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新型コロナウィルス感染拡大防止状況において
執行事案を法に依拠し適切に取り扱うことの若
干事項に関する最高人民法院による指導意見
公正競争審査作業を更に推進することに関する
国家市場監督管理総局等 4 部門による通知...
「国家知的財産権戦略の実施を推進し、知的
財産権大国の建設を加速させるための 2020 年
推進計画」公布に関する国務院知的財産権戦
略実施作業部間合同会議事務室による通知..
新型コロナウィルス感染拡大防止状況に対応
し、商業・貿易の流通発展を後押しし、人々の
消費を促進することに関する商務部弁公庁、中
国銀聯股份有限公司社による通知................
「民用航空のビジネス環境最適化実施細則」
公布に関する中国民用航空局による通知.......
工業ビッグデータ発展に関する工業情報化部に
よる指導意見................................................
「商用暗号製品認証リスト（第一回目）」「商用
暗号製品認証規則」公布に関する国家市場監
督管理総局、国家暗号管理局による公告.......
「江蘇省化学工業製品構造調整に係る制限、
廃止、禁止類リスト（2020 年版）」公布に関す
る江蘇省人民政府弁公庁による通知.............
「浙江省消費財リコール管理作業暫定弁法」
公布に関する浙江省市場監督管理局による通
知................................................................
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最高人民法院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

新型コロナウィルス感染拡大防止状況において執
行事案を法に依拠し適切に取り扱うことの若干事
項に関する最高人民法院による指導意見

强化应用执行和解制度。
精准适用失信惩戒和限制消费措
施。

合理减免被执行人加倍部分债务
利息。

充分发挥破产和解、重整制度的
保护功能。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-229541.ht
ml

【発布機関】最高人民法院
【発布番号】法発〔2020〕16 号
【発 布 日】2020-05-15
【概
要】本意見は計 10 条から成り、具体的には以
下の内容が含まれる。

執行申立の時効を法に依拠し中止する。

差押措置の法的境界線を正しく見極
める。

執行対象財産が低価格で処分される
ことを有効に防止する。

執行和解制度の活用を強化する。

信用喪失行為に対する制裁及び消
費制限措置を正しく適用する。

被執行人が倍にして支払う必要のあ
る債務利息を合理的に減免する。

破産、和議、更生制度による保護機
能を充分に発揮させる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-229541.ht
ml





【发布单位】最高人民法院
【发布文号】法发〔2020〕16 号
【发布日期】2020-05-15
【内容提要】该意见共十条，其中包括：



依法中止申请执行时效。
准确把握查封措施的法律界限。



有效防止执行财产被低价处置。




国家市场监督管理总局等四部门关于进一步
推进公平竞争审查工作的通知

【发布单位】国家市场监督管理总局等四部门
【发布文号】国市监反垄断〔2020〕73 号
【发布日期】2020-05-12
【内容提要】该通知提出：

用 3 年左右时间，基本建成公平
竞争审查制度体系。

凡涉及市场准入、产业发展、招
商引资、招标投标、政府采购、
经营行为规范、资质标准等有关
市场主体经济活动的文件、具体
政策措施，均要纳入公平竞争审
查范围。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fldj/202005/t2020051
2_315127.html
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公正競争審査作業を更に推進することに関する
国家市場監督管理総局等 4 部門による通知

【発布機関】国家市場監督管理総局等 4 部門
【発布番号】国市監反壟断〔2020〕73 号
【発 布 日】2020-05-12
【概
要】本通知では以下の通り、提言している。

3 年前後の時間をかけて、公正競争審
査制度体系の構築を概ね完成させる。

市場参入、産業発展、投資誘致、入
札募集・応札、政府調達、経営行為
規範、資格基準等係る事業者の経
済活動に関係する文書、具体的政策
措置をいずれも公正競争審査範囲に
組み入れる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fldj/202005/t2020051
2_315127.html
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国务院知识产权战略实施工作部际联席会议
办公室关于印发《2020 年深入实施国家知识
产权战略加快建设知识产权强国推进计划》的
通知

【发布单位】国务院知识产权战略实施工作部际联
席会议办公室
【发布文号】国知战联办〔2020〕5 号
【发布日期】2020-05-15
【内容提要】该计划包括深化知识产权领域改革、
加大知识产权保护力度、促进知识产
权创造运用、深化知识产权国际交流
合作等五方面内容。其中包括：



「国家知的財産権戦略の実施を推進し、知的財
産権大国の建設を加速させるための 2020 年推
進計画」公布に関する国務院知的財産権戦略
実施作業部間合同会議事務室による通知

强化企业名称规范管理，对驰名
商标、知名企业字号等商业标识
加强保护。

推进专利、商标、商业秘密、反
不正当竞争等领域的知识产权
民事和刑事诉讼司法解释的起
草工作。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.cnipa.gov.cn/gztz/1148642.htm

【発布機関】国務院知的財産権戦略実施作業部間合
同会議事務室
【発布番号】国知戦聯弁〔2020〕5 号
【発 布 日】2020-05-15
【概
要】本計画には知的財産権分野における改革
推進、知的財産権の保護強化、知的財
産権の画期的な運用の促進、知的財産
権の国際交流提携推進等 5 つの方面に関
わる内容が含まれている。具体的には以下
の内容が含まれる。

8 か所の改革試験区域において、「区
域の枠を超えた知的財産権遠隔訴
訟プラットフォームを構築する」等の取
組を推進する。

企業名称の規範的管理を強化し、著
名商標、著名企業の屋号等ロゴマー
クの保護を強化する。

特許、商標、営業秘密、不正競争防
止等分野における知的財産権の民
事・刑事訴訟の司法解釈の起草作
業に取り組む。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.cnipa.gov.cn/gztz/1148642.htm







在 8 个改革试验区推广“建立跨
区域的知识产权远程诉讼平台”
等。



商务部办公厅、中国银联股份有限公司联合印
发关于应对新冠肺炎疫情支持商贸流通发展
促进居民消费的通知

【发布单位】商务部办公厅、中国银联股份有限公司
【发布文号】商办消费函〔2020〕161 号
【发布日期】2020-05-13
【内容提要】该通知提出降低商户交易成本、完善
企业信贷服务、优化支付结算环境、
支持信用消费发展等多项具体举措。

新型コロナウィルス感染拡大防止状況に対応し、
商業・貿易の流通発展を後押しし、人々の消費
を促進することに関する商務部弁公庁、中国銀
聯股份有限公司社による通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202005/20
200502964246.shtml

【発布機関】商務部弁公庁、中国銀聯股份有限公司
【発布番号】商弁消費函〔2020〕161 号
【発 布 日】2020-05-13
【概
要】本通知では、業者の取引コストを削減し、企
業に対する信用貸付サービスを整備し、決
済環境を最適化し、信用消費の発展を後
押しする等具体的措置を打ち出している。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202005/20
200502964246.shtml





中国民用航空局关于印发《民航优化营商环境
实施细则》的通知

【发布单位】中国民用航空局
【发布日期】2020-05-09
【内容提要】该细则明确：

除列入外商投资准入负面清单的
民航项目外，对外资不得采取歧
视性措施，一律按照内外资一致
原则实施管理。


在国内准入方面，执行全国统一
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「民用航空のビジネス環境最適化実施細則」公
布に関する中国民用航空局による通知

【発布機関】中国民用航空局
【発 布 日】2020-05-09
【概
要】本細則では以下の通り、明確にしている。

外商投資参入ネガティブリストに収載
されている民用航空事業を除き、外
資に対して不公平な措置を講じては
ならず、いずれも国内資本・外資一致
の原則に従い管理を実施する。

国内における市場参入の面では、全国
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【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/2020
05/t20200512_202522.html

統一の市場参入ネガティブリストを実施
し、参入制限を引き続き緩和する。

「許可証・証書分離」改革、「証明」
事項の整理、公正競争審査、各種
事業者が市場資源を平等に利用でき
るようにすること等について制度を設け
ている。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/2020
05/t20200512_202522.html







的市场准入负面清单，持续放宽
准入限制。
对“证照分离”改革、
“证明”事
项清理、公平竞争审查、各类市
场主体平等使用市场资源等做
了制度性规定。

工业和信息化部关于工业大数据发展的指导
意见

【发布单位】工业和信息化部
【发布文号】工信部信发〔2020〕67 号
【发布日期】2020-05-13
【内容提要】该意见就数据汇聚、共享、应用、安
全等 6 方面提出若干意见。
其中包括：

工業ビッグデータ発展に関する工業情報化部によ
る指導意見

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652
930/n3757022/c7909590/content.html

【発布機関】工業情報化部
【発布番号】工信部信発〔2020〕67 号
【発 布 日】2020-05-13
【概
要】本意見ではデータの集約、共有、活用、安
全等 6 つの方面について、意見を打ち出し
ている。具体的には以下の内容が含まれ
る。

企業が安全且つ信頼性のある工業デ
ータスペースを共同で構築することを後
押しし、公共データ・リソースのオープン
データ化を誘導し規範化する。

データの流通に係る重要技術の難題
解決を図り、工業ビッグデータ資産価
値評価メカニズムを構築し、取引ルー
ルを明確にし、市場監督管理を強化
し、工業データ市場を育成する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652
930/n3757022/c7909590/content.html







支持企业共建安全可信的工业数
据空间，引导和规范公共数据资
源开放流动。



开展数据流动关键技术攻关，构
建工业大数据资产价值评估体
系，明确交易规则，加强市场监
管，培育工业数据市场。

国家市场监督管理总局、国家密码管理局关于
发布《商用密码产品认证目录（第一批）》
《商
用密码产品认证规则》的公告

「商用暗号製品認証リスト（第一回目）」「商用暗
号製品認証規則」公布に関する国家市場監督
管理総局、国家暗号管理局による公告

【发布单位】国家市场监督管理总局、国家密码管
理局
【发布文号】国家市场监督管理总局、国家密码管
理局公告 2020 年第 23 号
【发布日期】2020-05-11
【内容提要】《商用密码产品认证目录（第一批）
》
包括智能密码钥匙、智能 IC 卡等 22
个产品种类。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/202005/t20200
511_315114.html

【発布機関】国家市場監督管理総局、国家暗号管理
局
【発布番号】国家市場監督管理総局、国家暗号管理
局公告 2020 年第 23 号
【発 布 日】2020-05-11
【概
要】「商用暗号製品認証リスト（第一回目）」に
は暗号のスマートキー、インテリジェンス IC カ
ード等 22 品目の製品が含まれる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/202005/t20200
511_315114.html





江苏省人民政府办公厅关于印发《江苏省化工
产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020
年本）
》的通知

【发布单位】江苏省人民政府办公厅
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「江蘇省化学工業製品構造調整に係る制限、廃
止、禁止類リスト（2020 年版）」公布に関する江
蘇省人民政府弁公庁による通知

【発布機関】江蘇省人民政府弁公庁
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【发布文号】苏政办发〔2020〕32 号
【发布日期】2020-05-10
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2020/5/13/art_4614
4_9113759.html

【発布番号】蘇政弁発〔2020〕32 号
【発 布 日】2020-05-10
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2020/5/13/art_4614
4_9113759.html





浙江省市场监督管理局关于印发《浙江省消费
品召回管理工作暂行办法》的通知

「浙江省消費財リコール管理作業暫定弁法」公
布に関する浙江省市場監督管理局による通知

【发布单位】浙江省市场监督管理局
【发布文号】浙市监质〔2020〕3 号
【发布日期】2020-05-12
【实施日期】2020-06-11
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.zj.gov.cn/art/2020/5/12/art_1553480_3
7162.html

【発布機関】浙江省市場監督管理局
【発布番号】浙市監質〔2020〕3 号
【発 布 日】2020-05-12
【実 施 日】2020-06-11
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.zj.gov.cn/art/2020/5/12/art_1553480_3
7162.html

【注】

如果需要了解法律、法规或政策的全文内容或
需要相关日文翻译服务，请与我们联系；

本栏目所公布的网址通常为官方网址，如果无
法访问，您可以通过搜索引擎查阅或与我们联
系。

【注】

法令・政策の全文の内容や相応の日本語訳のサ
ービスが必要な場合には、私共にご連絡ください。

ご案内する URL は政府筋の公式サイトですが、リ
ンクできない場合は、検索エンジンで検索いただく
か、私共にご連絡いただければと思います。

二、最新资讯

二、新着情報





全国人大常委会法工委：个人信息保护法草案
稿已形成，争取及早提请审议

全国人民代表大会常務委員会法制作業委員
会：個人情報保護法草案がすでに完成しており、
可及的速やかに付議する

根据中国人大网消息，全国人大常委会法工委
相关负责人透露，目前，已形成个人信息保护法草
案稿，将根据各方面意见进一步完善后，按照全国
人大常委会立法工作的安排，争取及早将法律草案
提请全国人大常委会审议。

中国全国人民代表大会公式サイトの情報によると、
現在、個人情報保護法草案がすでに完成しており、各
方面の意見に基づき更に整備した後、全国人民代表
大会常務委員会立法作業のスケジュールに従い、法律
草案を全国人民代表大会常務委員会に可及的速や
かに付議することを全国人民代表大会常務委員会法
制作業委員会の責任者が明かしたとしている。

（里兆律师事务所 2020 年 05 月 18 日编写）

（里兆法律事務所が 2020 年 5 月 18 日付で作成）

三、近期热点话题

三、トピックス

※企业近期的关注话题（=律师近期的关注话题）

※企業が最近注目している話題（=弁護士が最近注目
している話題）



疫情下“不可抗力”问题的探讨与应用





疫情对企业复工、人事管理等方面的影响
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感染症発生状況下における「不可抗力」問題の
検討と応用
感染症発生による企業の事業再開、人事管理
等面に対する影響
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