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※月 2 回発行 2021 年 1 月 29 日号（No.345） 

Ⅰ. 全人代レベル 

1.「刑法改正（十一）」

2．「国防法（2020年改正）」 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

1. 「外国の法律及び措置の不当な域外適用の阻止に関する規則」

Ⅳ. 司法解釈 

1．「『民法典』の関連担保制度の適用に関する解釈」 

2．「『民法典』の時間的効力の適用に関する若干規定」 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

Ⅰ.  全人代レベル 

1．「刑法改正（十一）」 

（原文「刑法修正案（十一）」） 

中華人民共和国主席令第 66 号 

全国人民代表大会常務委員会 2020 年 12 月 26 日公布、2021 年 3 月 1 日施行 

全国人民代表大会常務委員会は、2020年 12月 26日、「刑法改正（十一）」（以下「2020

年改正法」という。）を公布した。 

2020 年改正法は、1997 年の刑法の制定以来 11 回目の改正を行うものであり、刑

法総則について 1 点、各則について 46 点の改正を行っている。 

2020 年改正法は 2021 年 3 月 1 日から施行される。以下、2020 年改正法による重

要な改正点を紹介する。 

（1）刑事責任が問われる年齢の引き下げ

2020 年改正法は、12 歳以上 14 歳未満の者も故意により人に重傷を負わせ若しく

は死亡させ又は特に残忍な手段により人に重傷若しくは重大な身体障害をもたらし、

情状が重く、最高人民検察院が訴追を承認した場合は、刑事責任を負わなければな

らないとし（刑法 17 条 3 項）、一部の重大な犯罪について刑事責任が問われる年齢

の引き下げを行った。 
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（2）危険な作業に従事させることに関する犯罪の新設 

2020 年改正法では、危険な作業に従事させることに関する犯罪1が新設された。

すなわち、①生産、作業中に安全管理に関する規定に違反し、②関連状況2のいずれ

かに該当し、③重大な死傷事故又はその他の重大な結果をもたらす現実的な危険が

ある場合は、1 年以下の有期懲役、拘役又は保護観察に処するとされた（刑法 134

条の 1）。 

 

（3）証券関連犯罪の規制強化 

 2020 年改正法では、証券関連犯罪の対象拡大及び厳罰化により、規制が強化され

た。 

まず、会社の支配株主3、実質的支配者4に対する責任が強化された。具体的には、

①支配株主、実質的支配者が他人を組織し若しくは指図して株券・債券の詐欺的発

行行為5を行う場合も「株券・債券の詐欺的発行罪」（刑法 160 条）に該当すること、

②法律上情報開示義務を負う会社の支配株主、実質的支配者が、虚偽若しくは重要

な事実を隠蔽した財務会計報告を提供し又は法により開示すべきその他の重要な情

報を規定どおりに開示しない場合及び支配株主、実質的支配者が他人を組織し若し

くは指図してこれらの行為を行う場合も「規定に違反して重要情報を開示し又は開

示しない罪」（刑法 161 条）に該当することを明確にした。 

また、これらの犯罪に適用される罰金の上限を緩和し、最高刑もそれぞれ有期懲

役 5 年から 15 年、3 年から 10 年に引き上げた（刑法 160 条、161 条）。 

 さらに、資産評価、出資検査、会計監査、安全評価、環境影響評価等の職責を負

う仲介組織の職員が証券発行又は重大な資産取引の過程において虚偽の証明文書を

提出した場合で、情状が特に重い場合は、5 年以上 10 年以下の有期懲役及び罰金の

併科に処されることとした（刑法 229 条6）。 

 

 
1 本書の日付現在罪名に関する司法解釈は公布されておらず、具体的な罪名は未定である。 
2 ①生産安全に直接関係する監視、警報、保護、救命設備を閉鎖、破壊し、又は関連データ、情報を改

竄、破壊した場合、②重大な事故の潜在的危険性があることにより、生産及び営業の停止、施工の停止、

関連設備・施設・場所の使用停止、又は危険を排除する改善措置を直ちに講じることが命じられたが、

執行を拒否した場合、③安全生産に関する事項について法により認可又は許可を取得していないにもか

かわらず、鉱山採掘、金属製錬、建物建設、及び危険物の生産、経営、保管など高度の危険のある生産

作業活動に無断で従事させた場合をいう（刑法 134条の 1）。 
3 支配株主とは、その出資額が有限責任会社の資本総額の 50 パーセント以上を占める株主、又はその保

有する株式が株式会社の株式資本総額の 50 パーセント以上を占める株主、並びに出資額又は保有株式

の比率が 50 パーセント未満であるが、その出資額又は保有株式により有する議決権が株主会又は株主

総会の決議に重大な影響を与えるのに十分な株主をいう（会社法 216 条 2 号）。 
4 実質的支配者とは、会社の株主ではないが、投資関係、合意又はその他の手段によって会社の行為を

実質的に支配できる者をいう（会社法 216条 3 号）。 
5 株式目論見書、株式引受書、会社もしくは企業の債券募集方法において重要な事実を隠匿し、もしく

は重大な虚偽内容を捏造して、株券又は会社もしくは企業の債券、預託証券又は国務院が法により認定

したその他の証券を発行し、金額が巨額でかつ結果が重大であり、又はその他の重い情状のある場合を

いう（刑法 160条 1 項）。 
6 なお、本条は、証券関連以外にも公共の安全にかかわる重大な工程項目において虚偽の証明文書を提

出することも対象としている。 



 

 

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。 

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

3 
 

中国最新法令 < 速報 > 

 
（4）国の職員でない者による業務上の犯罪の見直し 

2020 年改正法では、国の職員ではない者による業務上の犯罪の見直しが行われた。 

まず、「国の職員でない者の収賄罪（いわゆる商業収賄罪）、業務上横領罪」の最

高刑が有期懲役 15 年から、無期懲役まで引き上げられた（刑法 163 条、271 条）。

また、「会社、企業又はその他の単位の職員が犯罪主体となる資金流用罪」の最高刑

も有期懲役 10 年から有期懲役 15 年に引き上げられた（刑法 272 条 1 項）。 

他方で、「会社、企業又はその他の単位の職員が犯罪主体となる資金流用罪」につ

いては、公訴提起前に流用資金を返還した場合、裁判官の裁量により適用法定刑の

範囲内でより軽い刑に処し又は刑の減軽ができるとし、さらに、そのうち犯罪が比

較的軽微な場合は刑の減免ができるとした（刑法 272 条 3 項）。 

 

（5）知的財産権侵害犯罪の規制強化 

2020 年改正法では、知的財産権侵害犯罪の対象拡大及び厳罰化により、規制が強

化された。 

まず、著作権侵害罪について、情報ネットワークを通じて公衆に伝達するという

権利侵害態様が構成要件に新たに追加された他、実演家権の侵害も対象となること

が明確にされた。また、著作権法7改正に対応し、著作隣接権の侵害も著作権侵害罪

の対象に追加され、著作権者及び著作隣接権者の許可を取得せずに、権利者がその

作品、録音録画製品などに講じた技術保護措置を意図的に避ける行為又は破壊する

行為も著作権侵害罪を構成することとされた（刑法 217 条）。 

また、役務商標が登録商標冒用罪の保護対象範囲に該当するかについて、従来は

不明確であったが、2020 年改正法により、保護対象範囲に該当することが明確にさ

れた（刑法 213 条）。 

さらに、中国国外の機構、組織、人員のために、商業秘密を窃取し、スパイし、

買上げ、不法に提供することが新たに犯罪として規定された8（刑法 219 条の 1）。 

そして、登録商標冒用罪、登録商標冒用商品販売罪、登録商標標識の不法製造、

不法製造登録商標標識販売罪、著作権侵害罪、営業秘密侵害罪の最高刑が有期懲役 7

年から 10 年に引き上げられた。権利侵害複製品販売罪の場合は、最高刑が 3 年から

5 年に引き上げられた。また、当該犯罪に適用される刑罰のうち、保護観察及び拘

役が削除され、罰金を単科することができる場合を除き、最低刑は有期懲役となっ

た（刑法 213 条から 215 条、217 条から 219 条）。 

 

（6）生物安全類犯罪の新設 

2020 年改正法では、生物安全法9の制定に応じて、国の関連規定に反して、中国

 
7 本ニュースレターNo.341（2020年 11 月 27 日発行）をご参照ください。 
8 5 年以下の有期懲役に処し、罰金を単科し、又は併科する。情状が重い場合には、5 年以上の有期懲役

に処し、罰金を併科する（刑法 219 条の 1）。 
9 本ニュースレターNo.339（2020年 10 月 30 日発行）をご参照ください。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043657/20201127-044719.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00043442/20201030-042755.pdf
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の人類遺伝子資源を不法採集し、又は中国の人類遺伝子資源材料を外国に持ち出し、

公共の健康又は社会の公共的利益を害した場合を新たに犯罪として追加した10（刑法

334 条の 1）。 

 

（全 48 条） 

 

2．「国防法（2020 年改正）」 

（原文「国防法」） 

主席令第 67 号 

全国人民代表大会常務委員会 2020 年 12 月 26 日公布、2021 年 1 月 1 日施行 

 

全国人民代表大会常務委員会は、2020 年 12 月 26 日に「国防法」（以下「本法」と

いう。）を公布し、本法は 2021 年 1 月 1 日に施行された。 

本法改正の背景には、改正前の国防法（1997 年公布、2009 年改正）が、世情や国

情が変化し、国家の安全保障上の脅威が複雑化している状況において、近時の国防及

び軍隊の必要性に完全には適応できなくなったことがあるとされる11。同法の改正は

今回で 2 回目となる。 

今回の改正の主な内容は、以下のとおりである。 

 

（1）「分裂制止」、「発展利益保護」、「防御的国防政策」 

今回の改正により、国の「分裂を制止」し、国の「発展利益」を保護するために

行う軍事活動が本法の適用範囲に加えられた（2 条）。これによって、国の領土保全

や安全だけでなく「発展利益」が脅威に晒された場合でも、国は法律に従い、全国

総動員又は一部の動員が実施され得ることとなった（47 条）。 

また、国防政策については、「防御的国防政策」の実行が強調された（6 条）。 

 

（2）国家機関の国防における権限の調整 

2020 年 6 月 20 日に改正公布した「人民武装警察法」12に合わせて、本法では、

人民武装警察部隊の建設等の職権に関して、国務院と中央軍事委員会の共同指揮か

ら、中央軍事委員会による単独の決定に変更された。人民武装動員と予備兵の活動

の指揮管理に関する職権に関しても、国務院から中央軍事委員会に移行された。（15

条） 

また、中央軍事委員会については、軍事委員会主席への責任と権限の集中（主席

 
10 情状が重い場合には、3 年以下の有期懲役又は拘役、又は保護観察に処し、罰金を併科し、又は罰金

を単科する。情状が特に重い場合には 3年以上 7 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する（刑法 334

条の 1）。 
11 本法草案公表時の中国国務院国防相魏鳳和による説明等。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681173049938517676&wfr=spider&for=pc 
12 本ニュースレターNo.333（2020年 8月 7 日発行）をご参照ください。 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681173049938517676&wfr=spider&for=pc
https://www.mhmjapan.com/content/files/00042793/20200807-122201.pdf
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責任制）が明記された13（16 条）。 

 

（3）「重大な安全分野」拡充 

国防の範囲に関しては、従来の辺境防衛、海域防衛及び空域防衛のほか、今回の

改正により、宇宙空間、電磁、インターネット空間等を「重大な安全分野」と位置

づけ、その防衛についても新たに規定された。具体的には、「重大な安全分野」につ

いて、国が必要な措置を講じ、活動、資産及びその他の利益の安全を保護すると規

定されている（30 条 1 項、2 項）。 

 

（4）国際関係 

改正法では、国連を核とする国際システム及び国際法を基礎とする国際秩序の維

持、「共同・総合・協力・持続可能」な安全観、「人類運命共同体の構築の推進」等

にも言及している（67 条）。 

また、「国連憲章の趣旨と原則を基礎とする国際関係の基本準則」の遵守、「海外

の中国公民、組織、機構と設備の安全」の保護、「国連平和維持活動、国際救援、海

上航行安全保護等の活動」への参加等も新たに明記された（68 条）。 

 

このほか、今回の改正により、国家機関と並んで企業事業組織、社会組織及びそ

の他の組織による「国防建設」への支持及び参加、国防職責の履行、国防任務の遂

行についての言及も追加された（7 条 3 項）。また、国防教育、軍人の地位と権益の

保護の強化、国防科学研究と生産及び軍事仕入の制度の健全化等についても変更、

規定がなされた。 

 

（全 73 条） 

 

Ⅱ.  国務院レベル 

該当なし 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

 

1．「外国の法律及び措置の不当な域外適用の阻止に関する規則」 

（原文「阻断外国法律与措施不当域外适用办法」） 

商務部令 2021 年第 1 号 

商務部 2021 年 1 月 9 日公布、2021 年 1 月 9 日施行 

 

近時、米国政府は、米国国内及び第三国の企業に対して、多数の中国企業及び個人

 
13 主席責任制の詳細については、本ニュースレターNo.340（2020年 11 月 13 日発行）をご参照くださ

い。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043566/20201113-120505.pdf
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との取引を制限又は禁止する措置を採っている。このような背景の下で、中国商務部

は、外国の法律及び措置の「不当な域外適用」を阻止し、「中国の国家主権、安全、

発展利益を維持保護」し、中国公民、法人又はその他の組織（以下「中国公民等」と

いう）の「合法的な権益」を保護する目的として、「中華人民共和国国家安全法」等

の関連法律に基づき、「外国の法律及び措置の不当な域外適用の阻止に関する規則」

（以下「本規則」という）を制定した（1 条）14。なお、中国人民大学の韓立余教授

は、このような制度は中国独自のものではなく、EU 等の諸外国にも存在していると

している1516。 

本規則の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）適用対象 

本規則 2 条によれば、外国の法律及び措置の域外適用が国際法及び国際関係の基

本準則に違反し、中国公民等が、第三国（地域）及びその公民、法人又はその他の

組織（以下「第三国公民等」という。）と正常な経済貿易及び関連する活動を行うこ

とを不当に禁止し又は制限する状況に本規則を適用するとする。 

但し、中華人民共和国が締結し又は参加する国際条約、協定に定める外国の法律

及び措置の域外適用の状況には、本規則を適用しない（15 条）。 

 

（2）本規則の執行 

a. 業務機構 

外国の法律及び措置の「不当な域外適用」に係る対応業務を担当するため、中央

国家機関の関連部門が参加する業務機構（以下「業務機構」という。原文：「工作机

制」）が構築される。業務機構は国務院の商務主管部門が主導し、具体的事項は国務

院の商務主管部門、発展改革部門がその他の関連部門と共に担当する。（4 条） 

 

b. 報告義務 

中国公民等が、外国の法律及び措置により、第三国公民等との正常な経済貿易及

び関連する活動を禁止され又は制限される状況に遭遇した場合は、中国公民等は、

国務院の商務主管部門に対して、30 日以内に関連状況を事実のとおりに報告しなけ

ればならないとされる（5 条前段）。報告義務の主体は中国公民等であり、日本企業

の中国子会社等の外商投資企業も当該報告義務の対象者になると考えられる。 

また、国務院の商務主管部門及びその職員に課される報告内容についての秘密保

 
14 商務部条約司担当者による記者会見。
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/sjjd/202101/20210103029779.shtml 
15 中国人民大学の韓立余教授による記者会見
http://www.xinhuanet.com/politics/2021-01/09/c_1126963180.htm 
16 例えば、EU における”Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996 protecting against 

the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based 

thereon or resulting therefrom”参照。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996R2271 

http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/sjjd/202101/20210103029779.shtml
http://www.xinhuanet.com/politics/2021-01/09/c_1126963180.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996R2271
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持義務は、報告者が秘密保持を要求した場合に限定して課されることとされている

（5 条後段）。 

 

c. 禁止命令及び適用除外申請 

業務機構は、本規則 6 条に基づき、関連する外国の法律及び措置に「不当な域外

適用」の状況が存在するか否かを評価、確認する。その際の考慮要素は、①国際法

及び国際関係の基本準則に違反しているか否か、②中国の国の主権、安全、発展の

利益に生じる可能性のある影響、③中国公民等の合法的権益に生じる可能性のある

影響、及び④その他の考慮すべき要素が挙げられており、これらの諸要素を総合的

に考慮することとされている。 

業務機構が、「不当な域外適用」の状況が存在することを確認した場合は、関連す

る外国の法律及び措置を承認してはならず、執行してはならず、遵守してはならな

い旨の禁止命令（以下「禁止命令」という）を、国務院の商務主管部門が公布する

ことを、決定することができるとされる（7 条）。 

禁止命令が発出された場合、中国公民等は、当該禁止命令について遵守の適用除

外を申請することができ、申請に当たっては、適用除外を申請する理由、範囲等の

内容を記載した申請書面を、国務院の商務主管部門に提出する（8 条）。 

本規則 8 条で、禁止命令の適用除外申請の主体は中国公民等に限定されている一

方で、禁止命令を遵守する義務を有する者については明確に規定されておらず、た

とえば外国企業が禁止命令の対象になるかなども明らかではない。 

また適用除外申請に関して、具体的に、どのような理由、範囲で適用除外申請が

認められるかについては、現時点では明確な基準はなく、今後の関連法規及び実務

の動向に引き続き注目する必要がある。 

 

d. 損害賠償請求 

本規則 9 条では、中国公民等による損害賠償請求権について定めている。 

1 項では、当事者が禁止命令範囲内の外国の法律及び措置を遵守し、中国公民等

の「合法的権益」を侵害した場合は、当事者が本規則 8 条の規定により適用除外を

受けている場合を除き、中国公民等は、人民法院に提訴し、当該当事者に損失の賠

償を請求することができるとし、2 項では、禁止命令範囲内の外国の法律に基づき

下された判決、裁定により中国公民等に損失が発生した場合は、中国公民等は、人

民法院に提訴し、当該判決、裁定において利益を得た当事者に損害の賠償を請求す

ることができるとされている。 

さらに、3 項では、1 項、2 項に定める当事者が、人民法院の発行した判決、裁定

の履行を拒否した場合に、中国公民等が、法に従い人民法院に強制執行を申し立て

ることができると規定している。 

なお、9 条で規定する「当事者」に関して、本規則においては明確な定義が置か

れておらず、たとえば「当事者」に、外国人及び外国企業等が含まれるかは現時点
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では必ずしも明らかではない。他方、外資が出資する中国法人については「当事者」

に該当すると解される可能性が高い。仮に、「当事者」に、外国人及び外国企業等（以

下「外国企業等」という。）が含まれる場合には、前記のとおり禁止命令の適用除外

申請の主体が中国公民等に限定されていることもあって、禁止命令範囲内の外国の

法律及び措置を遵守した結果、本規則 9 条を根拠に、中国公民等から損害賠償請求

を受ける可能性がある。 

 

（3）中国政府による指導、支援及び報復措置 

業務機構の構成単位は、それぞれの職責により、中国公民等が、外国の法律及び

措置の「不当な域外適用」に対応するために指導及びサービスの提供をする義務を

有する（10 条）。また、中国公民等が禁止命令に基づき、関連する外国の法律及び

措置を遵守せず、そのために重大な損失を被った場合は、政府の関連部門は具体的

な状況に基づき必要な支援を行うことができると定められている（11 条）。 

さらに、外国の法律及び措置の「不当な域外適用」に対し、中国政府は実際の状

況及び必要に基づき、必要な報復措置を講じることができるとされている（12 条）。 

 

（4）法的責任 

中国公民等が報告義務に違反し、又は禁止命令に違反した場合、国務院の商務主

管部門は、警告、是正命令を発することができ、かつ過料等の行政処分を行うこと

ができる（13 条）。また、国務院の商務主管部門の職員が秘密保持義務に違反した

場合には、法に従った処分を受け、犯罪を構成するときは刑事責任を追及される（14

条）。 

  

                                （全 16 条） 

 

 

Ⅳ.  司法解釈 

 

1．「『民法典』の関連担保制度の適用に関する解釈」 

（原文「关于适用《中华人民共和国民法典》有关担保制度的解释」） 

最高人民法院 法釈〔2020〕28 号 

最高人民法院 2020 年 12 月 31 日公布、2021 年 1 月 1 日施行 

 

「民法典」が 2021 年 1 月 1 日から施行されたことを背景に、最高人民法院は、「民

法典」を統一的かつ正確に適用するために、これまでの司法解釈及び関連規範性文書

を全面的に整理し、第一段として 7 つの「民法典」関連の司法解釈を公布した。「『民

法典』の関連担保制度の適用に関する解釈」（以下「本解釈」という。）はその 7 つの

司法解釈のうちの 1 つである。 
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本解釈は、旧担保法17に係る司法解釈を含む、担保に関連する 10 の司法解釈につ

いて、「民法典」と矛盾する規定は削除し、「民法典」に合致する規定は組み入れ、「民

法典」が修正し又は追加した規定については解釈をより明確にする形で整理したもの

である18。本解釈は、一般規定、保証、担保物権及び非典型的担保の四部に分かれて

いる。 

本解釈の主な内容は、以下のとおりである。本解釈の内容は多岐にわたるが、「民

法典」の制定を受けて従前の司法解釈の内容と実質的に異なる部分を中心に取り上げ

ている。 

 

（1）一般規定について 

一般規定として、①適用範囲、②担保の従属性、③担保資格、④会社による担保

提供、⑤共同担保、⑥担保が無効となった場合の法律効果並びに⑦担保及び破産の

関係性その他の問題について定めている。 

 

a. 適用範囲 

抵当、質権、留置及び保証などの典型的な担保に起因する紛争だけでなく、所有

権留保売買、ファイナンスリース及びファクタリング等の担保的機能を有する取引

に起因する紛争についても、本解釈が適用される（1 条）。 

 

b. 会社による担保提供 

会社の法定代表者が、会社法上の会社による担保提供についての決議に関する規

定19に違反し、権限を超えて会社を代表し相手方との間に担保契約を締結した場合で

あっても、法定代表者に関する「民法典」61 条及び権限踰越に関する「民法典」504

条などの規定に基づき、相手方が善意である場合には、当該担保契約が会社に対し

て効力を有する（7 条）。 

また、本解釈は、上場会社の担保提供について特別なルールを定めている（9 条）。

すなわち、上場会社において、担保提供に関する事項について既に董事会又は株主

総会により決議されたことが公表されており、相手方が、その公表情報に基づき上

場会社との間に担保契約を締結した場合、かかる担保契約は上場会社に対して効力

を有し、上場会社は担保責任を負う（9 条 1 項）。 

 

（2）保証について 

保証については、①保証方式の区別、②普通保証の訴訟当事者、③強制執行力の

ある公証債権文書の効力、④「法に基づき強制執行をしてもなお債務を履行するこ

 
17 主席令第 50号、全国人民代表大会 1995 年 6 月 30日公布、1995年 10 月 1 日施行。民法典の施行に

より廃止。 
18 2021 年 1 月 14日付最高人法院民二廷責任者による「『民法典』の関連担保制度の適用に関する解釈」

に関する記者質問への回答 http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-284441.html  
19 会社法 16 条及び 121 条等 

http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-284441.html
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とができない状況」20の判断基準、⑤共同保証における債権者の権利行使の相対的効

力、⑥保証期間の関連事実の審査、⑦訴訟時効を経過した債務に対して提供した保

証、⑧信用増加措置の性質などについて定めている。 

 

a. 保証方式の区別 

保証方式の推定について、旧担保法では、当事者が保証の方式について約定して

いないか、又は約定が不明確な場合、連帯責任保証として保証責任を負うとされて

いた。しかし、「民法典」686 条は、旧担保法と逆のルールを定める。すなわち、当

事者間に保証契約において保証の方式につき約定がなく又は約定が明確でない場合

には、普通保証により保証責任を負うとされている。 

本解釈では、さらに普通保証と連帯保証の区別を明確にしている。保証人は、債

務者が債務につき履行不能又は弁済不能となった場合にのみ保証責任を負うことそ

の他これに類する内容を保証契約において約束し、債務者が一次的に責任を負うべ

きという意図で意思表示を行った場合、人民法院はこれを普通保証と認定しなけれ

ばならない（25 条 1 項）。また、保証人は、債務者が債務不履行又は債務未弁済の

場合に、保証人が責任を負うこと、無条件に責任を負うことその他これに類する内

容を保証契約において約束し、債務者が一次的に責任を負うべきという意図がない

場合、人民法院は、これを連帯責任保証と認定しなければならない（25 条 2 項）。 

 

b. 保証に関する起算点 

普通保証において、債権者が効力を有する法律文書に基づき債務者の財産に対し

て法に従い強制執行を申請した場合の保証債務の訴訟時効の起算時点は、①強制執

行手続の終結を裁定した場合、又は民事訴訟法 257 条 3 項及び 5 号の規定21に基づ

き執行を終結すると裁定された場合には、かかる裁定が債権者に送達された日から

起算し、②人民法院が執行申請書を受領してから一年以内に、①の裁定を出さない

場合、保証人が債務者に執行できる財産がまだ存在することを証明出来る場合を除

き、人民法院がかかる執行申請書を受領してから一年に達した日から起算する（28

条）。 

また、本解釈は、実務上問題となっている根保証契約の保証期間等について明確

化した。根保証契約において保証期間の計算方法及び起算時点などについて、①約

定がある場合は、その約定に従い、②約定がなく又は約定が明確でない場合、その

保証期間は、被保証債権の履行期間が経過している場合は、債権が確定した日から

起算し、被保証債権の履行期間が満了していない場合は、被保証債権の履行期間の

満了日のうち最も遅い日から起算される（30 条）。 

 
20 民法典 687条 2 項 
21 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、人民法院は、執行の終結を裁定する。 

⑶被執行人である公民が死亡し、執行できる資産がなく、かつ義務を負う者がいないとき 

⑸被執行人である公民が生活困難により、借入金を弁済する能力がなく、収入源がなく、かつ労働能力

を喪失したとき 
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（3）担保物権 

担保物権については、①所有権又は使用権の所在が不明又は係争中である財産に

設定された抵当、②抵当財産の譲渡、③倉庫証券に係る質権、及び④売掛金が存在

しない場合又は売掛金が偽造された場合における立証責任などについて定めている。 

 

a. 財産の抵当 

本解釈では、所有権又は使用権の所在が不明又は係争中である財産に設定された

抵当について、処分権のない処分に該当する場合、人民法院は、「民法典」311 条の

善意取得の規定に従い処理しなければならないとされている（37 条 1 項）。 

また、当事者が、法に基づき封印又は差押がなされている財産について抵当権を

設定した場合であっても、かかる封印又は差押が解除されていた場合は、人民法院

は抵当権者による抵当権の実行を求める請求を認める（37 条 2 項）。 

 

b. 抵当財産の譲渡 

本解釈は、抵当財産の譲渡の禁止又は制限を約定した場合の当該抵当財産の譲渡

の有効性について、当該約定の登記の有無により結論を導く。すなわち、当該約定

が登記されていない場合は、抵当権者による、①抵当権設定者が当該約定に違反し

て抵当財産を譲渡する契約の無効確認請求、及び②抵当財産が既に交付又は登記さ

れた場合の当該譲渡の無効確認請求は、抵当権者が譲受人が当該約定を知っていた

ことを証明できる場合を除き、いずれも否定される（43 条 1 項）。当該約定が登記

されている場合、抵当権者による抵当財産の譲渡契約の無効確認請求は否定される

ものの、抵当財産が既に交付又は登記されている場合であっても、当該抵当財産の

譲受人が債務者の代わりに債務を弁済し、当該抵当権が消滅した場合を除き、当該

約定に違反する抵当財産の譲渡の効力は否定される（43 条 2 項）。 

 

c. 違法建築物の抵当、割当土地使用権及びその上の建築物の抵当について 

違法建築物に対して抵当権を設定した場合、一審の法定弁論終結までに合法的に

手続を完了した場合を除き、当該抵当権設定契約は無効となる（49 条）。 

また、割当の方法により設定された建設用地使用権又はその上の建築物に対して

抵当権を設定した場合であっても、かかる建設用地使用権に対して抵当権を設定で

きないこと又はかかる審査認可手続きが完了していないことを理由として、抵当権

設定契約の無効を主張することは認められない（50 条）。もっとも、抵当権が実行

された場合には、当該抵当財産を競売、換価して得た代金をもって、建設用地使用

権の払下金の納付に優先的に充てられる（50 条）。 

 

（4）非典型的担保 

典型的担保について、主に、①所有権留保、②ファイナンスリース、③ファクタ

リング、④譲渡担保及び⑤保証金について定めている。 
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a. 担保財産の範囲の拡大 

本解釈では、担保設定できる財産権の範囲を拡大している。具体的には、法律又

は行政法規で担保提供可能であると規定されていない財産又は権利について担保を

設定した場合であっても、当該契約の無効の主張は認められない。但し、かかる担

保の物権的効力については、当事者が法定の登録機構で法に基づき登録をしていな

い場合は否定される（63 条）。 

 

b. ファイナンスリース 

本解釈は、ファイナンスリース契約の紛争について、担保物権の実行に関する規

定を準用することを明確にした（65 条 1 項）。具体的には、ファイナンスリース契

約において、賃借人が約定通りにリース料を支払わず、催告後合理的な期限内に支

払わない場合、賃貸人は賃借人に対してリース料の残債を全額の支払いを要求する

ことができ、また、民事訴訟法の「担保物権実行事件」の関連規定を準用して、競

売又は売却により得た代金を、リース料の残債に充当することができる（65条 1項）。 

また、本解釈は、リース物件の残存価値の決定方法を明確にした。具体的には、

①ファイナンスリース契約に約定がある場合は、その約定に従い、②ファイナンス

リース契約に約定がなく又は約定が不明確である場合は、約定したリース物件の減

価償却費及び契約満了後のリース物件の残存価値に基づいて決定し、③上記①及び

②の方法で確定した残存価値がリース物件の実際の価値から大きく逸脱していると

判断される場合、当事者の申請に基づき資格を有する機関に評価を委託できる。（65

条 2 項） 

 

  （全 71 条） 

 

2．「『民法典』の時間的効力の適用に関する若干規定」 

（原文「最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定」） 

最高人民法院 法釈〔2020〕15 号 

最高人民法院 2020 年 12 月 29 日公布、2021 年 1 月 1 日施行 

 

最高人民法院は、2021 年 1 月 1 日に施行された「民法典」22の適用に関して、「立

法法」、「民法典」等の法律規定に基づき、「『民法典』の時間的効力の適用に関する若

干規定」（以下「本解釈」という。）を公布した。 

本解釈の主な内容は、以下のとおりである。 

 

（1）法律不遡及の原則 

本解釈は、「立法法」に規定された法律不遡及の原則23を堅持し、下記のとおり、

 
22本ニュースレターNo.329（2020年 6月 5 日発行）をご参照ください。 
23 「立法法」93条では、法律は過去に遡及しないことが原則とされているが、国民、法人及びその他

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042167/20200605-101023.pdf
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「民法典」の基本的な適用原則を規定した（1 条）。 

 

紛争事実の発生時期 法律適用 例外規定 

「民法典」施行前 
当時の法律、

司法解釈 

法律又は司法解釈に

別段の定めがある場

合はこの限りでない。 

「民法典」施行前に発生

した紛争事実が「民法

典」施行後まで継続 

「民法典」 

法律又は司法解釈に

別段の定めがある場

合にはこの限りでな

い。 

「民法典」施行後 「民法典」 ― 

 

また、「民法典」施行前にすでに結審した事件について、当事者が再審を申し立て、

又は人民法院が裁判監督手続きに基づき再審を行う場合は、「民法典」の規定を適用

しないと定めている（5 条）。 

 

（2）「民法典」の遡及適用 

本解釈は、法律不遡及の原則を明確にしつつ、「民法典」の遡及適用に関する特別

規定を定めた。具体的には、「民法典」施行前に発生した民事紛争事件について、以

下の規定が定められた。 

① 「民法典」施行前に発生した紛争事実について、当時の法律、司法解釈に関連規

定がある場合、当時の法律、司法解釈を適用するが、「民法典」の規定を適用す

ることが民事主体の合法的な権益の保護、社会及び経済秩序の維持、社会主義の

核心的価値観の発揚に資する場合はこの限りでない（2 条）。 

② 「民法典」施行前に発生した紛争事実について、法律、司法解釈に関連規定がな

いが、「民法典」に関連規定がある場合、「民法典」の規定を適用することができ

る。但し、当事者の合法的な権益を減少させ、当事者の法的義務を増加させ、又

は当事者の合理的な予測と相反する場合はこの限りではない（3 条）。 

③ 「民法典」施行前に発生した紛争事実について、当時の法律、司法解釈に原則的

な規定のみがあり、「民法典」に具体的な規定がある場合、当時の法律、司法解

釈を適用する。但し、「民法典」における具体的な規定に従って請求理由を説明

することができる（4 条）。 

 

（3）法律不遡及の原則の例外に関する個別規定 

上記のとおり、法律不遡及が原則である一方で、その例外（遡及適用）に関する特

別規定が定められているが、本解釈は、さらにその例外について具体的に規定してい

る。その主な内容は以下のとおりである。 

① 債務者が期限到来債務を履行しない場合における抵当財産及び質物の帰属につ

 
の組織の権利及び利益をより一層保護するために設けられた特別規定は例外的な取扱いが許容されてい

る。 
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いて、当事者が履行期限の満了前に合意した場合、当該合意が「民法典」施行前

になされた場合でも、「民法典」401 条及び 428 条を適用する（7 条）。 

② 「民法典」施行前に締結された契約が当時の法律、司法解釈を適用すると無効だ

が、「民法典」を適用すると有効な場合は「民法典」を適用する（8 条）。 

③ 「民法典」施行前に締結された定型約款について、注意喚起又は説明義務が履行

されていない場合、「民法典」496 条を適用する（9 条）。 

④ 「民法典」施行前に締結されたファクタリング契約に関して紛争が発生した場合、

「民法典」3 編 16 章の規定を適用する（12 条）。 

⑤ 「民法典」施行前に発生した契約の場合、「民法典」施行後に契約の履行が予定

されている場合でも、「民法典」施行前に契約の履行に関する紛争が生じた場合

は当時の法律、司法解釈が適用される。他方、「民法典」施行後に契約の履行に

関する紛争が生じた場合は「民法典」が適用される（20 条）。 

⑥ 賃貸借期間が「民法典」施行前に満了した場合、建物賃借人による「民法典」734

条 2 項（優先的賃借権）の主張は認められず、当時の法律、司法解釈が適用され

る。他方、賃貸借期間が「民法典」施行後に満了した場合、建物賃借人による「民

法典」734 条 2 項（優先的賃借権）の主張は認められる（21 条）。 

⑦ 権利侵害行為が「民法典」施行前に発生したが、損害結果が「民法典」施行後に

発生した民事紛争事件について、「民法典」の規定を適用する（24 条）。 

 

  （全 28 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 
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NEWS 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（随時更新） 

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。 

 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について（2021 年 1 月 14 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 

11 都府県における緊急事態宣言の再発出を受けて、当事務所の国内オフィス（高

松オフィスを除く）では緊急事態宣言に沿う形で在宅勤務の比率を上げ、出勤者

を減らすなどの対応をとることとしております。当事務所のその他のオフィスで

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、中止又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。 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/35.html
http://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/506.html
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■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 

 

 

中国プラクティスグループ 

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、五十嵐充、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、李昕陽、向師慧 

 
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 

（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 
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