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中中国国最最新新法法令令  <<  速速報報  >> 

※月 2 回発行                   2020 年 6 月 19 日号（No.330） 

 

Ⅰ. 全人代レベル 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

1.「広東・香港・マカオビッグベイエリアの建設に対する 

  金融支援に関する意見」 

Ⅳ. 司法解釈 

1.「新型コロナウイルス肺炎感染症の蔓延に係る執行事件の 

  法に基づく適切な処理における若干問題に関する指導意見」 

2.「新型コロナウイルス肺炎感染症の蔓延に係る民事事件 

の法に基づく適切な審理における若干問題に関する指導意見（二）」 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

 

 
 

Ⅰ.  全人代レベル 

該当なし 

 

Ⅱ.  国務院レベル 

該当なし 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

 

1. 「広東・香港・マカオビッグベイエリアの建設に対する金融支援に

関する意見」 

（原文「关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见」） 

銀発〔2020〕95 号 

中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、国家外

貨管理局、2020 年 4 月 24 日公布、同日施行 

 

広東省の 9 都市（広州、深セン、佛山、東莞、恵州、中山、江門、珠海、肇慶）と

香港・マカオとの金融協力を深化し、広東・香港・マカオビッグベイエリア1（中国

 
1 2017 年 7 月 1 日、国家発展改革委員会及び香港特別行政区、マカオ特別行政区、広東省の各政府は、

国際的なベイエリアの構築を目指し、「広東、香港、マカオ協力の深化及びビッグベイエリア建設の推

進に関する枠組み協定」を策定した。広東・香港・マカオビッグベイエリアとは、香港・マカオ・広東

省の 9都市（広州、深セン、佛山、東莞、恵州、中山、江門、珠海、肇慶）をいう。2019年 2 月 18日、

中国共産党中央委員会及び国務院は、「広東・香港・マカオビッグベイエリア発展計画綱要」を公布し、

広東・香港・マカオビッグベイエリアの発展目標及び具体的な計画を定めた。 
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語：粤港澳大湾区）における金融支援を拡大するため、中国人民銀行、中国銀行保険

監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局は、2020 年 4 月 24 日、

「広東・香港・マカオビッグベイエリアの建設に対する金融支援に関する意見」（以

下「本意見」という。）を公布した。 

本意見では、広東・香港・マカオビッグベイエリアにおけるクロスボーダー貿易及

び投融資の利便性の増進、金融業の対外開放の拡大、資金調達の多元化の促進、金融

サービスにおけるイノベーションのレベルの向上、クロスボーダー金融におけるリス

クの防止、という 5 つの面から計 26 項の意見が示されている。本意見の主な内容は

以下のとおりである。 

 

（1）クロスボーダー貿易及び投融資の利便性の増進 

 クロスボーダーの貿易や投融資の利便性を促進するため、本意見は 12 項目を規定

している。例えば、広東省の 9 都市の企業が直接投資、外債及び国外上場等の資本

項目に関して、国外からの人民元を資金として国内で支払・決済をする場合、広東

省の 9 都市の銀行が当該支払・決済を直接処理することを、支援するとされている

（二の（七））。かかる意見の内容が実施された場合、広東省の 9 都市の企業は、上

記の場合に、銀行へ事前に真実性証明資料を提出する必要がなくなるものと見込ま

れる。 

 また、広東省の 9 都市において、人民元・外貨を一元化したクロスボーダー資金

プーリング業務の試験的運用が展開され、多国籍企業グループは、資金プーリング

において、必要に応じて人民元及び外貨資金を交換できるとされている（二の（十））。 

 その他、香港、マカオの機関投資家による適格外国有限パートナー（QFLP）2を

通じた広東省の 9 都市のプライベートエクイティファンドやスタートアップ企業へ

の投資や、適格国内有限パートナー（QDLP）及び適格国内投資企業（QDIE）3によ

る海外投資も支援するとされている（二の（十五））。 

 

（2）金融業の対外開放の拡大 

金融業の対外開放に関し、本意見は銀行業・証券業・保険業の開放について以下

の 3 項目を規定している。 

 銀行業の開放については、広東省の 9 都市において、商業銀行が外資出資持分比

率上限を設けない金融資産投資会社及び理財会社を発起設立することを支援し4、外

 
2 2011 年より、上海市、深セン市、珠海市、広州市等の地域において、外商投資持分投資企業及びその

管理企業の設立に関する制度（QFLP）が試験運用されている。 
3 国内適格投資家の国外投資制度として、2012 年より、QDLP 制度が上海市、天津市、青島市等の地域

で試験運用され、2014 年より、QDIE 制度が深セン市で試験運用されている。 
4 金融資産投資会社及び理財会社の外資持分比率制限について、ボアオ・アジア・フォーラム 2018年

年会において、中国人民銀行総裁は、商業銀行が発起設立した金融資産投資会社及び理財会社について、

外資持分比率を制限しないよう、2018 年末までに変更する旨を発表した。しかし、その後、公布された

「金融資産投資公司管理弁法（試行）」には外資持分比率の制限が定められていない。また、国務院金

融安定発展委員会による 2019年 7 月 20 日付「金融業対外開放のさらなる拡大の関連措置」によれば、

理財公司の対外開放について、国外資産管理機構が中資銀行もしくは保険会社の子会社と外国側を支配

株主とする理財会社の設立が認められている。 
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資が広東省の 9 都市の信託会社等の金融機構に投資することを奨励する（三の（十

七））。 

 証券業の開放については、広東省の 9 都市における、法律に基づいた外資持分支

配の証券会社、基金管理会社、先物取引会社の設立5を支援する（三の（十八））。 

 保険業の開放については、広東省の 9 都市における、外資持分支配の人身保険会

社6の設立、外資保険集団会社、再保険会社、保険代理及び保険アジャスター会社の

設立を支援する（三の（十九））。 

 

（3）資金調達の多元化の促進 

資金調達手段の多元化等に関して、本意見は 6 項目を規定している。例えば、非

投資性外商投資企業による持分投資の試験運用7を支援し、広東省の 9 都市の非投資

性外商投資企業が、資本項目収入又はその人民元に替えた資金を国内持分投資に用

いることや、資金を投資先企業の口座に振替入金することができるとされている（四

の（二十一））。 

 

その他、本意見では、金融サービスにおけるイノベーションのレベルの向上（2

項目）や、クロスボーダー金融におけるリスクの防止（3 項目）についても記載さ

れている。 

 

（全 6 条） 

 

Ⅳ.  司法解釈 

 

1. 「新型コロナウイルス肺炎感染症の蔓延に係る執行事件の法に基

づく適切な処理における若干問題に関する指導意見」 

法発［2020］16 号 

（原文「关于依法妥善办理涉新冠肺炎疫情执行案件若干问题的指导意见」） 

最高人民法院、2020 年 5 月 13 日公布、同日施行  

 

最高人民法院は、2020 年 5 月 13 日、「新型コロナウイルス肺炎感染症の蔓延に係

る執行事件の法に基づく適切な処理における若干問題に関する指導意見」（以下「本

指導意見」という。）を公布・施行した。 

本指導意見の主な内容は以下のとおりである。 

 
5 中国証券監督管理委員会は、2020 年 1月 1 日より、先物取引会社外資持分比率制限を取り消し、2020

年 4月 1 日より、証券会社及び基金管理会社の外資持分比率制限を取り消した。 
6 中国銀行保険監督管理委員会による「合弁生命保険会社外資持分比率制限の取消時点の明確に関する

通知」によれば、2020 年 1 月 1日より、人身保険業務を営む合弁保険会社の外資持分比率が取り消さ

れた。 
7 国家外貨管理局による 2019年 10 月 23 日付「クロスボーダー貿易投資の手続簡略化のさらなる促進

に関する通知」によれば、非投資性外商投資企業の資本金により国内持分投資の制限が取り消された。 
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（1）請求権の行使不能、債務不履行等の場合の処理 

本指導意見は、新型コロナウイルス肺炎感染症の蔓延により、請求権の行使不能、

債務不履行等となった場合の処理を明確にした。 

① 執行申立時効の停止（2 条） 

債権者が、執行申立時効期間の満了前 6 か月内に、新型コロナウイルス感染症又

はその蔓延防止措置により、請求権を行使することができなくなった場合、当該債

権者は、「民事訴訟法の執行手続の適用における若干問題に関する解釈」第 27 条8に

基づき執行申立時効の停止を主張することができ、人民法院は当該主張を支持する

とされた。 

② 執行和解合意の不履行に基づく執行回復の不支持（6 条） 

「民事訴訟法」230 条 2 項によれば、被執行当事者が執行和解合意を履行しない

場合に、人民法院は、当事者の申立てにより、当該和解合意以前に効力の生じてい

た法律文書に基づく執行を回復させること（以下「執行回復」という。）ができると

されている。一方、本指導意見において、当事者双方が新型コロナウイルス感染症

が発生する前に和解合意に至ったものの、被執行当事者が新型コロナウイルス感染

症又はその蔓延防止措置の直接の影響により、和解合意に基づく義務を期限内に履

行できなくなった場合、人民法院は、執行当事者による執行回復の申立てについて、

当事者間で別段の合意なき限り、支持しないとされた9。 

③ 割増債務利息の減免（8 条） 

「民事訴訟法」253 条によれば、被執行者が判決、裁定その他の法律文書の指定

する期間内に金銭給付の義務を履行しない場合には、履行遅延期間の債務利息を割

増して支払わなければならないとされている（以下「割増債務利息」という。）。一

方、本指導意見において、被執行者が、新型コロナウイルス感染症又はその蔓延防

止措置の直接の影響により金銭給付の義務を履行できなかったことを理由として、

当該義務の履行ができなかった期間の割増債務利息の減免を申請し、審査の上それ

が事実であると証明された場合、人民法院は、当該割増債務利息の減免を支持しな

ければならないとされた。 

 

 

 

 

 
8 債権者が執行申立時効期間の最後の 6か月内に、不可抗力又はその他の障害により、請求権を行使す

ることができなくなった場合には、執行申立時効は停止する。執行申立時効期間は、時効停止の事由が

除去された日から継続して起算する。 
9 これは「執行和解の若干問題に関する規定」（2018 年 2月 22 日公布、同年 3月 1 日施行）11 条（4）

に依拠すると思われる。なお、同条は、「以下のいずれかに該当する場合に人民法院は執行当事者によ

る執行回復の申立てについて回復しないと裁定する。（1）執行和解合意書の履行が完了した後に執行

回復の申立がなされた場合（2）執行和解合意書に定められる履行期限が満了していない場合、又は履

行条件が満たされていない場合（但し、契約法 108条が規定する状況を除く。）（3）被執行当事者が

執行和解合意書の定めのとおり義務を履行している場合（4）その他執行回復の条件を満たしていない

場合」と規定している。 
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（2）善意文明執行理念10の徹底 

本指導意見は、新型コロナウイルス肺炎感染症の蔓延に係る執行事件を処理する

にあたり、以下のとおり、善意文明執行理念を徹底することを強調した。 

① 適切な財産保全措置の選択（3 条） 

財産保全措置の執行に際しては、被執行者が当該執行対象財産を自由に処分しな

いことを確保しつつ、可能な限り、被執行者が当該執行対象財産を引き続き使用で

きるようにしなければならないとされた11。また、被執行者が執行対象となり得る財

産を複数有している場合、その生産と生活に与える影響が比較的低く、かつ、執行

が容易な財産を選んで執行しなければならないとされた。 

② 信用懲戒・消費制限措置の的確な適用（7 条） 

人民法院は、新型コロナウイルス肺炎感染症の蔓延期間において、発展改革部門、

工業・情報化部門により策定された、全国又は地方の新型コロナウイルス感染症の

蔓延防止重点保障企業リストに掲載されている企業に対しては、原則、信用懲戒・

消費制限措置を適用してはならないとされた。 

感染症の蔓延の影響を受けて、一時的に経営困難になった企業に対して信用懲

戒・消費制限措置が適用される場合、人民法院は、当該企業に対して、原則、3 か

月の猶予期間を与えるとされた。 

感染症の蔓延の影響を受けた企業が、業務・生産の再開のために信用懲戒・消費

制限措置を一時的に解除することを申請した場合、人民法院は、執行申立人と積極

的に交渉し、その同意を得た上で当該措置を速やかに解除するとされた。 

③ 破産和解と破産更生制度の活用（9 条） 

人民法院は、企業が破産和解と破産更生制度により経営を回復することができる

場合、執行手続から破産審査への移送を推進するとされた。 

 

（3）情報化執行手段の推進 

新型コロナウイルス肺炎感染症の蔓延が執行へ与える影響を軽減するために、オ

ンライン司法競売等の情報化手段を十分に利用するとされた（10 条）。但し、被執

行者が、新型コロナウイルス肺炎感染症の蔓延期間に競売を実施すると競売対象財

産の価値が著しく下落してしまうことを証明し、競売の延期又は中止を申請した場

合、人民法院は、当該申請を許可することができるとされた。また、人民法院は、

財産の性質によっては、被執行者が自ら財産を売却し、又は融資を受ける等の方法

を以って債務を弁済することを許可することができるとされた（4 条）。 

（全 10 条） 

 
10 最高人民法院は、2019年 12月 16 日、「執行業務において善意文明執行理念をより一層強化するこ

とに関する意見」（原文「在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见」）を公布し、過剰な財産

保全措置の禁止、適当な換価措置の選択、信用懲戒リストと消費制限リストへの組み入れに係る厳格な

規範化等を求めた。このような執行方針を一般的に「善意文明執行理念」という。 
11 例えば、（i）被執行者の預金を凍結する場合は、凍結する具体的な金額を明確にしなければならず、

凍結すべき資金以外の資金の流通と口座の使用の利用に影響を及ぼしてはならない、（ii）被執行人が建

設中の建造物について財産保全措置を執行する場合は、原則、当該建造物を引き続き建設することを許

可しなければならないなどとされた。 
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2. 「新型コロナウイルス肺炎感染症の蔓延に係る民事事件の法に基

づく適切な審理における若干問題に関する指導意見（二）」 

法発［2020］17 号 

（原文「关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）」） 

最高人民法院、2020 年 5 月 15 日公布、施行 

 

最高人民法院は、2020 年 5 月 15 日、「新型コロナウイルス肺炎感染症の蔓延に係

る民事事件の法に基づく適切な審理における若干問題に関する指導意見（二）」（以下

「本指導意見」という。）を公布した。 

本指導意見は、2020 年 4 月 16 日に公布された「新型コロナウイルス肺炎感染症の

蔓延に係る民事事件の法に基づく適切な審理における若干問題に関する指導意見

（一）」12に続き、新型コロナウイルス感染症が蔓延している状況下での民事事件の審

理に関する諸問題について対応方法を定めるものである。 

本指導意見の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）契約関連事件について 

本指導意見は、新型コロナウイルス肺炎感染症又は蔓延防止措置に関連して生じ

た契約関連事件に関して、取引の継続を推奨し、契約の解除は慎重に行い、可能な

限り契約を変更することにより当事者の利益の均衡を図るという方針を基本として

いる13。 

① 売買契約 

売買契約について、当事者が約定した期限通りに契約を履行できない場合や履行

コストが増加する場合であっても、履行をすれば契約の目的を実現できる場合には、

契約の解除請求は認められない。契約の目的を実現できない場合、買主による契約

解除の請求、前払金又は手付金の返還請求までは認められるが、買主が売主の違約

責任を追及する場合は、人民法院は支持しない（1 条）。 

また、元の内容のまま売買契約の履行を継続することが一方当事者にとって著し

く不公平な場合で、不利益を受ける当事者が代金の調整を請求したとき、又は、履

行期限の変更を求めたときは、人民法院は事件の実際の状況に照らして、公平の原

則に基づき、代金を調整し、又は履行期限を変更しなければならない（2 条 1 項）。

この場合、契約の変更について、当事者が違約責任を追及することは認められない

（2 条 2 項）。 

② 不動産関連契約 

不動産売買契約に関しては、約定通りに不動産を引渡せない、又は代金支払いが

できない場合であっても、契約の解除、相手方当事者の違約責任の追及は認められ

ない。他方、人民法院は実際の状況に照らし、公平の原則に基づき、当事者の請求

 
12 本ニュースレターNo.326（2020年 4月 30 日発行）をご参照ください。 
13 本指導意見に関する記者会見。http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/19/content_5513021.htm 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00041901/20200430-060730.pdf
http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/19/content_5513021.htm
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に基づき、契約の履行期間を変更しなければならない（4 条）。 

経営のために不動産を賃借している場合において、賃借人が、その資金繰りが困

難になったこと等により、期限通りに賃料を支払わなかった場合、これを理由に賃

貸人が賃貸借契約の解除を求め、賃借人に違約責任を追及したとしても、人民法院

は支持しない（5 条 1 項）。対象不動産が非国有建物の場合で、本来の賃料を支払う

のが賃借人にとって明らかに不公平である場合、人民法院は賃料の減免、賃貸期間

の延長、又は賃料支払いの延期について調解するよう誘導し、調解できない場合、

人民法院は公平の原則に基づき、契約を変更しなければならない（6 条 2 項）14。 

③ その他の契約 

そのほか、工事履行契約、オフライン教育契約についても契約の解除を慎重に行

い、公平の原則に基づき、契約変更により解決するという方針に従い、対応方針が

規定されている（7 条、8 条）。 

 

（2）金融関連事件について 

① 金融消費貸借に関する紛争 

本指導意見は、人民法院は、金融消費貸借に関する紛争の審理にあたり、金融支

援政策を考慮しなければならないと定めた。具体的には、金融機関が金融支援政策

に違反し、貸付契約を早期に終了させ、又は一方的に契約を解除することを主張し

た場合、これを支持しないこと、また、金融機関が形を変えて金利を受け取ること

について、国家の優遇金利政策より超過した部分を受領することを認めないこと等

が挙げられた（10 条）。 

② 株式質権設定及び信用取引紛争 

株式質権設定及び信用取引紛争に関して、人民法院は証券監督委員会による関連

政策を参照し、証券会社とクライアントが協議して紛争を解決するよう誘導するこ

とができる。協議が整わない場合、証券会社が規定に違反して強制的に返済をさせ

ることにより、クライアントの損失を拡大させた部分についての当該クライアント

の損害賠償請求は認められるとされる（12 条）。 

③ 医療保険契約紛争 

新型コロナウイルスに関連する医療保険契約紛争事件を審理する際に、保険人が

新型コロナウイルス感染症は商業医療保険契約で約定した重大疾病又は保険事故に

該当しないと抗弁した場合、人民法院は支持しない。さらに、新型コロナウイルス

に感染した被保険人が保険契約で定めた医療機関以外の医療機関で受診した場合、

又は、新型コロナウイルス以外の疾病を罹患し、新型コロナウイルス感染症の蔓延

防止措置により、保険契約で約定した医療機関以外の医療機関に受診した場合、発

 
14 一方、国有企業の建物及び政府機関、大学、研究所等行政事業単位の建物を経営のために賃借し、新

型コロナウイルスによる感染症又は蔓延防止措置により経営困難になったサービス業零細企業、個人事

業主等の賃借人が、国家の政策に基づき、一定期限内の賃料の免除を請求した場合、人民法院が支持す

る（本指導意見 6条 1 項）。また、展覧会、会議等特定の目的のために締結した一時的な賃貸借契約に

ついては、関連のイベントが中止となった場合には、賃借人が賃貸借契約を解除し、前払金又は手付金

の返還を求めたとき、人民法院はこれを支持する。 
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生した費用について保険人に対して請求したとき、人民法院は当該請求を支持する

（15 条）。 

 

（3）破産関連事件について 

本指導意見は、破産関連事件の審理について、破産手続きを通じて、債権者、債

務者の利益を最大化し、企業を救済することを目的とするという方針に従い、対応

方針を規定している15。 

新型コロナウイルスによる感染症又は蔓延防止措置の影響により、期限が到来し

た債務を弁済できなかったことで、債権者が破産申請をした場合、人民法院は、債

権者と債務者との協議を促し、分割払い、履行期限の延長、契約対価の変更などの

方法により破産原因を消滅させ、又は、法廷外の調解、法廷外再編、再生前協議16等

の方法により、企業の救済を積極に実現させなければならない（17 条） 

企業の破産申請がされた場合、人民法院は、新型コロナウイルスによる感染症が

発生する前の状況や、企業の経営継続能力、業界の将来性等に基づき、企業の返済

能力を総合的に判断して、破産申請を受理するか否かを判断しなければならない（18

条）。 

その他、債務の執行手続きと企業破産手続きの連携（19 条）や、新型コロナウイ

ルスによる感染症又は蔓延防止措置の影響で、破産再生手続きにおける再生計画案

を提出できなかった場合（20 条 1 項）、再生計画又は和解協議の執行ができなかっ

た場合（20 条 2 項）、債権者が期限内に債権申告又は証拠資料の提供ができなかっ

た場合（21 条）の対応について定めている。 

 

                                     （全 23 条） 

 

Ⅴ.  地方レベル 

該当なし 

 

Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

該当なし 

 

 

 

 

 

 
15 本指導意見に関する記者会見。http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/19/content_5513021.htm 
16 中国語では「預重整」という。破産再生手続を開始する前に、債権者、出資者の間で、再生計画につ

いて、事前に十分の協議を行い、再生計画案草案を作成すること等により、破産再生手続開始後に、再

生計画についての意見が整わないリスクを低減させ、破産再生手続を効率的に行うことを目的とする実

務である。 

http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/19/content_5513021.htm
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文献情報 

➢ 論文   「中国最新法律事情（241）新型コロナウイルス感染症の影響による 

      不可抗力規定の適用等に関する最高人民法院の司法解釈について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.48 No.6 

著者     崔 俊、紫垣 遼介、沈 暘 

 

NEWS 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 
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