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Ⅰ Lawyer's Eye 
弁護士 藤本 博之 

上海オフィス顧問  鄧  翌雲 

 

【連載】中国民法典の実務的分析 

第 2 回 物権法及び保証 

 

はじめに 

本稿では、中華人民共和国民法典（主席令第 45 号）のうち、物権法及び保証に関連する規定を取り上げる。現

行法において、物権は、物権法・担保法に分かれて規定されており、また、保証は担保法の中に規定されている。

民法典は、物権編を設け、その下に所有権、用益物権、担保物権を規定する。そして、保証については、契約編

において典型契約の一つとして規定された。 

 

本シリーズの目的は民法典を網羅的に取り上げるものではく、実際に中国実務に影響を与え得る重要なポイント

に絞って分析を試みることにあるため、以下では実務的な関心の高い、担保権及び保証について取り上げる。も

っとも、企業法務への影響は限定的に留まる可能性はあるものの、民法典の下で新たに規定された居住権につ

いても、その重要性から簡単に触れることする。 

 

なお、本シリーズのテーマ表を改めて以下のとおり掲載する 

 

 テーマ 

1.  民法典の全体像・民法総則 

2.  物権法・保証（今回） 

3.  人格権 

4.  契約法 

5.  権利侵害 

 

第１ 担保権に関する規定 

現行法である担保法においては、担保物権として抵当権及び質権しか用意されていない（なお、抵当権は動産

についても設定でき、この点は民法典においても変更はない（民法典第 395 条）。）。民法典は、さらに、担保物

権に関する規定を最適化した。 

また、実務上、所有権留保・ファイナンスリース・ファクタリングといった「非典型担保」は広く利用されており、司法

解釈は定められているものの、その有効性・内容についての紛争は実務上広くみられていた。民法典は、それら

の「非典型担保」に関する規定を設けることにより、「非典型担保」の実定法上の根拠を与えている。この点で、新

たな担保概念を導入したものとも解説されている。 

 

1 所有権留保・ファイナンスリース・ファクタリング 

民法典第 388 条は「担保契約は、抵当権設定契約、質権設定契約その他の担保機能を有する契約を含む。」

と規定し、非典型担保契約によっても担保物権が設定されることを明文の規定で示した。 

また、民法典では、契約法及びその司法解釈を踏まえ、再度整理したうえで、所有権留保・ファイナンスリースに

関する規定を設けた。また、新たにファクタリングに関する規定を設けている。 
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(1) 所有権留保 

民法典の売買契約の章内である第 641 条から第 643 条において、所有権留保に関する規定が設けられてい

る。 

当該規定の内容は、概ね、現行法の契約法及び司法解釈における所有権留保に関する規定内容と変わらない。

しかし、民法典においては、売主が目的物について所有権を有していることが登記されていなければ善意の第三

者に対抗することができないと規定された点に留意が必要である（民法典第 641 条 2 項）。また、売主は、買主

との協議に基づいても目的物の取戻しを求めることができ、当該協議が不調となった場合、担保物権の実行手

続が準用することができると規定され（民法典第 642 条 2 項）、より迅速な債権回収の道が開かれたものといえ

る。 

 

(2) ファイナンスリース 

民法典第 735 条から第 760 条にかけてファイナンスリースの章が設けられている。 

当該既定の内容も、概ね、現行法の契約法及び司法解釈におけるファイナンスリースに関する規定内容と変わ

らない。すなわち、ファイナンスリース契約とは、貸主となる者が、借主となる者の売主及び賃借目的物の選択に

基づき、当該目的物を購入し、借主に当該目的物を賃貸して、借主が賃料を支払う契約であると定めた契約法

の規定をそのまま承継した（民法典第 735 条）。しかし、一方で、実体としてファイナンスリース契約であるのに、

通常の賃貸借契約として締結されたものは無効であることが明記され（民法典第 737 条）、また、貸主の賃借目

的物に対する所有権は、登記を具備しなければ、善意の第三者に対抗できないと規定された（民法典第 745

条）。 

 

(3) ファクタリング 

民法典第 761 条から第 769 条にかけてファクタリングの章が新たに設けられている。すなわち、ファクタリング契

約も民法典にける典型契約となった。 

民法典では、ファクタリング契約とは、対象債権の債権者が、現在又は将来において保有する債権をファクタリン

グ行為者に譲渡することにより、ファクタリング行為者が、資金融通を行い、債権回収の管理及び催告を行い、対

象債権の債務者から担保の提供を受ける契約であると定められた（民法典第 761 条）。また、ファクタリング契約

について、ファクタリング行為者が悪意でない限り、対象債権債務関係の虚偽表示は、ファクタリング行為者に対

抗できないとされている（民法典第 76３条）。そして、ファクタリング後における債権者債務者間の対象契約の変

更及び終了は、ファクタリング行為者に不利益を生じさせる限り、効力を有しないものとされた（民法典第 765 条）。

最後に、ファクタリングが複数なされた場合に備えて、ファクタリングに関する登記を先に備えたものが、優先的に

弁済を受けることが規定された（民法典第 768 条）。 

ファクタリングに関しては、これまでの規定と異なり、将来における債権もファクタリングの対象となることが大きな

変更である。その他、これまで紛争が多く見られた、対象債権債務関係の有効性の影響、複数のファクタリング

行為者の間の優先関係が明確にされた。 

 

(4) その他 

上記とは内容が異なるものの、新たに創設された担保権として、米国法においても認められる売買代金担保権

（purchase money security interest）の優先権も設けられた（民法典第 416 条）。これにより企業の設備投資等

に対する金融の促進が目されている。 

 

2 公示制度 

現行の動産担保公示制度は、様々な監督局により管理され、複雑な状況であった。民法典は、担保法において

規定されていた具体的な登記機関に関する規定をそのまま引き継がなかった。民法典の施行により担保法は失
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効することとなるため、民法典の下では統一的な登記機関が整備されることを意味している。 

本項作成日時点において、どのような登記機関が整備されるかに関する法令等は設けられていない。しかし、報

道ベースによれば、中国人民銀行が運用するシステムを利用する方向で調整が行われ、審査内容も形式的な

ものに留まるようである。今後の法改正が待たれる。 

なお、登記された非典型担保の優先順位は、抵当権に準じて、登記順であると定められている（民法典第 414

条第 2 項）。 

 

3 最高人民法院による「中華人民共和国民法典」担保部分の適用に関する解釈（意見募集稿） 

本号の「II.中国法令アップデート」においても触れるように、民法典の担保部分に関しては司法解釈の意見募集

稿が提示された。意見募集期間は 2020 年 11 月 27 日において終了しているものの、融資担保部分におい

て、現行法と異なる取扱いを定めたものとして、特に以下のような規定が注目される。 

 

(1)担保権受託者 

物権法においては、債権者と登記上の抵当権者が異なる場合に、債権者が当該抵当権の行使が可能であるか

どうかについて明確な規定を設けていない。本司法解釈においては、債権者が担保目的物から優先弁済を受け

ることができることが明示された。 

 

(2)会社提供担保の効力 

会社の代表者が、内部承認を得ていないにもかかわらず、担保を提供した場合の効力に関し、現行法において

は債権者において必要な内部承認が得られたかどうかを審査するものとしているが、どの程度審査する必要があ

るのかが不明確であった。本司法解釈においては、会社の法定代表人が会社決議手続を経ずに、その権限を

踰越して担保設定契約を締結した場合、善意の第三者に対して担保責任を負うものと規定し、取引の安全を図

った。 

 

(3)借換え 

民法典は借換えによる既存担保の存続性について何ら規定を設けられていない。本司法解釈では、借換え前後

において同一の担保提供者が同一の担保を提供する限り、当該担保財産は借換え後の新たな債権にかかる担

保になると規定された。 

 

4 抵当権と賃借権の優劣 

担保権に関する典型論点ではあるものの、典型論点及びその重要性に鑑みて、典型担保である抵当権の賃借

権の優劣に関する規定にの変化を以下のとおり紹介する。 

 

物権法第 190 条 民法典第 405 条 

抵当権設定契約が締結されるより前に抵当財産がす

でに賃貸されている場合は、もとの賃貸借関係は当

該抵当権の影響を受けない。抵当権が設定された後

に抵当財産が賃貸された場合は、当該賃貸借関係

は、登記済みの抵当権に対抗することはできない。 

 

抵当権が設定されるより前に、抵当財産が賃貸さ

れ、かつ、占有が移転されていた場合は、もとの賃貸

借関係は当該抵当権の影響を受けない。 

 

現行法と異なり、民法典では対抗できる賃貸借関係の判断基準が抵当権の設定となり、また、賃貸のみならず、

占有の移転がなければ、抵当権の効力が阻害されないこととなった。 
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これにより、抵当権設定契約の前後で新たに日付をバックデイトするなどして賃貸借契約を締結することで抵当

権の実行を妨害するという問題が一定程度防止できることが期待される。 

民法典の下において抵当権実行妨害を確実に避けるためには、抵当権設定契約時に抵当財産が賃貸借されて

いるかどうかを賃貸借登記も踏まえて確認し、また、問題がない場合には抵当権設定契約後に直ちに抵当権設

定登記を行うことが望ましいと考えられる。 

 

第２ 保証に関する規定 

上記のように現行法では担保法に規定されていた保証であるが、民法典では契約編に振り分けられ、典型契約

と同じ扱いとなった。このため、典型契約に適用される契約総論の各条文が適用されることが明らかになった。 

契約総論に関する議論は、次々回の連載に譲ることとし、以下では民法典に編纂される過程で保証に加えられ

た重要な変更点を簡潔に説明する。 
 

１ 独立担保条項の効力の否定 

現行法では、担保法において付従性を否定する合意を認めているものの、物権法では法律に別段の定めがない

限り当該合意の有効性を否定していた。保証契約の根拠が担保法に存在している関係で、付従性に関する特

段の合意が有効かどうかが長らく争いとなっていた。 

この点、最高法院において消極説が示されていたものの、保証契約について定める民法典第 682 条第 1 項は、

担保物権について定める民法典第 388 条第 1 項と同じ規定を設け、付従性を否定する合意が認められないこ

とを明確に示した。 

 

2 保証方式が不明確な場合の保証の性質 

担保法は、保証方式が不明確な場合に連帯保証とすることが規定されているものの、民法典第 686 条は、一般

の保証責任しか負わないものと定めた。 

 

3 連帯保証人間の求償権 

担保法では連帯保証人間の求償権を定めていたものの、民法典は連帯保証人の主債務者に対する求償権の

み認める規定を置いている。 

しかし、上記司法解釈において、連帯保証人間の求償権行使も認められる旨規定された。 

 

4 保証人の代位権 

民法典第 700 条は、保証人の代位権を明文で認めた。また、代位できるのが主債務者の抵当権のみならず、

利息支払請求権、違約金支払請求権も含まれることが明らかにされた。 

 

第３ 住居権に関する規定 

住居権は民法典第 366 条から第 371 条にかけて新しく創設された用益物権である。居住権は、契約又は遺言

により設定され、登記及び占有を経ることにより、他人の住宅を使用することができる権利である。書面より設定

することが必要であり、また、登記が有効要件となっている。 

もっとも、住居権については、登記できる人数、住居権の享有主体の範囲、住宅所有者との間の住宅使用形態

等、不明確な点も存在することから、今後の議論及び司法解釈が待たれる。 

 

以上 
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Ⅱ 中国法令アップデート 
 

弁護士 若林 耕 

弁護士 尾関 麻帆 

弁護士 岩井久美子 

弁護士 横井 傑 

弁護士 唐沢 晃平 

弁護士 藤本 博之 

弁護士 徳山 剛史 

中国弁護士 屠 錦寧 

中国弁護士 胡 絢静 

中国弁護士 李 芸 

北京オフィス顧問 李 加弟 

北京オフィス顧問 李 彬 

上海オフィス顧問 繆 媛媛 

上海オフィス顧問 鄧 翌雲 

 

 
最新中国法令の解説 
 

上海市外商投資条例 

[ポイント] 本条例は、2020 年 1 月 1 日に施行された外商投資法及び外商投資法実施条例を受けて上海市に

おける外資利用のさらなる促進を進めることを目的に発表された外商投資管理に関する初めての地方法規であ

る。本条例は、外商投資法と比較して、開放拡大という章が新たに設けられ、金融分野における開放を先行実

施すること、外商投資にかかる試行政策を自由貿易区以外にも開放すること（国が自由貿易区に限定したものを

除く）、臨港新鋭リアについては、より開放的な外商投資政策と税収政策を実施することなどが盛り込まれている。

また、投資促進の章においては、外商投資企業における中国本土における再投資に関して所得税上の優遇措

置が明らかにされている。本条例は上海市による外商投資促進の姿勢を明確にするものであり、今後の運用に

期待されたい。 

2020 年 9 月 25 日公布、2020 年 11 月 1 日施行（上海市市民代表大会常務委員会公告第 45 号） 

[原文] 上海市外商投资条例 

 

中華人民共和国危険化学品安全法（意見募集稿） 

[ポイント] 本意見募集稿は、主に総則、登記及び鑑定、生産及び保管の安全、使用の安全、経営の安全、輸

送の安全、廃棄処理の安全、事故緊急救援、法的責任より構成される。本稿は現行の「危険化学品安全管理

条例」を修正する形で起草されたものである。 

「危険化学品安全管理条例」と比べて、危険化学品の各安全監督管理部門の職責をより明確にし、危険化学

品の生産、保管、販売等における安全管理を一層厳格化し、特に危険化学品の使用に関する安全管理を強化

し、新たに危険化学品の廃棄処理の安全管理に関する内容を規定している。また、危険化学品の安全行政許

可事項の手続が一層簡略化され、違法行為に対する処罰の方法が追加された。 

（意見募集期間：2020 年 10 月 2 日～2020 年 11 月 1 日） 

[原文] 中华人民共和国危险化学品安全法（征求意见稿） 

 

原薬分野に関する独占禁止ガイドライン（意見募集稿） 

[ポイント] 本意見募集稿は、原薬の生産・販売等に関し、独占禁止法上問題となる主な行為類型についてその

考え方を示したものである。本意見募集稿は、競争を排除、制限するおそれがある原薬メーカーの行為として、

①水平的独占協定、②垂直的独占協定（再販売価格を拘束する行為、取引地域・顧客を制限する行為）、③

市場支配的地位の濫用（不公平な高価による原薬の販売、原薬販売の拒絶、取引相手に対し原薬の仕入先、

販売先等を不当に制限する行為、原薬の抱合せ販売、取引条件を不当に定める行為、差別的取扱い等）を挙

げている。また、本意見募集稿には、原薬メーカーの企業結合審査、行政権力の濫用により競争を排除、制限

https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_01.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_02.pdf
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するおそれのある行為についても定められている。 

（意見募集期間：2020 年 10 月 13 日～10 月 30 日） 

[原文] 关于原料药领域的反垄断指南（征求意见稿） 

 

インターネットユーザーパブリックアカウント情報サービス管理規定（改正草案意見募集稿） 

[ポイント] 本意見募集稿は既存の同名の規定を改正するものである。「インターネットユーザーパブリックアカウン

ト」とは、インターネット上のプラットフォームにおいてユーザーが登録し、社会公衆に向けて文字、画像、音声動

画等を発信するアカウントのことを指し、具体的には、微信（Wechat）の公衆号、微博（Weibo）のアカウント、百度

（Baidu）の百度号等のアカウントがこれに当たる。本意見募集稿においては、このようなパブリックアカウントを提供

するプラットフォーマーに対して、当該プラットフォームについて省級行政区の政府に届け出ることを要求し、また

アカウントユーザーの本人確認の検証を行い、登録された身分情報が真実のものでない場合にはアカウントを削

除すること等が要求されている。また、パブリックアカウントの内容が経済、教育、衛星、司法等の領域に及ぶ場

合には、アカウントの開設に対してプラットフォーマーが審査を行うこと等が要求されている。その他、本意見募集

稿においてはパブリックアカウントの利用者の責任や当局のインターネット通信部門による監督管理の内容につい

て規定されている。 

（意見募集期間：2020 年 10 月 15 日～10 月 30 日） 

[原文] 互联网用户公众账号信息服务管理规定（修订草案征求意见稿） 

 

中華人民共和国未成年者保護法（2020 年改正） 

[ポイント]未成年者保護法は 1991 年に発布された法律であり、未成年者の心身の健康の保護、権利利益保護

と共に、理想的な社会主義者の育成等を目的としている（第 1 条）。本法の対象となる未成年者は 18 歳未満の

者をいう（第 2 条）。本改正では、未成年者のプライバシーの保護や、保護者等からの虐待や放置の防止等の権

利利益の保護強化と共に（第 4 条、第 16 条、第 17 条）、社会主義の核心の価値観を樹立・実践する（第 5 条）

等による未成年者の保護を目的とした、いわゆるパターナリスティックな指導・制約も強化されている。娯楽・嗜好

品関連の規制としては、教育機関周辺のゲームセンター等の娯楽施設や酒タバコ販売店の設置の禁止（第 58

条、第 59 条）等が盛り込まれている。また、オンラインゲーム等による若年層への影響が社会問題化しているこ

とから、インターネット利用に関する広範な規定が新設された（第 5 章）。この中でも、22 時から翌日 8 時までの

間は未成年者にネットゲームを提供しないこと（第 75 条）等の具体的な制限が盛り込まれていることが注目され

る。 

2020 年 10 月 17 日公布、2021 年 6 月 1 日施行（中華人民共和国主席令 57 号） 

[原文] 中华人民共和国未成年人保护法（2020年修订） 

 

中華人民共和国生物安全法 

[ポイント] コロナの影響を受けて、生物安全法は、予想よりも早く可決され、来年 4 月 15 日に正式に施行する。

同法は、新型突発性感染症の大規模な蔓延、動植物の感染症、バイオテクノロジーの研究開発・応用、病原性

微生物実験室の生物安全、人類遺伝資源、生物資源の安全性、バイオテロ攻撃や生物兵器の脅威などの生

物安全リスクについて別々の章を設けて定めている。同法は、生物分野の基本法として、生物安全リスクの予防

及びコントロールのための基本制度を明記し、同法をはじめとする法体系を構築しようとしている。同法によれば、

生物安全が国家安全保障の重要な部分であり、医療機関などは感染症や原因不明の集団的な病気が見つか

った場合はすぐに報告し、いかなる組織や個人も情報を隠してはならず、国が感染源を調査して判断するとされ

ている。また、外国の組織、個人およびその管理下にあるものは、原則として関連当局の承認を得ることなく中国

人の遺伝資源を収集・保存してはならない。今後さらなる関連規定や細則等の制定も想定され、生物安全に関

連するバイオテクノロジー、医療、農業、畜産、食品、化粧品などの業界の企業に影響を与えることが見込まれる。 

https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_03.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_04.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_05.pdf
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2020 年 10 月 17 日公布、2021 年 4 月 15 日施行 

[原文] 中华人民共和国生物安全法 

 

インターネット取引監督管理弁法（意見募集稿） 

[ポイント] 本弁法は、既存の「インターネット取引監督弁法（网络交易管理办法）」を改正するものであり、本弁法

の発効と同時に既存の「インターネット取引管理弁法」は廃止されると規定されている。本弁法においては、インタ

ーネット取引経営者（インターネット等を通じて商品販売またはサービスの提供に従事する自然人、法人または

非法人組織のことをいう。）は商業登記を行わなくてはならないこと、必要に応じて行政許認可を取得する必要が

あること（7 条）、及びそのウェブサイト上で営業許可証に記載された情報、許認可に関する情報を公開しなけれ

ばならないこと（10 条）が規定されている。また、インターネット取引プラットフォーム経営者（インターネット上で取

引を行う主体に対する経営場所の提供、取引の仲立ち、情報の発信等のサービスを行う法人または非法人組

織のことをいう。）の義務についても別途規定が置かれており、プラットフォーム内で商品を販売し、サービスを提

供する経営者及びその商品やサービス情報に対して監督管理を行い、当該経営者に法令に違反する行為があ

った場合には必要な措置（電子商務法 12 条、13 条に違反する場合には市場監督管理部門に報告）をとること

（27 条）等が要求されている。 

（意見募集期間：2020 年 10 月 20 日～11 月 2 日） 

[原文] 网络交易监督管理办法（征求意见稿） 

 

外商投資電信企業に対する事中事後監督管理の強化に関する通知 

[ポイント] 同通知では、「国務院による一部の行政許可事項の取消及び移譲に関する決定」に基づき、「外商投

資経営電信業務審査決定意見書」の確認及び発行が取り消されることとなった。同通知の発行以前、外商投資

電信企業は、商務部門の認可証書を取得する前、工業及び情報部門に対し、初期審査の申請を行い、「外商

投資経営電信業務審査決定意見書」の発行を受けていたが、同通知により、同初歩審査段階の意見書の取得

が要らなくなった。関連の審査決定業務は、電信業務経営許可審査段階に組み入れられることとなった。 

2020 年１0 月 20 日公布、2020 年 10 月 20 日施行（工信部通信函〔2020〕248 号） 

[原文] 关于加强外商投资电信企业事中事后监管的通知 

 

国有資産評価管理弁法（公開意見募集稿） 

[ポイント] 同意見募集稿では、現行規定の構成が修正された。現行規定の 6 章 39 条から 4 章 16 条に縮小さ

れた。具体的には、「資産評価管理」、「監督管理と法的責任」の 2 章が追加され、「組織管理」、「評価手順」及

び「評価方法」の 3 章が削除された。このうち、現行規定の「評価手順」及び「評価方法」の章は、現行の資産評

価関連法令の中で詳細に規定がなされているため、今回の意見募集稿の修正により関連の内容が削除された。

大きな修正には、以下のものがある。①同法令は、意見募集稿の第 2 条に基づき、「国有単位関連経済行為」

に適用される。「国有単位」とは、「政府部門、機構、事業単位、国有及び国有持株企業、国有の実質支配企業、

政府投資基金の国有資産・財産権所有機構」を指す。上記の内容は、現行規定の「国有資産占有単位」の概

念を改め、「国有単位」という概念を導入した。②同意見募集稿では、評価すべき事項が追加され、評価すべき

事項の範囲が拡大された。さらに、評価不要の行為も列挙されている。 

2020 年 10 月 27 日公布 

（意見募集期間：2020 年 10 月 27 日～11 月 27 日） 

[原文] 国有资产评估管理办法（公开征求意见稿） 

 

事業者結合審査暫定規定 

[ポイント] 本規定は、概ね、従前より複数存在していた事業者結合審査に関する規定を整理したものである。し

https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_06.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_07.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_08.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_09.pdf
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たがって、概ね過去の事業結合審査に関する考え方は維持されているものと考えられる。もっとも、本規定は、市

場監督管理局における事業結合審査を認める規定もみられるところであり、今後の運用状況が注目される。 

2020 年 10 月 23 日公布、2020 年 12 月 1 日施行 

[原文] 经营者集中审查暂行规定 

 

インターネット小額貸付業務管理暫定弁法（意見募集稿） 

[ポイント] 近時、中国ではアント・グループ傘下のアント・フィナンシャルが展開する「借唄」や「花唄」を筆頭に、数

多くのインターネット小額貸付サービスが出現し、インターネット小額貸付を行う業者も乱立し、悪質な貸付事例

等も続出している。本管理弁法は、かかる状況に鑑み、小額貸付業の中でも特にインターネット小額貸付業を健

全な業界として発展させていくために新たに規制を設けようとするものである。本弁法がンターネット小額貸付業

界に与える影響は甚大であり（2020 年 11 月 3 日にアント・グループが史上最大の IPO を延期したのは記憶に新

しいが、前日の本弁法の意見募集稿の公表の影響が背景にあると見る意見もある。）、その立法動向に注目が

集まっている。現在の意見募集稿によれば、省を跨いで全国規模でインターネット小額貸付業を行おうとする業

者の経営許可証について、地方政府ではなく中央政府（中国銀行保険監督管理委員会）が発行主体となる。既

存の業者は経営許可証の取り直しが必要となるところ、業者数の制限が行われる可能性がある。また、インター

ネット小額貸付業を経営しようとする業者は 10 億人民元以上の登録資本金の一括払い込みを要し、また、特に

省を跨ぐインターネット小額貸付業を経営しようとする業者については 50 億人民元以上の登録資本金の一括払

い込みを要するなど、非常に厳しい参入条件が定められている。さらには、インターネット小額貸付業者が共同融

資を行う場合の出資比率は 30％を下回ってはならないとされており（現在のインターネット小額貸付の大部分は、

インターネット小額貸付業者が顧客を開拓したうえで、複数の業者（主に銀行等）が貸付原資を拠出して貸付を

実行しているという状況にある）、現存するインターネット小額貸付業者の多くは市場から淘汰される可能性が高

い。そのほか、個人ローンの上限額は 30 人民元で直近 3 年の平均年収の 3 分の 1 を超えてはならない、といっ

た上限も設けられている。 

（意見募集期間：2020 年 11 月 2 日～12 月 2 日） 

[原文] 网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿） 

 

司法部による「公証手続規則」の改正に関する決定 

[ポイント] 中国でも公証人による公証は、知的財産権の侵害行為や先使用権の証明等に広く利用されている。

本規則は「公証法」に基づき、公証人の独立した職能の行使、秘密保持義務等の基本原則が規定されており、

改正は、2006 年以来 14 年ぶりとなる。本改正により盛り込まれた主な点としては、①当事者が提出すべき公証

事項の証明材料について、公証人が公的プラットフォームを通じて取得が可能と明示されたこと（第 18 条第 2

項）、②公証人の忌避に関する規定（第 20 条）、③公証機関は公証申請受理後に、全国公証管理システムに

公証事項を記録すべきとされたこと（第 21 条）、④重大・複雑案件については合議すべきこと（第 26 条）等があ

る。また、相続に関する公証については、従前より 2 名以上の公証人が担当すべきとされていたが、今回さらに

⑤公証過程の録音・録画をすべきとの規定（第 53 条）が盛り込まれたことも注目される。 

2020 年 10 月 20 日公布、2021 年 1 月 1 日施行（中華人民共和国司法部令 145 号） 

[原文] 司法部关于修改《公证程序规则》的决定 

 

販売促進行為の規範化に関する暫定規定 

[ポイント] 本規定は、事業者による商品販売やサービス提供の過程で行われる懸賞付販売、割引販売といった

販売促進行為に関する規制を具体的に定めたものである。不正競争防止法、価格法における規定を実務上で

の運用を念頭に具体化したものと理解できる。例えば、懸賞付販売には、抽選式以外に、一定の条件に満たした

消費者に賞金、商品その他の利益を供与する無料贈与式も含まれるとされる。また、懸賞付販売を行った事業

https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_10.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_11.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_12.pdf
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者は販売促進の規則、景品交換の結果等の情報を 2 年間保存することが義務付けられている。割引販売につ

いては、消費者が情報を取得しやすいように、割引の基準と期限等の公開が要求される。 

2020 年 10 月 29 日公布、2020 年 12 月 1 日施行 

[原文] 规范促销行为暂行规定 

 

国務院弁公庁による証明事項及び企業経営にかかる許可事項の告知承諾制の全面的推進に関する指導意

見 

[ポイント] 本指導意見は、上海市浦東地区等で試験的に実施されていた許可事項の告知承諾制を全国的に

施行に関する意見である。その内容は、既に試験的に実施されていた内容と概ね変更はない。特に、証明の取

得が困難な、戸籍管理、市場主体管理、資格試験、社会保険、社会公助、健康検査、法律サービス等につい

て、告知承諾制が迅速に実施されることが指導されている点は注目される。もっとも、あくまでも意見という形式を

とっている以上、各省、自治区、直轄市の関係部門が具体的な内容を決定されることとなるため、具体的にどの

範囲について告知承諾によって可能となるかどうかについては、各省等との確認が必要と考えられる。本指導意

見は、一定の資料の要件を緩和する方向性を示すものではあるものの、最終的に求められる資料については、

各管轄地におけるプラクティスを確認する必要があるというプラクティスを大きく変えるものではないと考えられる。 

2020 年 11 月 9 日公布 

[原文] 国务院办公厅关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见 

 

最高人民法院による「中華人民共和国民法典」担保部分の適用に関する解釈（意見募集稿） 

[ポイント] 本司法解釈は、2021 年 1 月 1 日より施行される中国民法典の適用に関するものである。中国民法

典は、現在存在する 7 つ民法に関する法令（民法通則（民法通则 1986 年）、民法総則（民法总则 2017 年）、

物権法（物权法 2007 年）、担保法（1995 年）、契約法（合同法 1999 年）、婚姻法（1980 年）、養子縁組法

（收养法 1991 年）、相続法（继承法 1985 年）、不法行為責任法（侵权责任法 2009 年））を、必要な修正等

を加えたうえで民法典という名の 1 つの法律にまとめるというものであり、7 つの旧法令は廃止される。これまで各

旧法令について出されていた数多くの司法解釈のうち、ごく一部の重要なものについては、今回の民法典の編纂

において新条文として編入されているが、数多くの司法解釈に関しては、民法典の施行に伴い、新たな司法解釈

として出しなおされることが予想されている。本司法解釈はかかる司法解釈の出し直しの一例目であり、今後は担

保部分以外に関する司法解釈の制定も続くことが予想される。なお、民法典が施行され旧法が廃止された後も、

新たな司法解釈が出されるまでの間は、現行の旧法に関する司法解釈が民法典の関連条文を解釈するうえで

引き続き参照されることになるものと考えられる。 

（意見募集期間：2020 年 11 月 9 日～11 月 27 日） 

[原文] 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》担保部分的解释（征求意见稿） 

 

全国人民代表大会常務委員会による香港特別行政区立法会議員の資格問題に関する決定 

[ポイント] 本決定は、中央政府による香港への統制強化の一環として発表されたものであり、香港立法会の一

部議員の資格を無効としたものである。その後、香港立法会の民主派議員 15 名が一斉に辞職するという事態に

発展した。本決定が、直接企業活動に影響を与えることはないが、現代の香港情勢を象徴する事件といえる。 

2020 年１１月１１日公表 

[原文] 全国人民代表大会常务委员会关于香港特别行政区立法会议员资格问题的决定 

 

中華人民共和国著作権法 

[ポイント] 10 年にわたる改正作業を経て、先日、第三次、改正著作権法（「改正法」）が公布された。改正法は

本年 8 月に公布された草案から特に大きな変更点はなく、主な改正点は以下のとおりである。①著作権の対象

https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_13.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_14.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_15.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_16.pdf
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の明確化。改正法では、現行法の「映画著作物及び映画撮影に類似する方法で創作した著作物」を「視聴覚著

作物」に変更したことにより、ネット動画のような映画の撮影方法を利用していない著作物も著作権の対象となる

ことが明確化された。②著作権の内容の見直し。改正法では、有線による著作物の配信を放送権に加えたことに

より、視聴者が自由に視聴時間や場所を選べないインターネットライブ配信は放送権に該当し、インタラクティブ

配信は情報ネットワーク伝播権（日本の自動公衆送信に相当する）に該当することが明確化された。また、改正

法では、情報ネットワーク伝播権については、現行法の「著作物の送信」との要件を削除したことにより、リンク先の

送信も当該権利の対象になることがあると示唆されている。③損害賠償の強化。他の知財法令と平仄を合わせ

て懲罰的賠償制度（上限は通常の賠償額の 5 倍）を導入し、法定賠償の最高金額は現行法の 50 万元から

500 万元へと引き上げられた。 

2020 年 11 月 11 日公布、2021 年 6 月 1 日施行（主席令第 62 号） 

[原文] 中华人民共和国著作权法 

 

医薬品インターネット販売監督管理弁法（意見募集稿） 

[ポイント] 本意見募集稿は、医薬品のインターネット販売に対する規制を規定する法令である。本稿には、医薬

品のインターネット販売の範囲、販売者の義務、プラットフォームの義務等が規定される。 

本稿において前回の意見募集稿と比べて最も注目されているのは処方薬のインターネット販売についてである。

2018 年 2 月に医薬品インターネット販売監督管理弁法（意見募集稿）が意見募集を行った際にはその中で処

方薬はインターネットで販売することはできないと規定されていたが、今回は電子処方の出所の真実性を保証す

ることを前提として医薬品のインターネット販売が可能であると規定されている。 

（意見募集期間：2020 年 11 月 12 日～11 月 30 日） 

[原文] 药品网络销售监督管理办法（征求意见稿） 

 

最高人民法院による知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干の規定 

[ポイント] 本規定は、知的財産権侵害民事訴訟に関して、原告被告の立証に提出すべき証拠を具体的に規定

しており、訴訟実務上参考価値が高いと考えられる。例えば、被告が被疑製品を適法に入手したと抗弁する場合

には、適法な販売ルート・合理的価格・貨物の直接の提供方法等を立証する必要がある（第 4 条）。権利非侵害

確認訴訟の受理についても、従前の司法解釈に沿った立証事項（①被告から原告への警告状の送付・訴訟提

起の通知、②原告から被告への訴訟提起の催告と催告の送達日時、③被告が合理的期間内に訴訟提起しな

いこと）が明記されている（第 5 条）。中国国外で形成された証拠の公証・認証に関し規定されていることも注目さ

れる。具体的には、公的又は公開ルートにより入手可能な公開出版物・専利文献等については公証・認証未了

を理由とした異議は認められない（第 8 条）。また、中国国外での証人の証言についても、証人が真実であること

を宣誓し、かつ偽証については処罰を受ける意思を示した場合には、認証未了を理由とした異議は認められない

ものとされている（第 9 条）。 

2020 年 11 月 16 日公布、2020 年 11 月 18 日施行 

[原文] 最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定 

 

 
※＜上記以外の今月のその他の重要な新法令＞ 

 
◆【上海自由貿易試験区関連法令一覧】 

  

https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_17.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_18.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_19.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_20.pdf
https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins7_pdf/201223_21.pdf
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私の日記 ～上海でのとある週末～ 

弁護士 森脇 章  

 

年の瀬も間近にせまりました。今年は新型コロナウィルスの影響で世界が一変してしまいました。昨年までは日中間

を年に 20-30 往復していた私も、今年 3 月 18 日以降は中国を出ていません（注：12 月 7 日脱稿当時）。既に

260 日以上が経過したことになります。我が家の家長殿（＝妻）や愛娘にも会えていません。人の往来の制限は、そ

れぞれの国の感染状況に大きな差をもたらし、また、生活様式にも大きな差をもたらしたと思われます。上海では、8

月以降殆ど感染者が出ていませんが、それでもコロナ対策は必要です。また、アプリの開発・改良のスピードも高まる

ばかりですが、思いのほか、「人」のサービスも日進月歩していて、それがアプリの利便性の向上を支えています。今

回はそんな上海での私の一日を紹介しようと思います。少々長くなってしまいましたが、ご笑覧ください。 

 

――― 

 

2020 年 12 月 5 日 土曜 曇り 

 

殆ど徹夜続きの数日を乗り切り、久しぶりに 10 時間ほど熟睡。爽快な朝だ。この週末もたまった仕事を片付けねば

ならない。 

実は、スマホの電話の着信音で目が覚めた。出てみると、旅行予約アプリの「携程（C-Trip）」の担当者。リアルの

「人」の声だ。昨日予約をし、数時間後にキャンセルをしたホテルの件。一昨日、12

月 8 日（火）の会議（後述）の参加許可の通知が突然来て慌てて予約したところ、

昨日夜になってホテルは招待側で手配するので予約不要との連絡が来たためこの

ような事態となった。予約の際、変更はあるまいと考え、キャンセル不要のコースで

予約したのが仇（あだ）となった。昨日深夜中にカスタマーセンターに文字で事情を

説明しておいたのに対する回答であった。「原則キャンセル不可の予約なのです

が、事情を理解しましたので、こちらでホテルとの交渉を行います。ホテルの担当デ

スクは 9 時半からなので、その後交渉結果をご連絡します。」と丁寧な口調。次い

で、10 時前に再度電話があり、「連絡しましたが、まだ伝票がホテルに届いていな

いとのことで、数時間後に再度ホテルに連絡して交渉する予定です。すみませんが

今しばらくお待ちください」とのこと。お昼過ぎに三度目の電話。「ホテル側も事情を

理解してくれて、無事キャンセルできました。追って返金します。手数料はいりませ

ん。ほかに何かお困りの点はございませんか」とのこと。「おもてなしの国」である日本

でもここまで丁寧なサービスはないのではないかと思うほど。ただ、その仕掛けが、

最後の一言に表れていた。「後ほど携帯電話のショートメッセージに連絡が届きま

す。カスタマーサービスの評価を行うものですので、よろしければ、高評価を、、、」。

中国のサービスにはすべてこの後日のカスタマーアプレイザルがついて回る。これに

よりサービスの質を向上させるというのがどのサービスにも共通するコンセプト。ここ

は日本とはかなり違う気がするが、サービスの品質向上に寄与していることは間違

いない。 

写真 1 ホテルのキャンセル 
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その後、中国最大の SNS「微信（WeChat）」をチェック。連絡が山のように来ている。特に、チェックが必要なのは、当

然仕事に関係するもの。日本企業、日系企業の仕事で SNS を使うことはまずないが、依頼者が中国の企業や中国

の弁護士となると SNS（特に WeChat）は避けられない。上海弁護士会の会務、重要な会議などの情報もすべて

WeChat で届く。仕事の連絡は電子メールで送るようにとお願いはするが、細かい進捗報告や、会議の日程調整な

どはどうしても WeChat になる。 

 

その後、我が家の「家長」と話をする。これも WeChat。Line や Facebook Messenger は「防火長城（Great Firewall）」

により制限されているので、最近は家長とのこの種の連絡にも専ら WeChat を使用。娘の話やお店の経営の話や彼

女が関わっている公益事業（？）であるミセスコンテスト「中華太太（Mrs. China）」の話を聞く。 

 
ほどなく、昨日スマホで予約をしておいた PCR 検査をしに行く。三日後の 12 月 8 日に開催される会議のための予防

策。今のところ PCR 検査の陰性証明はいらないといわれているが、副部長（副大臣）も参加する会合だ。中国なの

で、突如ルールが変更され、提示を要求されることもありうると予測し、念のための検査。それにしても、この会議、

10 月には開催が決まっていた。当初の連絡では、コロナ禍であり外国人会員はオンラインでの参加、と通知された

が、中国国内にいるのだから現地での参加も可能ではないかと現地参加をお願いしていたもの。開催五日前の 12

月 3 日の夕刻に突如通知が来て、現地での参加も可能との由。中国らしい直前の通知。想定内ではあるが、慌てて

フライトを手配すると同時に、万一に備えて PCR 検査の予約もした次第。 

 

検査は静安区のとある医療施設。家から約 15 キロのところにある医療機関であることをスマ

ホアプリで確認し、最近購入したマイカー（18 段変速の折り畳み自転車）で行くオプションも

一瞬頭をよぎったが、寒いので（怠け天使のささやきに負け）車で行くことに。車も当然スマホ

のアプリで呼ぶ。使うのはアリペイのアプリに内蔵されている高徳（AutoNavi）の配車アプリ。

配車サービス会社、タクシー会社など約 50 社の車の中から最適車を選んでマッチングする

アプリである。タクシー、エコノミックカー、多人数用の商用車、エクセレントカー、デラックスカ

ーなど等級も選べる。ちょっと見栄を張りたいときは、デラックスカーを選ぶとネクタイ・スーツ

姿の運転手が運転するレクサス、BMW、ベンツなどがやってくるが、市内の移動であれば、

数千円で利用できる。この日は、どれでもいいのですべてのクラスを選択して、目的地を入

れて、検索をタップすると、すぐにマッチング完了、5 分後に出発地に到着と表示された。ラ

ッシュ時には出発地点までの到着に 10 分以上かかることもあるが、ふだんはこのように短

時間で車が来る。 

 

出発すると思いのほか道が混んでいる。土曜の午後だ。平日よりはすいていると思いきや、高速道路も一般道もみな

混んでいる。運転手曰く、土日は「外地」（上海以外の地域）の車が上海に押し寄せるので混むのだ、と。それが理由

かは少々疑問があるが、確かに上海ナンバーでない車は、平日の上海市内の走行が大きく制限されている。門地に

よる差別をしているようで、日本ではとてもできない制限だが、「割り切り」のよい中国では渋滞解消のための合理的

な制限とされる。運転手も、「上海ナンバーの取得には高いコストもかかっているのだから当然」とやや得意顔。確か

に、上海ナンバーを取得するには、居住地制限の他、ナンバーの総量規制もあり、中間業者に頼んだりすれば、トー

タルで 100 万円近くかかる。取得に成功した人が自然にそういう感情を抱くようになるのも無理からぬところ。 

 

 

 

 

写真 2 配車アプリに

よる 50 社の横断的マ

ッチング 
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PCR 検査機関に到着。ドキドキして中に入る。鼻腔に 15 センチの綿棒を突っ込まれてぐ

りぐりと 30 秒、という話も聞く。検査場所は、医療機関の入り口に作られていて、二人の

完全防護の担当者が出迎える。一人は事務担当。そこで、紙の申請書に必要事項を

記入し、結果が送られてくるという WeChat の RQ コードをスキャンしてアカウント登録をす

る。記載の後いよいよ検査。もう一人の女性の担当者が無機質な表情で例の綿棒を取

り出す。やはり長い。涙が出るだろうな、私の鼻は特に敏感だから突っ込まれているとき

にくしゃみが出たら折れるかな、、、、、などと心配しながら腰掛に腰を下ろす。が、棒が

鼻腔の奥に届いたと感じるやすぐに検査は終了。やや肩透かしをくらった感覚。挿入の

角度（鼻腔の途中の壁には殆ど刺激を与えずにストレートに奥に到達！）といい、速度と

いい、実にお見事！相当数の検査をこなしてきた「達人」とお見受けする。 

 

 

その後、無事検査を終えて外に出る。私が検査機関に着いた時には検査

者の列はなかったが、私の後に 4-5 人の検査希望者が列をなしていた。

周りを見回すと、おびただしい数の自転車。正に「自転車王国」！思わず、

その場で写メ。少し歩いて大通りでも写メ。 

 

「自転車王国」でふと20数年前を

思い出す。北京で中国語を学び

始めたころの教科書に正に「自行

車王国（＝自転車王国）」という言

葉が出ていた。ただ、当時と今とでは全く様相が違う。当時は、まだ鋼鉄の

重厚な作りの自転車ばかりで、朝のラッシュ時には 3 車線道路を自転車が

席巻するという光景が一部に残っていた。流石に今はそのようなことはな

い。そういう意味ではむしろ「自動車王国」というべきかもしれない。とはい

え、現在のシェアバイクの量も日本では考えられない。様相は一変したとは

いえ、やはり中国は「自転車王国」だとつくづく思う。 

 

なお、このシェアバイク、ここ 5-6 年間の下剋上（＝会社の買収、合併、倒

産、新興企業の誕生等）を経て、現在数社が生き残っている。また、技術や

ルールもこの 5 年で格段の進歩を遂げている。①自転車をすべて GPS 管

理、②利用時にスマホアプリで自転車の QR コードをスキャンして開錠、利用後施錠するとスマホ上に料金が現れ、

即電子決済、③原則としてどこで乗ってどこで降りるも自由、という基本コンセプトは変わっていないが、ローンチ当初

は、自転車を無造作に置き散らかすケースや自社・自宅に自転車を持ち運んで半ば占用するケースなどが後を絶

たず、あちこちに惨状が広がり、日本でもたびたび報道されていた。が、状況は写真の通り一変している。今は①交通

秩序維持等の理由から、降車禁止エリアが規定されていて、それがアプリ内にも随時反映されており、降車禁止エリ

アで降車し施錠すると、アプリ上に自動的に違反警告文字が現れ、自動的に違約金が課金され、かつ、コンプライア

ンスの簡易な教育プログラムを閲読することが強制される。また、②商業地域など自転車の停車が多いところには専

門のスタッフがいて、自転車の整列を頻繁に行っている。極めつけは、③自転車の物理的運搬作業である。シェア

写真 3 検査機関。入り口に

検査所が設けられており、奥

に入らずに検査完了。 

写真 4 検査機関前のシェアバイク。特にこ

こはターミナルでも何でもない。ありふれた街

角。 

写真 5 検査機関の前の大通りのシェアバ

イク 
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バイク各社は、夜間に自転車回収車を走り回らせ膨大な数の自転車を回収し（回収車は、担当区域のどこに自転

車があるかを GPS で認識できる）、朝利用の多い地下鉄の駅などにきれいに並べなおす作業を人の手で毎日行っ

ているのである。IT の開発先行国として報道されることが多いが、こうした人海戦術とセットで現在の運用が成り立っ

ている。人口大国ならではの対策ではあるものの、先に実行あり、という中国のトライ＆エラーの成果ともいえる。 

 

物思いに耽る間もなく、帰途へ。帰りも同様の配車アプリを利用。小一時間で自宅へ。 

 

自宅では、残務が待ち構えている。外出も時間の無駄なので、フードデリバリーを

頼む。使用するアプリは「餓了麼（＝Ele.me）」、中国式 Uber Eats である。個人の

注文傾向、評価、距離などから上位配列が決まってくるのは普通のアプリと同じ。

使い捨てのカトラリー類は不要という選択もあるので、これを選択。そのあとは、あ

まりこだわらずに同じものを注文する私の場合、タップ 3-4 回くらいで注文が完了

する。なお、配送予定時刻が表示されるが、ピーク時には遅れることもままある。そ

のようなことが予想される場合には、配達員にお小遣いが渡る制度を選択する。

配達員は複数掛け持ちが常識なので、その中での送付順に「わずかの」考慮を働

かせる仕組み。ユーザーが負担するお小遣い資金は 10 円にも満たない。これで

心が動くのか。。。一回のデリバリーで得られる報酬は恐らく 100 円程度。なのに、

配達中に「粗相」（＝店頭による破損、液漏れなど）があれば、最下層の配達員が

殆どの場合全ての責任を負う。アプリ開発者-加盟店-配達員という厳しいヒエラ

ルキーをそこに垣間見ることができる。 

 

夜 10 時ころ、WeChat を再び開き、件の PCR 検査の結果をチェック。無事陰性証

明の PDF が送られてきた。これで出張準備はほぼ完了。あとは、参加予定者に事

前のご挨拶。これも WeChat で行う。 

 

このようにスマホ一つであらゆる取引が完了する。そして、この一つ一つの取引デ

ータがビッグデータ化され、AI 研究に供され、かつ犯罪の予防、感染症の予防等に活かされていく。これが、今の中

国だ。 

 

（追記） 

翌朝（6 日）、開催二日前と迫った 8 日の会議担当者から WeChat で連絡がきた。大会本部から、ルールが変更さ

れ、会場に入るにあたり PCR の陰性証明が必要になったとの由。私の予測はぴたりと当たった！ 

と思ったのも束の間、よく見ると、陰性証明にかかる検査は開催前日である 7 日月曜日午後 4 時以降の検査に限る

とのこと。なんと！私は 7 日午後 7 時発の飛行機で目的地に向かわねばならないのである。しかし、これが必ずしも

不可能ではないのが今の上海。先に述べた要領で早速 7 日午後の PCR 検査を予約。飛行機に乗っているうちに結

果が出ることになる。即時に、PCR 検査機関から空港への配車予約も同時に行ったことはいうまでもない。 

大きな行事に参加する際、直前で予定や指示が二転三転するのは今も昔も変わらない。もし、7 日午後に外せない

用事が入ってしまっていたら、如何ともしがたいところであった。参加を許された「選ばれし者」とはいえ、一民間人で

ある私はこれに食らいついていくしかない。中国でのサバイバルは続く。 

 

以上  

 

写真 6 フードデリバリーアプリの画

面（輸送中） 
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 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合

わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。 

 
 本ニュースレターの編集担当者は、以下のとおりです。 

弁護士 森脇 章（ ） 

弁護士 中川 裕茂（ ） 

弁護士 若林 耕（ ） 

 

 ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、お問い合わせにてお手続き下さいますよう

お願いいたします。 

 

 ニュースレターのバックナンバーは、こちらにてご覧いただけます。 
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