常に提供することができない従業員について、

労働契約の規定に従い賃金を支払うよう指導し、隔離期間満了後も休業して治療を受

ける必要がある従業員については医療期間に関する規定9に従い賃金を支払うとされ

ている（同意見 3 条）。 

 

3. 社会保険料・住宅積立金の納付免除、軽減及び延期 

人材資源社会保障部、財政部、税務総局による 2020 年 2 月 20 日付「企業の社会

保険料の段階的減免についての通知」（原文「关于阶段性减免企业社会保险费的通知」）

によれば、2020 年 2 月より、社会保険料のうち基本養老保険、失業保険及び労災保

険（以下「本保険」と総称する）の企業納付部分について、下表のとおり、免除、軽

減又は延期等が実施される。 

 

地域 適用対象 対応措置 期間 

湖北省 

以外の省 

中小零細企業10 本保険に係る保険料の企業納

付部分を免除する 

5 か月を超

えない 

大企業その他の社会保険

加入単位（機関・事業単位

を含まない） 

本保険に係る保険料の企業納

付部分を半額軽減する 

3 か月を超

えない 

湖北省 各社会保険加入単位（機

関・事業単位を含まない） 

本保険に係る保険料の企業納

付部分を免除する 

5 か月を超

えない 

全国 感染の影響により生産経

営が重大な困難に陥る企

業11 

本保険に係る保険料の納付期

限を延長し、かつ滞納金を免除

する 

6 か月を超

えない 

 

 住宅積立金の納付について、住宅都市農村建設部、財政部及び人民銀行による 2020

年 2 月 21 日付「新型コロナウイルス関連肺炎への適切な対応及び住宅積立金の段階

的支援政策の実施に関する通知」（原文「关于妥善应对新冠肺炎疫情实施住房公积金

 
8 労働部による「『賃金支払暫定規定』に関する問題についての補充規定」（原文「对『工资支付暂行规定』

有关问题的补充规定」）4 条によれば、生産経営が困難に陥り、資金調達に影響を受けた企業は、労働組合

の同意を取得した後、従業員の賃金支払いを延期することができる。延期期間の制限は、各省、自治区、

直轄市の労働部門により決定される。 
9 医療期間の賃金制度について、各地の規定を確認する必要がある。 
10 中小企業の分類は、「中小企業の分類基準に関する規定」（原文「中小企业划型标准规定」）（工信部聯企

業〔2011〕300 号）を参照されたい。 
11 「『労働法』における若干条文に関する説明」（原文「关于『中华人民共和国劳动法』若干条文的说明」）

によれば、「生産経営に重大な困難が生じた」ことについて、地方政府が規定する困難企業の基準に従い

認定される。 
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阶段性支持政策的通知」）によれば、感染の影響を受けた企業は、2 月から 6 月まで

の住宅積立金の納付期限の延長（2020 年 6 月 30 日までに納付12）を申請することが

できる。また、かかる納付期限の延長は、住宅積立金の積立及び貸付の申請に影響を

与えない（同通知 1 条）。 

 

4. その他 

新型コロナウイルス関連肺炎の予防及び治療業務において、医者、看護師及び関連

業務人員は、業務職責の履行により新型コロナウイルス関連肺炎に罹患し、又はそれ

によって死亡した場合、労災と認定され、法により労災保険給付を受けることができ

る13。他方、人材資源社会保障部の回答によれば、一般の従業員が業務中に新型コロ

ナウイルス関連肺炎に罹患した場合は、労災と認定されないとのことである14。 

 

Ⅲ.  企業手続関係 

 

新型コロナウイルスの感染を防止するため、企業手続（工商登記・登録、技術輸出入

契約の登記、及び事業集中審査等）については、政府機関に赴いて対人接触することを

回避すべく、オンラインでの処理が推奨され、かつそのための便宜を提供する通知等が

公布されている。主な内容は、以下のとおりである。 

 

1. 工商登記・登録について 

 2020 年 2 月 1 日に、市場監督管理総局が公布した「新型コロナウイルス肺炎の感

染防止制御期間における市場主体の登記登録業務の遂行に関する通知」（原文「关于

新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间做好市场主体登记注册工作的通知」）によれば、

疫病の予防管理期間中、工商登記・登録手続きの全過程においてネットワーク管理を

実施することを勧めるとされている。また、同通知は、各地の市場監督管理部門は、

積極的に企業の登記・登録業務に関する全過程をネットワークを通じて処理するよう

に誘導し、加えて郵送等のサービスを推進するものとしている。さらに、各地の市場

監督管理部門は、各部門が実施する措置を明らかにするため、新聞、政府のウェブサ

イト等の方法を通じて社会の公衆に知らせ、相談サービスの電話やメールアドレス等

を提供し、処理ルートと処理フローを明確にしなければならないとされている。 

 

（1）北京市の施策について 

「北京市市場監督管理局による感染防止制御期間におけるオンライン登記登録手

 
12 住宅積立金の本来の納付期限は、毎月の賃金支払日から 5 営業日以内である（「住宅積立金管理条例」

19 条）。 
13 人材資源社会保障部、財政部及び国家衛生健康委員会による 2020 年 1 月 23 日付「業務職責の履行

により新型コロナウイルス関連肺炎に感染した医師、看護師及び関連業務人員の保障問題についての通

知」（原文「因履行工作职责感染新型冠状病毒肺炎的医护及相关工作人员有关保障问题的通知」） 
14 人材資源社会保障部の WeChat 公衆号 2020 年 2 月 21 日付の記載。 
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続の推奨に関する提案書」（原文「北京市市场监督管理局关于在疫情防控期间提倡网

上办理登记注册事项的倡议书」）によれば、北京市の関連工商登記・登録業務は、北

京市の企業登録に関する「e 窓通」というサービスプラットフォーム（ウェブサイ

ト：https://ect.scjgj.beijing.gov.cn/index）に登録して、全過程をネットワークで処理

することとされている。なお、現場窓口で資料を提出する必要がある場合は、資料

の提出について延期をすることが推奨されている。また、オンライン相談（各部門

の照会先の詳細は下記をご参照： 

http://scjgj.beijing.gov.cn/zwxx/ttgg/202002/t20200203_1624293.html）、及びオンラ

インでの事前審査を利用することができる。 

 

（2）上海市の施策について 

「上海市市場監督局による感染防止制御期間における政務窓口業務のサービス方

式の調整に関する通知」（原文「上海市市场监管局关于调整疫情防控期间政务大厅办

事服务方式的通告」）によれば、企業の登記・登録、広告発行登録、重要な工業製品

の生産許可、計量許可、特殊設備許可、検査・測定資質の認定、特殊食品の許可等

について、当事者が上海市の「一網通」というプラットフォームに登録し、問い合

わせ及びネットワークで処理するとされている（ウェブサイト： 

http://zwdt.sh.gov.cn/govPortals/index.do）。 

また、「三品一械」（薬品、保健食品、特殊な医療用配合食品、医療機器）の広告審

査の事項について、当事者は、必要な申請資料を郵送することとされている（郵送

先：肇家浜路 301 号。表紙に「三品一械広告審査申請」と注記）。 

インターネットでの問い合わせや現地予約のための電話は、下記をご参照。 

http://scjgj.sh.gov.cn/shaic/html/govpub/2020-02-10-0000009a202002080002.html 

 

2. 技術輸出入契約の契約登記について 

 2020 年 2 月 3 日に、商務部が公布した「感染防止制御期間における技術輸出入関

連業務のさらなる円滑化に関する通知」（原文「商务部办公厅关于疫情防控期间进一

步便利技术进出口有关工作的通知」）によれば、2020 年 1 月 1 日から、商務部は、技

術の輸出入契約の登録をペーパーレス化で実施できる機能を追加し、契約登録申請書、

契約文書、契約の当事者身分証明文書等をオンラインでアップロードできるようにし

ている。契約文書が膨大でありオンラインでのアップロードが困難な場合には、契約

文書の重要なページのみをアップロードする等の柔軟な対応を認めることとし、疫病

の問題が収束した後に完全な契約文書に対して補充審査を行うこととしている。また、

技術輸出入事業者に対して契約登記証明書の送付サービスを提供することを奨励し

ている。具体的な問題については、商務部が発表した技術輸出入契約の契約登記に関

する対応部門である「商務部服務貿易司」（電話番号：010-65197167、65197443）

に照会していただきたい。 

 

https://ect.scjgj.beijing.gov.cn/index
http://scjgj.beijing.gov.cn/zwxx/ttgg/202002/t20200203_1624293.html
http://zwdt.sh.gov.cn/govPortals/index.do
http://scjgj.sh.gov.cn/shaic/html/govpub/2020-02-10-0000009a202002080002.html
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3. 事業者集中審査について 

 2020 年 2 月 5 日に、市場監督管理総局が公布した「感染防止制御期間における受

付等業務方式の調整に関する公告」（原文「市场监管总局关于调整疫情防控期间接待

等工作方式的公告」）によれば、事業者集中審査についても、対人接触しない方式で

行われることとされている。申告者は、事業者集中申告の資料及び補充回答の電子版

を反独占局のメールアドレス「fldj@samr.gov.cn」に送付し、ネットワーク上での申

告と提出を行う。ネットワークでの取扱いが不便な場合、関連書類を国家市場監督管

理総局反独占局（郵送先:北京市西城区三里河東路 8 号）に郵送する。受付通知、添

付書類リスト、立案通知及び各審査の決定は電子メール又はファクスで送付される。

詳細については、担当当局の電話（10-88650571、10-88650592）又は FAX

（10-68060820）に照会していただきたい。 

 

4. 外資企業に対する方針について 

商務部は、2020 年 2 月 10 日、「コロナウイルス疫病へ積極的な対応、外資企業サ

ービス及び企業誘致業務の強化に関する通知」を公布した。当該通知の趣旨は、新型

コロナウイルス蔓延防止措置を確実に実施しつつ、外資企業に対するサービスや投資

融資業務のためのあらゆる手段を講じることにある。 

当該通知においては、主に以下の各事項が定められている。当該通知の名宛人は、

各省、自治区、直轄市等の商務主管部門であり、各省、自治区、直轄市等の商務主管

部門は、当該通知の内容を実施することが求められている。 

 

• 外資企業が、秩序を保ちつつ、正常な生産活動を回復できるよう積極的に

支援する。特に、医療用防護服、マスク、防護眼鏡等の防護用品類を製造

する外資企業に対しては、特別対応により、迅速な生産再開を行い、これ

らの防護用品に対する需要を満たせるように全力を尽くす。 

• 外資による大規模プロジェクトに対する、行政サービスの保障を強化する。

関連部門と連携しつつ、用地、雇用、水道、電気等の方面における保障度

を強化し、企業による投資が計画通り実施できるように保障する。 

• 投資誘致の方法を刷新、改善する。人の移動が制限される等の目下の困難

な状況に対応するため、インターネットプラットフォームの長所を活かし、

オンラインコミュニケーション、テレビ会議、電子契約書等の方式を用い

て、ネットワーク上での投資誘致活動を積極的に行う。 

• 地方の事情に応じて、適切な援助を行う。各地の市場監督管理部門との連

携・コミュニケーションを強化し、適切な外商投資情報報告制度を実施し、

情報共有のタイミングの適時性、信憑性、正確性、完全性を確保する。 

• 事業環境の改善を継続する。外商投資法やその実施条例等を全面的に実施

し、公平、透明、予測可能な投資環境をつくる。 

 

mailto:fldj@samr.gov.cn
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     Ⅳ.  税務関係 

 

1. 徴収管理措置について 

国家税務総局は、新型肺炎の影響を受けた企業の負担を軽減し、新型肺炎の流行リ

スクを抑制するために、「税収職能の役割を十分発揮し、感染防止制御防衛戦への勝

利を支援するための若干措置に関する通知」及び「2020 年 2 月の納税申告期限のさ

らなる延長に関する事項についての通知」等の通知を公布し、税金の徴収管理に関す

る各種の特別措置を制定・実施した。 

 

（1）納税申告期限の延長 

 2020 年 2 月の納税申告期限について、従来の期限である 2 月 17 日から、湖北省は

3 月 6 日まで、湖北省以外の地域は、2 月 28 日まで延長された。さらに、新型肺炎

の影響より当該納税申告が遅延した場合、税務当局への書面説明を行うことで行政処

罰を免除可能とされた。 

 

（2）納税期限の延長 

新型肺炎の影響より生産経営の厳しい企業（特に小規模企業）については、納税期

限の延期を申請できる15。 

 

（3）税務サービス提供方式の多様化（オンライン化） 

オンライン納税事項の明確化やオンライン納税範囲の拡大等の措置により、「非対

面式」のオンラインでの税務サービスの提供を拡大・改善する。 

 

2. 税制優遇政策について 

また、上記の徴収管理に関する特別措置に加え、国家税務総局は、「新型コロナウ

イルス感染による肺炎感染防止制御の支援に関する税収政策についての公告」、「新型

コロナウイルス感染による肺炎感染防止制御の支援に関する税収徴収管理事項につ

いての公告」、「新型コロナウイルス感染による肺炎感染防止制御の支援に関する寄付

の税収政策についての公告」等の公告を公布して、新型肺炎に関する各種の税制優遇

政策を制定・実施した。 

さらに、各種の税制優遇政策を整理するものとして、国家税務総局は、2020 年 2

月 11 日に、「新型コロナウイルス肺炎感染防止制御税収優遇政策ガイドライン」を公

布した。当該ガイドラインは、「防護治療の支援」、「物資供給の支援」、「公益寄付の

奨励」及び「業務・生産再開の支援」の 4 つの側面から、全 12 項目の税制優遇政策

を整理・列挙しており、具体的な内容は以下のとおりである。 

なお、これらの税制優遇政策は臨時のものとされ、適用期限は新型肺炎の状況に応

 
15 「税収徴収管理法」31 条によれば、税務当局による納税期限の延期の期限は最長 3 か月間を超えて

はいけないとされており、今回の新型肺炎についても当該上限が適用される可能性がある。 
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じて別途公表するとされている。 

 

（1）防護治療に対する支援 

① 感染防護治療に参加した医療人員等が政府の定める基準に基づく感染防護治療

に係る臨時業務手当及び賞与を取得した場合、個人所得税を免除する。 

② 個人が単位の支給する新型肺炎感染予防のための防護用品等を取得した場合、個

人所得税を免除する。 

 

（2）物資供給に対する支援 

③ 感染防止制御重点保障物資生産企業については、増値税の繰越税額の増加分を全

額還付する。 

④ 納税者が感染防止制御重点保障物資の輸送を提供する場合の収入については、増

値税を免除する。 

⑤ 納税者が公共交通輸送サービス、生活サービス及び住民の生活必要物資の速達配

送サービスを提供する場合の収入については、増値税を免除する。 

⑥ 感染防止、制御重点物資生産企業による生産能力拡大のための設備購入について

は、企業所得税の税引前一括控除を認める。 

⑦ 衛生健康主管部門が輸入を手配した感染防止制御に直接用いる物資については、

関税の徴収を免除する。 

 

（3）公益寄付の奨励 

⑧ 公益的社会組織又は県級以上の人民政府及びその部門等の国の機関を通じて感

染対策のために寄付された現金及び物品については、企業所得税又は個人所得税

の税引前全額控除を認める。 

⑨ 感染防護治療の任務を担う病院に感染対策用の物品を直接寄贈する場合、企業所

得税又は個人所得税の税引前全額控除を認める。 

⑩ 感染対策のために無償で寄贈された貨物については、増値税、消費税、都市維持

建設税、教育費付加金及び地方教育付加金を免除する。 

⑪ 寄付の免税輸入範囲を拡大する。試薬、消毒物品、防護治療用品、救急車等も輸

入物資に含まれる。 

 

（4）業務・生産再開に対する支援 

⑫ 感染による影響が比較的大きく経営の厳しい業種及び企業については、2020 年

度に発生した欠損の繰越年数を通常の 5 年から最長 8 年まで延長する。経営の厳

しい企業は、交通運輸、飲食、宿泊及び旅行（旅行代理店及び関連サービス、観

光地管理の 2 種）の 4 業種とする。 

 

また、上記の優遇政策に加え、国家税務総局は、 2020 年 2 月 28 日に、「個人工商
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業者の業務再開を支援するための増値税政策に関する公告」を公布し、2020 年 3 月

1 日から 2020 年 5 月 31 日までの期間において、下表のとおり、小規模納税者に対す

る増値税の軽減・免除を規定した。 

 

納税者 
3%の税率が適用される 

課税売上収入 

3%の税率が適用される 

事前納付増値税項目 

湖北省の小規模納税者 免除 事前納付の一時中止 

湖北省以外の小規模納税者 1%を適用 1%を適用 

 

Ⅴ.  契約不可抗力関係 

 

1.  不可抗力に関する法律上の根拠規定 

新型肺炎の影響により、契約の規定通りの履行が難しい状況になった場合、履行遅

滞又は履行不能による違約責任を回避するため、不可抗力免責の主張が可能かが問題

となる。 

中国法上、民法総則、民法通則及び契約法等において、不可抗力に関する規定が存

在しており、それぞれの規定内容はほぼ同様であるが、契約の履行に関する問題につ

いては、契約法の規定が特別法として優先して適用され、かつ、規定内容も詳細とな

っている。 

契約法によれば、不可抗力により契約の履行が不能である場合は、不可抗力の影響

に基づき、責任を一部又は全部免除するとされている（117 条 1 項）。また、不可抗

力により契約目的の実現が不能となったときは、契約の解除も可能とされている（94

条 1 号）。 

また、不可抗力の意義について、「予見不能、回避不能かつ克服不能の客観的な情

況」をいうとし、①予見の不可能性、②回避の不可能性、及び、③克服の不可能性が

条件とされ、かつ、④これらの条件が主観的にではなく客観的に満たされていること

が要求されている（117 条 2 項）。 

さらに、不可抗力による免責を主張する条件として、債務者は、相手方に与えるお

それのある損失を軽減するために、(a)遅滞なく相手方に通知し、かつ、(b)合理的な

期間内に証明を提供しなければならないとされている（118 条）。 

なお、契約上、不可抗力事由の具体的な内容や、不可抗力免責を主張する際の要件

（通知期限や損害権限義務等）等が規定されている場合には、原則として当該規定が

優先されることになる。また、国際取引に関する契約等で、準拠法が中国法以外とさ

れている場合には、原則として当該準拠法に基づき解釈・判断がなされることになる。 

 

2. 不可抗力免責の可能性に関する司法解釈等 

新型肺炎による影響を理由とする不可抗力免責の可能性に関する考え方について、

最高人民法院による司法解釈等は公布されていない。 
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しかし、2003 年 6 月に、SARS の影響に関して最高人民法院により公布された、「最

高人民法院による伝染性非典型的肺炎の予防・治療期間における人民法院の関連裁判、

執行の遂行に関する通知」によれば、SARS の影響により、従前の契約に従って履行

すると一方当事者の権利に重大な影響が生じる契約紛争事件について、具体的な状況

に応じて公平の原則を適用して処理するとし、かつ、政府部門等が予防・治療の為に

講じた行政措置により、直接に契約の履行不能をもたらした場合、又は感染症の影響

により契約当事者が完全に履行不能となって紛争が生じた場合、不可抗力に関する契

約法 117 条及び 118 条の規定に基づいて適切に処理するとされている。当該司法解釈

は 2013 年に既に失効しているが、今回の新型肺炎と類似した状況に関するものとし

て、参考になるものと考えられる。 

また、地方レベルにおいては、上海市高級人民法院が 2020 年 2 月 8 日に公布した、

「上海市高級人民法院による裁判職能の役割の十分な発揮、法による感染防止制御の

ための司法サービス及び保障の提供に関する指導意見」において、「感染症の影響に

より、当事者が履行不能となり、又は、履行が当事者の権利に重大な影響をもたらす

場合、公平・誠実信用等の原則に従い、当事者間の合意内容、感染症の発展段階、感

染症と履行不能・履行困難との因果関係、及び感染症の影響の程度等の要素を総合的

に考慮し、不可抗力又は事情変更等の関連規定及び案件の具体的な状況に応じて適切

に処理する」と規定されている等、複数の地方において、上記 2003 年 6 月の司法解

釈とほぼ同様の内容の通知等が制定・公布されている。 

以上の SARS の際の司法解釈や、今回の肺炎に関する各地方における通知等の内容

に鑑みると、不可抗力による免責が認められるための考慮要素として、政府による措

置等の存在、履行不能等との因果関係、その他契約法上の要件（通知・証明の提供等）

の充足等が要求されており、新型肺炎の影響のみをもって直ちに不可抗力による免責

が認めるとはされていない点に留意を要する16。 

 

3.  不可抗力免責の可能性に関する施策・通知等 

（1）全人代レベル 

 全人代レベルでは、新型肺炎の影響で多くの契約上の義務が正常に履行できてい

ない状況に関して、新華社通信の記者からのインタビューに対して、全人代常務委

員会の担当者17が、新型肺炎から公衆の健康を保護するために政府が実施している防

止・制御措置により契約を履行できない場合、予見不能、回避不能かつ克服不能な

不可抗力に該当するとの見解が示されているが18、現時点で、具体的な立法等はなさ

れていない。 

 

 
16 実際に、2003 年に SARS の影響が深刻化した際も、裁判上常に不可抗力による免責等が認められたわ

けではなく、不可抗力免責等の主張が否定された裁判例も少なからず存在する。 
17 全人代常務委員会法制工作委員会発言者・研究室主任 
18 新華社通信による 2020 年 2 月 11 日付報道

（http://www.gov.cn/xinwen/2020-02/11/content_5477092.htm）。 

http://www.gov.cn/xinwen/2020-02/11/content_5477092.htm
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（2）中央行政部門レベル 

 中央行政部門レベルでは、商務部が、2020 年 2 月 5 日に「商務部による対外貿易

企業の感染症対応、困難克服及び損失減少への支援に関する通知」、2 月 18 日に「新

型コロナウイルス関連肺炎への対応、対外貿易・外資の安定化及び消費促進業務の

遂行に関する通知」を公布し、対外貿易企業及び対外プロジェクトの実施主体が、

新型肺炎により契約を期限通りに履行できない場合のために、貿易促進会や商会等

が、これらの企業に対して無償で不可抗力に関する事実の証明を発行することを要

請・推奨する旨を明確にしている。さらに、商務部は、2020 年 2 月 11 日に、「海外

進出中国企業の新型コロナウイルス関連肺炎対応業務に対する積極的な指導・支援

に関する通知」を公布し、各地の商務部門は、対外取引・進出を行っている国内企

業を指導し、契約規定に基づいて適時に不可抗力を主張させ、なるべく損失を減少

させる方針を明らかにしている。 

また、工業及び情報化部も、2020 年 2 月 9 日に、「新型コロナウイルス関連肺炎

への対応、中小企業の事業・生産再開問題の共同克服関連業務への支援に関する通

知」を公布し、中小企業のために対外貿易契約における不可抗力に関する事実証明

の発行について規定されている。 

これらの規定に基づき、例えば、中国国際貿易促進会（CCPIT）19では、不可抗力

に関する事実証明の発行を実施している。但し、上記 2.のとおり、新型肺炎の影響

があった場合に、常に不可抗力が認められるわけではなく、CCPIT により実際に発

行される事実性証明書においても、営業停止等の行政措置に関する事実を記載・証

明するものにとどまり、「不可抗力」自体を証明するものとはなっていない20。 

さらに、このような事実証明の発行は、あくまでも中国国内の企業に対して発行

されるものであり、中国国外の企業に対して発行されるものではない点にも留意を

要する。なお、日本企業においても、不可抗力の主張が認められる保証は無いもの

の、中国国内のサプライヤーからの供給が滞った場合に、当該サプライヤーに当該

事実証明を取得させて写し等の提供を受けることにより、納入先に対する不可抗力

等の主張の材料とすることは、一つの対応として考えられる。 

  

（3）地方レベル 

地方レベルにおいても、大要以下のような事項に関する施策・通知等が実施され

ている。 

① 貿易促進会や公証機構等による、新型肺炎の影響で契約を期限どおり履行できな

い又は履行自体が不能となった企業及び個人に対する、不可抗力に関連する事実

 
19 CCPIT ウェブサイト

（http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4324/2020/0217/1241033/content_1241033.htm） 

 2020 年 1 月 30 日に掲載された公表文によれば、新型肺炎の影響により、対外貿易契約を期限どおりに履

行できない又は履行自体が不能な場合、企業は CCPIT に不可抗力に関する事実性証明の発行を申請でき

るとされている。 
20 当該証明書については、上記 1.の契約法 118 条に定める不可抗力主張の要件の一つである証明資料とし

て使用することが可能と考えられる。 

http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4324/2020/0217/1241033/content_1241033.htm
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関係の証明書発行・公証手続の積極的な実施・支援等（北京市・上海市等） 

② 新型肺炎の影響に関する法律や契約上の不可抗力免責条項の適用及び効果等に

関する司法局による法的助言サービスの提供（上海市等） 

③ 新型肺炎の影響で企業が契約を期限どおり履行できなかった場合における、信用

失墜者リストへの登録免除（上海市等） 

④ 建設工事における不可抗力及び事情変更の認定及び適用に関する指導・支援（北

京市・上海市等） 

 

Ⅵ.  裁判関係 

 

1.  最高人民法院 

新型コロナウイルスに対応するため、最高人民法院は 2020 年 1 月 30 日に「新型

コロナウイルスの感染防止制御期間における訴訟サービス及び苦情申立・陳情業務に

関する通告」（原文「最高人民法院关于新型冠状病毒疫情防控期间诉讼服务和申诉信

访工作的通告」）を公布した。本通告は、最高人民法院本部、六つの巡回法廷及び知

的財産法廷は、対面での訴訟手続を停止し、訴訟資料の提出はオンラインまたは郵送

で受理するとしている。 

また、最高人民法院は、2020 年 2 月 14 日に「新型コロナウイルス関連肺炎の感染

防止制御期間におけるオンライン訴訟業務の強化及び規範化に関する通知」（原文「最

高人民法院关于新冠肺炎疫情防控期间加强和规范在线诉讼工作的通知」）を公布した。

同通知は、各級の人民法院は、事件類型や事件の複雑性等の条件を踏まえ、当事者の

同意を得て、オンラインで訴訟手続きを行うと規定する。また、当事者はオンライン

で訴訟手続きを進めることに同意しない場合、訴訟の延期を申請することができると

した21。 

 

2.  北京市 

北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院、北京市第二中級人民法院及び北京

市海淀区人民法院は、新型コロナウイルス対応に関する通知を公布した22。これらの

 
21 2020 年 2 月 23 日付「法制日報」によれば、訴訟の証人は正当な理由に基づき法廷に出席できない場

合、書面で証言を提出し、またはオンラインで証言することができるとされている。 
22 関連する通知は下表のとおり 
通知名称 原文 

北京市高級人民法院による新型コロナウイル

ス関連肺炎の感染防止制御期間における市全

域の法院の立件、訴訟サービス及び陳情受付

業務方式の調整に関する通告 

北京市高级人民法院关于新型冠状病毒感染肺炎疫情

防控期间全市法院调整立案、诉讼服务和信访接待工作

方式的通告 

北京市高級人民法院による新型コロナウイル

ス関連肺炎の感染防止制御期間における裁判

執行業務手配に関する公告 

北京市高级人民法院关于新型冠状病毒感染肺炎疫情

防控期间审判执行工作安排的公告 

北京市第一中級人民法院による新型コロナウ

イルス関連肺炎の感染防止制御期間における

裁判執行業務手配に関する公告 

北京市第一中级人民法院关于新型冠状病毒感染肺炎

疫情防控期间审判执行工作安排的公告 
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通知の主要な内容は以下のとおりである。 

① 人民法院への提訴は、原則ウェブサイトを通じて行う。ウェブサイトを通じた

提訴が困難である場合、郵送で提訴する。 

② 人民法院への訴訟資料の提出はオンラインで行う。 

③ 対面での訴訟手続は停止する。 

④ 人民法院は訴訟を延期することができる。また、当事者及び代理人も訴訟の延

期を申請できる。 

⑤ 人民法院への陳情は、法院ホットライン等を通じて行う。 

⑥ 人民法院に行く必要がある場合、マスクを着用し、体温検査を受けなければな

らない。 

 

なお、知的財産法院では新型コロナウイルスの感染拡大前からオンラインでの審理

プロセスを導入しているが、北京市知的財産法院のウェブサイトによれば、北京市知

的財産法院は、当事者への指導等によって、オンラインでの審理プロセスの適用を一

層進めるとのことである。 

 

3.  上海市 

上海市高級人民法院も、新型コロナウイルス対応に関して、当事者の申請により訴

訟手続を延期可能とすることや、対面での訴訟手続は原則停止し、オンラインで行う

こと等を主な内容とする通知を公布した23。 

 

 

 
北京市第二中級人民法院による新型コロナウ

イルス関連肺炎の感染防止制御期間における

立件、訴訟サービス及び陳情受付業務方式の

調整に関する通告 

北京市第二中级人民法院关于新型冠状病毒感染肺炎

疫情防控期间调整立案、诉讼服务和信访接待工作方式

的通告 

北京市海淀区人民法院による新型コロナウイ

ルス関連肺炎の感染防止制御期間における裁

判執行業務手配に関する公告 

北京市海淀区人民法院关于新型冠状病毒感染肺炎疫

情防控期间审判执行工作安排的公告 

北京市海淀区人民法院による新型コロナウイ

ルス関連肺炎の感染防止制御期間における立

件、訴訟サービス及び陳情受付業務方式の調

整に関する通告 

北京市海淀区人民法院关于新型冠状病毒感染肺炎疫

情防控期间调整立案、诉讼服务和信访接待工作方式的

通告 

 
23 関連する通知は下表のとおり 
通知名称 原文 

上海市高級人民法院による新型コロナウイル

ス関連肺炎の感染防止制御業務のさらなる遂

行に関する通知 

上海市高级人民法院关于进一步做好新型冠状病毒感

染的肺炎疫情防控工作的通知 

上海市高級人民法院による感染防止制御期間

における市全域の法院の訴訟サービス及び立

件・陳情受付業務方式の調整に関する通告 

上海市高级人民法院关于疫情防控期间全市法院调整

诉讼服务和立案信访接待工作方式的通告 

上海市高級人民法院によるオンライン法廷審

理の積極的な普及及び厳格な規範化に関する

通知 

上海市高级人民法院关于积极推广并严格规范在线庭

审的通知 
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文献情報 

➢ 論文     「外商投資法実施条例」について」 

掲載誌   国際商事法務 vol.48, No.2 2020 年 2 月号 

著者    福島 翔平、崔 俊 

 

NEWS 

➢ パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 11 名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

 

【パートナー】 

佐伯 優仁、小山 浩、浅井 大輔、川端 健太、高宮 雄介、邉 英基、宮田 俊、新

井 朗司、市村 拓斗、辰野 嘉則、石田 幹人 

 

また、同日付で 12 名の弁護士がカウンセルに就任いたしました。 

 

【カウンセル】 

濱 史子、樋本 義和、臼井 慶宜、梅本 麻衣、田尻 佳菜子、佐藤 典仁、白川 剛

士、中島 悠助、篠原 孝典、湯川 昌紀、間所 光洋、李 珉 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、日々

研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

➢ 【重要】当事務所および弁護士の名前を装った詐欺事案にご注意ください 

従前より、当事務所および弁護士の名前を装い、遺産相続を名目とした架空の契

約書や手続き書類等が送られてくる詐欺事案についてご注意をお願いしておりま

した。引き続き同種のお問い合わせをいただいておりますので、改めてご注意く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

当事務所は、このような事件には一切関係がございません。送られてくる書類等

には、発信者への返信や送金を促す内容等が記載されていることがありますが、

これらに対応されますと「振り込め詐欺」等の被害にあうおそれや、個人情報が

発信者に取得され悪用されるおそれ等があります。お心当たりのない連絡を受け

た場合は、すぐには応じず、相手の身元を十分にご確認ください。 

 

なお、不審な連絡等に関して当事務所にご質問・ご連絡をいただく場合は、当事

務所ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡いただきますようお願いい

たします。 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/contact/form.php?f=1
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【これまでに確認された不審な連絡の特徴】 

外国人からの英語での連絡 

当事務所の表記がなされているものの、当事務所のものと異なるレターヘッドが

利用された書類の送付 

当事務所に存在しない押印がされた書類の送付 

※今後も類似の手口が用いられる可能性があります。詐欺被害に遭わないよう、

くれぐれもご注意ください。 

 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

新型コロナウイルス感染症拡大に備え、当事務所では下記の対応を実施しており

します。 

 

■感染予防および拡大防止対策について 

新型コロナウイルス感染予防および拡大防止のため、当事務所の弁護士等が会議

等の場でマスクを着用していることがございます。何卒ご理解のほどお願い申し

上げます。 

 

■当事務所主催のセミナーについて 

今後の状況によって、当事務所主催のセミナーを中止もしくは延期させていただ

く場合がございますので、予めご了承ください。 

中止もしくは延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにその旨を

記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差し上げ

ます。 

なお、既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問い合わ

せください。 

 

■非対面会議の推奨について 

クライアント等の皆様との会議につきましては、電話等による非対面形式での実

施を推奨しております。 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 
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➢ Chambers Global 2020 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2020 で、当事務所は日本における以下の分野で上位グループ

にランキングされ、当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。当事務

所のバンコクオフィスおよびヤンゴンオフィスにおいても下記の分野で上位グ

ループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が下記の分野にて高い評

価を得ております。 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、GENERAL BUSINESS 

LAW — MYANMAR の分野でランクインし、ヤンゴンオフィスの代表である武川 

丈士が日本人として唯一ランクインしております。 

詳細は Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

 

分野 

JAPAN 

・ Banking & Finance (Band 1) 

・ Capital Markets (Band 1) 

・ Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Band 1) 

・ Corporate/M&A (Band 1) 

・ Dispute Resolution (Band 1) 

・ Intellectual Property (Band 2) 

・ International & Cross-Border Capabilities (Japanese Firms) (Band 1) 

 

MYANMAR 

・ General Business Law (Band 2) 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

・ Banking & Finance (Band 2) 

・ Corporate/M&A (Band 2) 

・ Projects & Energy (Band 2) 

 

弁護士 

JAPAN 

・ Banking & Finance 

  Leading Individual: 佐藤 正謙、小林 卓泰、青山 大樹 

  Senior Statespeople: 桑原 聡子 

・ Banking & Finance: Financial Services Regulation 

  Senior Statespeople: 石黒 徹 

・ Capital Markets 

  Leading Individual: 鈴木 克昌、尾本 太郎 



 
 

 

 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願

い申し上げます。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

17 
 

中中国国最最新新法法令令  <<  速速報報  >> 

  Senior Statespeople: 石黒 徹 

  Up and Coming: 根本 敏光 

・ Capital Markets: J-REITs 

  Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

・ Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

  Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 

・ Corporate/M&A 

  Leading Individual: 菊地 伸、桑原 聡子、棚橋 元、土屋 智弘、石綿 学、 

  大石 篤史、松村 祐土、紀平 貴之、小島 義博 

  Recognised Practitioner: 林 宏和 

・ Dispute Resolution 

  Leading Individual: 関戸 麦 

  Foreign expert for China: 射手矢 好雄 

・ Intellectual Property 

  Leading Individual: 三好 豊 

  Foreign expert for China: 小野寺 良文 

 

CHINA 

・ Dispute Resolution: Arbitration (International Firms) 

  Expertise based abroad in Japan: 射手矢 好雄 

・ Intellectual Property (International Firms) 

  Foreign Expertise based abroad in Japan: 小野寺 良文 

 

MYANMAR 

・ General Business Law 

  Leading Individual: 武川 丈士、キンチョー・チー、ウィン・ナイン 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited) 

・ Banking & Finance 

  Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポン 

  Recognised Practitioner: ジョセフ・ティスティウォン 

・ Corporate/M&A 

  Leading Individual: ラッタナ・プーンソムバットラート 

・ Projects & Energy 

  Leading Individual: ジェッサダー・サワッディポン、ジョセフ・ティスティ 

           ウォン 

 

 



 
 

 

 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願

い申し上げます。 
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（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

中国プラクティスグループ 

射手矢好雄、石本茂彦、江口拓哉、小野寺良文、康石、本間隆浩、森規光、原潔、 

山口健次郎、鈴木幹太、宇賀神崇、青山慎一、井上諒一、富永裕貴、水本真矢、 

福島翔平、岩佐勇希、真下敬太、木内 遼、塩崎 耕平、紫垣 遼介、本嶋 孔太郎 

李珉、姚珊、吉佳宜、崔俊、張超、解高潔、胡勤芳、高玉婷、柴巍、戴楽天、 

呉馳、孟立恵、張雪駿 

 

提携事務所 北京市中諮律師事務所 

張継文 

 
TOKYO 

〒100-8222 東京都千代田区丸の内 2-6-1 

丸の内パークビルディング 

TEL ： 03-5223-7713 

FAX ： 03-5223-7613 

 tokyo-sec@mhm-global.com 

 
SHANGHAI 
上海市浦東新区陸家嘴環路 1000 号 

恒生銀行大厦 6 階 200120 

TEL ： ＋86-21-6841-2500 

FAX ： ＋86-21-6841-2811 

 shanghai@mhm-global.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEIJING 

北京市朝陽区東三環北路 5 号 

北京発展大厦 316 号室 100004 

TEL ： ＋86-10-6590-9292 

FAX ： ＋86-10-6590-9290 

 beijing@mhm-global.com 
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