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※月 2 回発行                   2020 年 5 月 29 日号（No.328） 

 

Ⅰ. 全人代レベル 

1.「固体廃棄物環境汚染防止改善法（2020 年改訂）」 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

Ⅳ. 司法解釈 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

1.「著作権法改正案（草案）」 

2.「企業名称登記管理実施規則（意見募集稿）」 

 

 
 

Ⅰ.  全人代レベル 

 

1. 「固体廃棄物環境汚染防止改善法（2020 年改正）」 

（原文「固体废物污染环境防治法（2020 年修订）」） 

中華人民共和国主席令第 43 号 

全国人民代表大会常務委員会、2020 年 4 月 29 日公布、2020 年 9 月 1 日施行 

 

 全国人民代表大会常務委員会は、2020 年 4 月 29 日、「固体廃棄物環境汚染防止改

善法（2020 年改正）」（以下「2020 年改正法」という。）を公布した1。 

 2020 年改正法では、固体廃棄物による環境汚染の責任主体の修正、工業固体廃棄

物・危険廃棄物に関する管理台帳制度の新設その他の管理の強化、建築ごみに関する

法律責任の強化及び罰則等の強化等が行われた。2020 年改正法は 2020 年 9 月 1 日よ

り施行される。 

具体的な内容は以下のとおりである。 

 

（1）固体廃棄物による環境汚染の責任主体の修正 

固体廃棄物による環境汚染の責任主体は、これまで固体廃棄物2の元となった製品の

生産者、販売者、輸入者及び使用者とされていた（改正前の固体廃棄物環境汚染防止

改善法（以下「旧法」という。）5 条）。2020 年改正法では、固体廃棄物を生産、収集、

 
1 固体廃棄物環境汚染防止改善法の改正については 2019 年 7 月 5 日に意見募集稿が公布され、意見募

集手続が行われていた。詳細は、本ニュースレターNo. 308 号(2019 年 8 月 9 日発行）をご参照くださ

い。 
2 固体廃棄物とは、「生産、生活及びその他の活動において発生する本来の利用価値を失った、又は利

用価値を失っていないが投棄され、もしくは放棄された固体、半固体及び容器に入れられている気体の

物品、物質並びに法律、行政法規において固体廃棄物管理が定められている物品、物質をいう」（2020

年改正法 124 条 1 項）。 
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貯蔵、運輸、利用、処置した者とされた（2020 年改正法 5 条）3。 

 

（2）工業固体廃棄物管理の強化 

工業固体廃棄物に関する管理台帳制度が新設された。具体的には工業固体廃棄物4を

発生させる者は、工業固体廃棄物の生産、収集、貯蔵、運輸、利用、処置の過程につい

て汚染防止・改善制度を構築し、かつ工業固体廃棄物管理台帳を作成して、工業固体廃

棄物の種類、数量、流通、貯蔵、利用及び処置に関する情報を記入しなければならない

（2020 年改正法 36 条）5。 

また、上記のほか工業固体廃棄物については、工業固体廃棄物を発生させる者がその

運輸、利用、措置を他人に委託した場合、委託者は受託者の主体資格及び技術能力につ

いて確認し、かつ書面の契約において汚染防止の内容を定めなければならないとされ、

これらの規定に違反した場合、委託者は環境汚染をもたらした受託者と共に連帯責任を

負うとされた（2020 年改正法 37 条）。 

なお、旧法では、固体廃棄物に関して許可が必要となる場合は輸入制限目録に含まれ

る固体廃棄物を輸入する場合及び危険廃棄物の収集、保管、処理に関する経営活動に参

与する場合のみであった（旧法 25 条、57 条）が、今回の改正により、新たに工業固体

廃棄物を発生させる場合の許可（汚染物質排出許可）も追加された（2020 年改正法 39

条）。これは、2019 年 8 月に改訂された「汚染物質排出許可管理規則（試行）」におい

て工業固体廃棄物を発生させる場合が汚染物質排出許可の対象とされたことに合わせ

たものである。具体的な汚染物質排出許可の取得手続きなどに関しては、国務院の制定

する規定6によって別途定められる。 

 

（3）危険廃棄物管理制度の強化 

  危険廃棄物についても管理台帳制度が新設された。危険廃棄物を発生させる者は、

工業廃棄物の場合と同様に管理台帳を作成しなければならず、また管理台帳に記載し

た内容を国家危険廃棄物情報管理システムに報告しなければならない（2020 年改正法

78 条 1 項）7。 

  また、今回の改正により、危険廃棄物を収集、貯蔵、運輸、利用、処置する者は、

環境汚染責任保険に加入しなければならないとされた（2020 年改正法 99 条）。 

 

 

 

 
3 固体廃棄物による環境汚染の責任主体の修正は意見募集稿では規定されていなかったが、2020 年改正

法で新たに追加された。 
4 工業固体廃棄物とは、「工業、生産活動において発生する固体廃棄物をいう」（2020 年改正法 124 条 2

項）。 

5 工業固体廃棄物に関する管理台帳制度は意見募集稿においても規定されていたが、2020 年改正法では意

見募集稿よりも管理台帳制度の内容が詳細化されている。 
6 2019 年 8 月に改訂された「汚染物質排出許可管理規則（試行）」を参照。 

7 危険廃棄物に関する管理台帳制度は意見募集稿では規定されていなかったが、2020 年改正法で新たに追

加された。 
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（4）建築ごみに関する法律責任の強化 

 改正前は、建築ごみ8に関しては工事を施工する者が工事を施工する過程で発生した

固体廃棄物を速やかに処理しなければならないとされていた（旧法 46 条）のみであ

った。 

今回の改正では、これに加えて、工事を施工する者は固体廃棄物を利用又は処理す

る前に建築ごみ処理案を作成し、県級以上の人民政府環境衛生主管部門に届出しなけ

ればならないとされた（2020 年改正法 63 条 1 項）。工事を施工する者はこれらの規

則に違反し、処理案を作成し届出を行わない場合、罰金や違法所得の没収等の法律責

任を負わなければならない（2020 年改正法 111 条 3 項）。 

  

（5）罰則等の強化 

今回の改正により、固体廃棄物の管理に関する法律責任が強化された。具体的には、

罰金の最高額が 100万元から（旧法 78条、82条）500万元と大幅に引き上げられ（2020

年改正法 108 条、114 条、115 条、116 条）、また責任主体の法定代表者、主要責任者、

直接に責任を負う主管者及び他の責任者に対して行政拘留ができるとされた（2020

年改正法 120 条）。 

また、2020 年改正法により、証拠の保存のため又は重大な環境汚染を防止するため、

環境主管部門は、違法に収集、貯蔵、運輸、利用、処置された固体廃棄物及び関連設

備、物品等を押収し、差し押さえることができるとされた（2020 年改正法 27 条）。 

 

その他、今回の改正では、生活ごみ分類システム（2020 年改正法 43 条）及び電子

電器製品の生産者に対する責任延伸制度（2020 年改正法 66 条）の構築明確化等が行

われた。 

 

（全 126 条） 

 

Ⅱ.  国務院レベル 

該当なし 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

該当なし 

 

Ⅳ.  司法解釈 

該当なし 

 

 

 
8 建築ごみとは、「建築ごみとは、建設単位、施工単位による新築、改築、増築及び各種建築物、構築物、

配管等の解体撤去、並びに居住者による家屋の改装の過程で生じる残土、廃材及びその他の固体廃棄物を

いう」（2020 年改正法 124 条 4 項）。 
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Ⅴ.  地方レベル 

該当なし 

 

Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

 

1. 「著作権法改正案（草案）」 

（原文「著作权法修正案（草案）」） 

全国人民代表大会常務委員会、2020 年 4 月 30 日公布、意見募集期限 2020 年 6

月 13 日 

 

2020 年 4 月 30 日、全国人民代表大会常務委員会は、「著作権法修正案（草案）」（以

下「本草案」という。）を公表し、2020 年 6 月 13 日までの期間で意見募集を行って

いる。 

 現行の著作権法は、中国の著作権保護の分野における基本的な制度を定めており、

1991年と 2010年に 2回の改正を経ている。本草案の主な内容は下記のとおりである。 

 なお、本草案は現時点では草案であって、意見募集を踏まえて内容は修正される可

能性があり、正式に公布・施行されるまでは法令としての効力を有しない。 

 

（1）表現用語の調整 

「民法総則」、「契約法」及び「民事訴訟法」等の法律との整合性を図るため、本草

案は、法律表現用語を次のとおり調整している。「公民」は「自然人」に修正され、「そ

の他の組織」は「非法人組織」に修正された（1 条）。また、国際条約との整合性を図

るため、「映画の著作物及び映画製作に類似した方法で創作された著作物」は「視聴覚

著作物」に修正された（2 条）。その他、「国務院の著作権行政管理部門」は「国家著

作権主管部門9」に、「主管」及び「各省、自治区、直轄市人民政府の著作権行政管理

部門」という用語はそれぞれ「担当（中国語：負責）」及び「県級以上の地方著作権主

管部門」に修正された（5 条）。 

 

（2）著作物登録制度の明記 

中国において、著作物登録制度は以前から存在したが、本草案により、「著作権法」

に著作物登録制度が明記された（2 条 3 項）10。 

 

 
9「国務院機構改革方案」（2018 年 3 月 17 日公布）及び「党及び国家の機構改革方案の深化」（2018

年 3 月 21 日公布）によって、国務院の組織機構が改革され、商標、特許に関する業務は国家市場監督

管理総局の監督下にある国家知的財産権局に統合された。一方、著作権に関する管理等の職責は、引き

続き、国家新聞出版総署（国家版権局）が担当することとなり、同部門は、中央宣伝部の監督下におか

れることとなった。中央宣伝部は中国共産党中央委員会の直属機構として、表現、思想等に関する業務

を主管し、新聞出版、映画に関する業務を統一的に監督している。 
10「著作物任意登録試行規則」によれば、著作物の著作権登録は著作権紛争の解決のための初歩的な証

拠を提供するもので、著作物が登録されていてもいなくても、著作権の帰属には影響しない（1 条、2

条）。したがって、ここでいう「登録」は商標権・特許権の登録とは異なる。 
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（3）職務著作物範囲の拡大 

本草案により、特殊職務著作物11の類型が追加され、新聞社、雑誌社、通信社、ラジ

オ局、テレビ局及び所属するメディアの職員が創作した著作物は職務著作物に属する

とされた（11 条）。実演家が自らの公演単位の任務として行った実演は職務実演とさ

れ、実演家は、実演家の身分を表示する権利を享有するとされた。また、当事者間に

約定がない場合、又は当事者間の約定が明確でない場合には、その権利は公演単位に

帰属するとされた。一方でその権利が実演家に帰属する場合には、公演単位がその業

務の範囲内において、無償で使用する権利を有する旨の規定が新設された（17 条）。 

 

（4）著作権集団管理組織の透明性の向上 

本草案は、集団管理組織の使用料基準、管理費基準、使用料分配及び権利情報等に

ついて、新たな手続・義務を定めた。例えば、使用料の徴収基準については、著作権

集団管理組織と使用者代表の協議により確定するという条項を追加している。また、

著作権集団管理組織は、使用料の徴収・振替払い、管理費の引出・使用及び使用料の

未分配部分などについての総合的な状況を社会に向けて公表しなければならないとの

規定が新設された（6 条）。 

 

（5）著作物の自由使用に関する制度の拡充 

本草案は、著作物の自由使用を構成する場合についてその適用条件を従来より制限

した。著作権者の許諾を受けず、著作権者に報酬を支払わない状態で著作物を使用す

る場合には、「著作物の正常な使用に影響を及ぼしてはならず、著作権者の合法的な利

益に対して不合理に損害を与えてはならない」という原則的な規定を追加した。一方

で、本草案は、すでに公表された文字著作物を識字障害者が感知できる特別な方式に

よって提供することが、著作物の自由使用を構成する場合の一つに該当するとの規定

を追加している（14 条）。 

 

（6）処罰・法執行の加重（懲罰的損害賠償制度の導入） 

本草案は、故意による著作権侵害行為について、情状が重大であるときは、賠償額

の上限を実際損失等の最高5倍まで引き上げることができると規定し（27条第 1項）、

権利侵害者に対する懲罰的の損害賠償制度を導入した。法定賠償額は、従来の 50 万

元から 500 万元に引き上げられた（27 条）。人民法院は、権利侵害者に対し、侵害に

関して帳簿・資料の提供を命じることができるとする規定が追加された。著作権主管

部門に対して、当事者への尋問、違法行為の調査、現場検査、関連契約、証憑、帳簿

及びその他の関連資料を閲覧し、複製し、封印し、差し押さえること等の職権を新た

に付与した（28 条）。 

（全 31 条） 

 
11 特殊職務著作物とは、現行の「著作権法」の 16 条 2 項に定められており、著作者が氏名表示権を享

有するが、著作権のその他の権利は単位に帰属するとされる職務著作物をいう。 
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2. 「企業名称登記管理実施規則（意見募集稿）」 

（原文「企业名称登记管理实施办法（征求意见稿）」） 

国家市場監督管理総局、2020 年 4 月 28 日公布、意見募集期限 2020 年 5 月 29

日 

 

企業名称の管理等を目的として「企業名称登記管理規定」12及びその下位規範であ

る「企業名称登記管理実施規則」（以下「現行実施規則」という。）が定められている。

国家市場監督管理総局は、企業名称登記管理の標準化、企業名称登記の利便性の向上、

及びビジネス環境の最適化のために現行実施規則の改正を目的として、2020 年 4 月

28 日に「企業名称登記管理実施規則（意見募集稿）」（以下「本意見募集稿」という。）

を公表した。 

本意見募集稿は、企業名称自主申告制度の新設や企業名称の規制緩和などを規定し

ている。本意見募集稿の主な内容は以下のとおりである。 

なお、本意見募集稿は現時点では意見募集稿であって、意見募集を踏まえて内容は

修正される可能性があり、正式に公布・施行されるまでは法令としての効力を有しな

い13。 

 

（1）企業名称自主申告制度の新設 

「企業名称登記管理規定」3 条及び現行実施規則 22 条は、企業を設立する際、企

業名称の事前審査確認を行わなければならない旨規定している。これに対して、本意

見募集稿では、事前審査確認に関する規定を削除し自主申告制度を設立した。すなわ

ち、申請者は、企業の設立又は企業名称の変更を行う際、企業名称申告システムを通

じて企業名称を提出し、同システムの企業名称データベースにおいて照会・比較対照

及びフィルタリングを行い、規定を満たした企業名称を選ぶ（18 条）。当該名称の留

保期間14の満了までに登記を行えば、登記後、当該名称を用いて経営活動に従事する

ことができる（22 条）。 

 

（2）企業名称の規制緩和 

「企業名称登記管理規定」7 条では、企業の名称は、屋号、業種又は営業上の特徴、

組織形態の順で構成しなければならず、企業の名称には行政区画名を冠しなければな

らないと規定している。また、現行実施規則では、企業名称は原則として「行政区画、

屋号、業種、組織形態」の順番で構成しなければならず（現行実施規則 9 条）、また、

登録資本金額等の条件を満たした場合のみ、行政区画や業種を含めない企業名称を使

 
12 国家市場監督管理総局が、2018 年 7 月に公表した「企業名称登記管理条例（意見募集稿）」では、

「企業名称登記管理条例」が施行された場合「企業名称登記管理規定」は廃止されるとされていた。し

かし、本ニュースレターの発行日時点で、正式な「企業名称登記管理条例」は公布・施行されていない。 
13 本意見募集稿が正式に公布・施行されるまでは現行実施規則が効力を有し、本意見募集稿が正式に公

布・施行された場合、現行実施規則は廃止され、また、「企業名称登記管理規定」は本意見募集稿に抵

触する限度で失効する。 

14 一般企業の留保期間は 2か月であり、法に基づき経営範囲の認可が必要となる企業の留保期間は 1年

である（22 条）。 
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用することができる（現行実施規則 13 条、18 条）と規定している。 

これに対して、本意見募集稿では、括弧付きの行政区画を屋号の後や組織形態の前

に記載することも可能なため、「屋号、（行政区画）、業種、組織形態」や「屋号、業

種、（行政区画）、組織形態」という構成も可能である（8 条）。また、複数の省に跨

って経営している企業の場合、行政区画を含めない企業名称を使用することができる

（16 条）。複数の業種に跨って経営している企業であれば、業種を含めない企業名称

を使用することができる（17 条）。 

 

（3）その他 

「企業名称登記管理規定」23 条では企業名称の譲渡について規定するものの、現

行実施規則では企業名称の譲渡及び授権使用について規定していなかった。そのため、

本意見募集稿では、企業名称の譲渡及び授権使用に関する詳細な規定が設けられた。

すなわち、企業名称は 1 社にのみ譲渡することができ、譲渡会社及び譲受会社は、譲

渡の際に書面によって契約を締結し、譲渡について国家企業信用情報公開システムに

おいて開示しなければならず、また、譲渡後、譲渡企業は当該名称を引き続き使用し

てはならない（23 条）。また、他の企業に対して企業名称の使用を授権する場合も、

書面によって契約を締結し、国家企業信用情報公開システムにおいて開示しなければ

ならない（24 条）。 

その他、本意見募集稿では、企業集団の名称に関する規定（15 条）や、主管部門

の役割分担（3 条、4 条、5 条）なども規定している。 

 

（全 35 条） 

 

 

 

文献情報 

➢ 論文     「中国最新法律事情（239）新型コロナウイルス感染拡大を受けて 

        の対応施策」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.48 No.4 （2020 年 4 月 15 日発行） 

著者     森 規光、解 高潔 

 

NEWS 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について（5 月 28 日更新） 

世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当事務所では下記の対応を実施

しております。 

 

■在宅勤務について 

日本国内における緊急事態宣言の解除を受けて、当事務所の国内各オフィスでは
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段階的に業務を再開しつつ、引き続き出勤者を減らすなどの対応をとることとし

ております。当事務所の海外オフィスでも出勤者を減らすなどの対応をとってお

り、また、シンガポールオフィスでは引き続き在宅勤務態勢をとっております。 

 

国内外すべての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継続で

きる体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切れ目なく継

続してまいります。 

 

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、担当者

の連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきますようお願い

申し上げます。 

 

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。予め

ご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをいただきます

ようお願い申し上げます。 

 

■当事務所主催のセミナーについて 

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は延期い

たします。但し、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの開催は継続

してまいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸いです。 

 

なお、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。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。 

 

■非対面会議への移行について 

クライアント等の皆様との会議につきましても、引き続き当面の間、対面での会

議は原則として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での実施すること

としております。 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう

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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➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（5 月 28 日更新） 

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、【緊急特設】新型コロナウイルス感染症関連情報

はこちらをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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、森規光、原潔、 

山口健次郎、鈴木幹太、宇賀神崇、青山慎一、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、沈暘 

 
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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