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最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法
律若干问题的规定（修订）

【发布单位】最高人民法院
【发布文号】法释〔2020〕6 号
【发布日期】2020-08-20
【实施日期】2020-08-20
【内容提要】最高人民法院对原 2015 年 09 月 01
日起施行的《关于审理民间借贷案件
适用法律若干问题的规定》作出大幅
度修改，修改内容主要包括：
定义
民间借贷，是指自然人、法人和非法人组织之间
进行资金融通的行为。
依法确认和保护民间借贷合同的效力
关于民间借贷合同无效的情形：

增加一项：未依法取得放贷资格的出借人，
以营利为目的向社会不特定对象提供借款
的；

修改一项：套取金融机构贷款转贷的（原规
定为“套取金融机构信贷资金又高利转贷给
借款人，且借款人事先知道或者应当知道
的”
）
。
调整民间借贷利率的司法保护上限

以中国人民银行授权全国银行间同业拆借
中心每月发布的一年期贷款市场报价利率
（LPR）的 4 倍为标准，确定民间借贷利率
的司法保护上限。利率超过 4 倍 LPR 的部
分，法院不予支持。


当事人约定的逾期利率，不得高于民间借贷
利率的司法保护上限。

当事人主张的逾期利率、违约金、其他费用
之和，也不得高于民间借贷利率的司法保护
上限。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-249031.ht
ml
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民間貸借事案審理における法律適用の若干事
項に関する最高人民法院による規定（改正）

【発布機関】最高人民法院
【発布番号】法釈〔2020〕6 号
【発 布 日】2020-08-20
【実 施 日】2020-08-20
【概
要】最高人民法院は、2015 年 9 月 1 日から
施行されている原「民間貸借事案審理にお
ける法律適用の若干事項に関する規定」を
大幅に改正している。主に以下の改正内
容が含まれる。
定義
民間貸借とは、自然人、法人及び非法人組織間で
資金を融通する行為を指す。
民間貸借契約の効力を法に依拠して確認し保護する
民間貸借契約が無効となる状況：

追加された状況：法に依拠し貸付資格を取得し
ていない貸し手が営利目的で不特定者を対象に
貸付を行った場合。

修正された状況：金融機関から詐取した貸付資
金を又貸しした場合（原規定は、「金融機関から
貸付資金を詐取し高利息で借り手に又貸しし、
且つ借り手が事前に知っていたまたは知るべきで
あった場合」であった）。
民間貸借金利に係る司法保護上の上限を調整した

中国人民銀行から授権された全国インターバンク
コールセンターが毎月公表している一年物の貸出
基礎金利（LPR）の 4 倍を基準として、民間貸借
金利に係る司法保護上の上限を確定する。金
利が LPR の 4 倍を超える部分について、裁判所
はこれを支持しない。

当事者間で約定する遅延利息も民間貸借金利
に係る司法保護上の上限を上回ってはならない。

当事者の主張する遅延利息、違約金、その他費
用の和も民間貸借金利に係る司法保護上の上
限を上回ってはならない。
【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-249031.ht
ml

2/8



最高人民法院关于为创业板改革并试点注册
制提供司法保障的若干意见



ベンチャーボード改革及び登録制試行のために司
法上の保障を提供することに関する最高人民法
院による若干意見

对资本市场违法犯罪行为“零容
忍”，提高市场主体违法违规成
本。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-248441.ht
ml

【発布機関】最高人民法院
【発布番号】法発〔2020〕28 号
【発 布 日】2020-08-18
【概
要】本意見ではベンチャーボード関連事案の審
理等事項について、4 つの方面から 10 項目
の意見を打ち出している。具体的には以下
のものが含まれる。
 登録制を実行するベンチャーボード上
場会社に係る証券民商事事案につい
て集中管轄を試行する。第一審事案
の管轄を広東省深セン市中級人民
法院に集中させる制度を試験的に実
施する。
 資本市場における違法犯罪行為を
「一切容赦しない」ものとし、事業者の
違法・反則に係るコストを引き上げる。
【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-248441.ht
ml





【发布单位】最高人民法院
【发布文号】法发〔2020〕28 号
【发布日期】2020-08-18
【内容提要】该意见就审理与创业板相关案件等问
题，从四方面提出 10 条意见，其中
包括：


对实行注册制创业板上市公司所
涉有关证券民商事案件试点集
中管辖。一审案件由广东省深圳
市中级人民法院试点集中管辖。



全国银行间同业拆借中心关于试运行直投模
式下境外机构投资者直接交易服务的通知

中国のインターバンク債券市場への直接投資スキ
ームにおける国外機関投資家を対象とする直接
取引サービスを試験的に導入することに関する全
国インターバンクコールセンターによる通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.chinamoney.com.cn/chinese/rdgz/202
00819/1745493.html

【発布機関】全国インターバンクコールセンター
【発布番号】中匯交発〔2020〕224 号
【発 布 日】2020-08-19
【概
要】2020 年 9 月 1 日から、国外投資家を対象
とする直接取引サービスを試験的に導入す
る。インターバンク債券市場において、債券
口座を開設している国外機関投資家、適
格国外投資家及び人民元適格国外投資
家はいずれも参加することができる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.chinamoney.com.cn/chinese/rdgz/202
00819/1745493.html





【发布单位】全国银行间同业拆借中心
【发布文号】中汇交发〔2020〕224 号
【发布日期】2020-08-19
【内容提要】2020 年 09 月 01 日起试运行境外投
资者直接交易服务。在银行间债券市
场开立债券账户的境外机构投资者、
合格境外投资者和人民币合格境外投
资者均可参与。

上海市市场监督管理局、中国（上海）自由贸
易试验区临港新片区管理委员会关于在中国
（上海）自由贸易试验区临港新片区开展强化
竞争政策实施试点的通知

【发布单位】上海市市场监督管理局、中国（上海）
自由贸易试验区临港新片区管理委员会
【发布文号】沪市监垄价 20200344 号
【发布日期】2020-08-17
【内容提要】该通知提出，在中国（上海）自由贸
易试验区临港新片区开展强化竞争政
策实施试点，并规定了 11 项主要措
施。包括：
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中国（上海）自由貿易試験区臨港新エリアにおけ
る競争力強化のための政策の試行展開に関する
上海市市場監督管理局、中国（上海）自由貿易
試験区臨港新エリア管理委員会による通知

【発布機関】上海市市場監督管理局、中国（上海）自
由貿易試験区臨港新エリア管理委員会
【発布番号】滬市監壟価 20200344 号
【発 布 日】2020-08-17
【概
要】本通知では中国（上海）自由貿易試験区
臨港新エリアにおいて競争力強化のための
政策を試行することを提言し、11 項目の主
要措置を定めている。具体的には以下の
内容が含まれる。
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试点经营者集中反垄断审查制度

制定并完善审查工作规则。

对集成电路、人工智能、新能源汽车等战略
性新兴产业中发生的经营者集中，进一步简
化审查程序，压缩审查时限。

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://scjgj.sh.gov.cn/919/20200817/2c9bf2f673ec
89990173fa413fe7178e.html

事業者集中独占禁止審査制度を試行する

審査作業ルールを制定し整備する。

集積回路、人工知能、新エネルギー自動車等
戦略的新興産業において発生する事業者集中
に係る審査手続きをさらに簡素化し、審査所要
時間を短縮する。
独占的協定に係る責任を免除する制度の実施につい
て検討する

独占的協定行為を分類管理し、業種タイプ、企
業規模、マーケットシェア、競争状況等要素を総
合的に検討し、独占的協定に係る責任が免除と
なる具体的条件を確定し、条件に合致する事業
者の責任を法に依拠し免除する。

新技術、新産業、新業態、新スキーム等新興産
業に対して、寛容さと慎重さの両要素を取り入れ
た監督管理を実施し、事業者に対する規制が更
に緩和されたビジネス環境を創出する。
公正競争文化を発揚し、唱導する

事業者独占禁止コンプライアンスガイドラインを制
定し、競争適法化のための制度を構築するよう事
業者に指導し、法に依拠し市場競争を展開する
よう事業者を誘導する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://scjgj.sh.gov.cn/919/20200817/2c9bf2f673ec
89990173fa413fe7178e.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





探索实施垄断协议豁免制度


对垄断协议行为进行分类监管，综合考虑行
业类型、企业规模、市场份额、竞争状况等
要素，确定垄断协议豁免的具体条件，对符
合条件的经营者依法豁免。



对新技术、新产业、新业态、新模式等新兴
产业实施包容审慎监管，为经营者营造更加
宽松的营商环境。

倡导弘扬公平竞争文化

制定经营者反垄断合规指南，指导经营者建
立竞争合规制度，引导经营者依法合规开展
市场竞争。

全国人大常委会就《中华人民共和国著作权法
修正案（草案）》等七部法律草案公开征求意
见

全国人民代表大会常務委員会が、「中華人民
共和国著作権法改正案（草案）」等七件の法案
についてパブリックコメントを募集している

日前，第十三届全国人民代表大会常务委员会
对《中华人民共和国著作权法修正案（草案）
（二次
审议稿）
》等七部法律草案进行了审议，并向社会征
求意见（截止日期为 2020 年 09 月 30 日）
。

先頃、第十三期全国人民代表大会常務委員会が
「中華人民共和国著作権法改正案（草案）（第二回審
議案）」等 7 件の法案を審議し、パブリックコメントを募集
している（締切日は 2020 年 9 月 30 日である）。

（里兆律师事务所 2020 年 08 月 21 日编写）

（里兆法律事務所が 2020 年 8 月 21 日付で作成）



司法部就《关于强化行政许可过程中商业秘密
和保密商务信息保护的指导意见》公开征求意
见

日前，司法部起草了《关于强化行政许可过程
中商业秘密和保密商务信息保护的指导意见（征求

Leezhao Law Office · All rights reserved.



司法部が、「行政許可手続き過程において営業
秘密及びビジネス上の秘密情報の保護を強化す
ることに関する指導意見」について、パブリックコメン
トを募集している

先頃、司法部が、「行政許可手続き過程において営
業秘密及びビジネス上の秘密情報の保護を強化するこ
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意见稿）
》
，向社会公开征求意见（截止日期为 2020
年 09 月 30 日）
。

とに関する指導意見（意見募集案）」を起草し、パブリッ
クコメントを募集している（締切日は 2020 年 9 月 30 日
である）。

该征求意见稿提出准确界定保密范围、落实保
密管理措施、严格保密义务和责任等三方面 10 项
意见。其中包括：

本意見募集案では秘密情報の範囲を正しく画定す
ること、秘密保持管理措置を着実に講じること、守秘義
務・責任の厳格化等 3 つの方面から 10 項目の意見を
打ち出している。具体的には以下の内容が含まれる。

行政許可の申請者が行政機関に対して行政
許可事項の申請手続きを行う際、不正競争防
止法等法律法規に従い画定した営業秘密を明
示し、秘密保持が必要なビジネス情報も明示す
る必要がある。

公開ルートを通じて知ることができる、商業価値
がない、有効な秘密保持措置を講じていないビ
ジネス情報を営業秘密及び秘密保持の必要な
ビジネス情報として扱ってはならない。



行政许可申请人在向行政机关申请办理
行政许可事项时，对按照反不正当竞争法
等法律法规界定的商业秘密要予以明示，
对需要保密的商务信息也要予以标明。



对可以通过公开渠道获知、不具有商业价
值、未采取有效保密措施的商业信息，不
得作为商业秘密和保密商务信息。

（里兆律师事务所 2020 年 08 月 21 日编写）

（里兆法律事務所が 2020 年 8 月 21 日付で作成）

三、里兆解读

三、里兆解説





解读 2020 年外资准入政策

2020 年外資参入政策を読み解く

2020 年 06 月 23 日，国家发改委、商务部公
布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）
（2020 年版）》
（以下简称“全国负面清单”
）和《自
由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清
单）
（2020 年版）
》
（以下简称“自贸区负面清单”
）
（两者统称“2020 年负面清单”）
，并于 2020 年 07
月 23 日开始施行。

2020 年 6 月 23 日、国家発展改革委員会、商務部
が「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）
（2020 年版）」（以下「全国ネガティブリスト」という）及び
「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガ
ティブリスト）（2020 年版）」（以下「自由貿易区ネガティ
ブリスト」という）（この 2 つを「2020 年ネガティブリスト」と総
称する）を公表し、且つ 2020 年 7 月 23 日より施行し
た。

与 2019 年版相比，2020 年负面清单进一步缩
减，全国负面清单由 40 条减至 33 条，自贸区负面
清单由 37 条减至 30 条。本文将以 2020 年负面清
单为核心，对 2020 年外资准入政策进行解读。

2019 年版と比べ、2020 年ネガティブリストはさらに条
目を削減し、全国ネガティブリストは 40 条から 33 条へ、
自由貿易区ネガティブリストは 37 条から 30 条へと減らさ
れている。本稿では 2020 年ネガティブリストをめぐり、
2020 年外資参入政策を読み解く。

一、 2020 年负面清单主要变更点

一、 2020 年ネガティブリストの主な変更箇所

1.

2020 年负面清单说明部分

第五条规定“经国务院有关主管部门审核并报
国务院批准，特定外商投资可以不适用负面清单中
相关领域的规定”，但对于何为“特定外商投资”，
2020 年负面清单并未予以明确。《中华人民共和国
外商投资法实施条例（征求意见稿）
》第 35 条规定，
“中国的自然人、法人或者其他组织在中国境外设
立的全资企业在中国境内投资的，经国务院有关主
管部门审核并报国务院批准，可以不受外商投资准
入负面清单规定的有关准入特别管理措施的限制”
，
但正式公布的文本删除了该条款。我们理解，2020
年负面清单的该规定，可能是为“返程投资”等豁
免 2020 年负面清单的限制留下空间。

Leezhao Law Office · All rights reserved.

1. 2020 年ネガティブリストの説明部分
第五条において「国務院の係る主管部門が審査の
上、国務院に報告し批准を受けた場合、特定の外商投
資はネガティブリスト上の該当する分野の規定を適用し
ないとすることができる」と定められているが、「特定の外
商投資」とは何を指すかについて、2020 年ネガティブリス
トでは明確にされていない。「中華人民共和国外商投
資法実施条例（意見募集案）」第 35 条では、「中国の
自然人、法人又はその他の組織が中国域外で設立し
た完全子会社が中国域内で投資する場合、国務院の
係る主管部門が審査し、国務院に報告し批准を受ける
ことで、外商投資参入ネガティブリストに定める参入特別
管理措置の制限を受けないとすることができる」と定めら
れていたが、正式に公表された文書からは当該条文が
削除されている。筆者の理解では、2020 年ネガティブリ
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ストの同規定は、「迂回投資」等が 2020 年ネガティブリ
ストの制限を受けないよう、余地を残しておいたものであ
ると思われる。
第八条规定，中国内地与港澳台地区、中国与
其他国家、国际组织等缔结、参加的条约、协议等
在外资准入待遇有更优惠规定的，
“可以”按照相关
规定执行。与 2019 年版相比，增加的“可以”二
字，我们理解是为特殊情况下出于维护国家利益等
目的，为排除更优惠规定的适用提供依据。

2.

全国负面清单正文部分

加快服务业重点领域开放进程。

取消证券公司、证券投资基金管理公司、
期货公司和寿险公司的外资股比限制。至
此，2020 年负面清单已经完全没有对金
融业的外资准入限制。


取消城市人口 50 万以上的城市供排水管
网的建设、经营须由中方控股的限制。至
此，基础设施领域（电力、热力、燃气及
水生产和供应等）已基本取消外资准入限
制，目前仅要求核电站的建设、经营须由
中方控股。



取消空中交通管制领域的外商投资限制，
但外方不得参与建设、运营机场塔台。

放宽制造业、农业准入。

取消商用车制造外资股比限制。此外，预
计 2022 年将取消乘用车制造外资股比限
制以及同一家外商可在国内建立两家及
两家以下生产同类整车产品的合资企业
的限制。


取消禁止外商投资放射性矿产冶炼、加工
和核燃料生产的限制。



取消小麦新品种选育和种子生产必须由
中方控股的限制，外商股比最大可至
66%。

3.

自贸区负面清单正文部分

除了全国负面清单放开限制的内容外，国家还
继续在自贸区进行开放试点。

取消禁止外商投资中药饮片炮制技术应
用及中成药保密处方产品生产的限制。


允许设立外商独资的以中国公民为主要
招生对象的非学制类职业培训机构和学
制类职业教育机构。
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第八条の規定によると、中国大陸と香港・マカオ・台
湾地区との間、中国とその他の国や国際組織等との間
で締結し、加盟している公約、合意書等において、外資
参入待遇についてさらなる優遇規定がある場合、係る規
定に基づき実施することが「できる」とされている。2019 年
版と比べ、「できる」という文言が追加されているのは、特
定の状況下において国家利益等を守る目的から、さらな
る優遇規定の適用を排除することに根拠を与えるもので
あると考えられる。
2. 全国ネガティブリストの本文部分
サービス業重点分野の開放プロセスを加速させた。

証券会社、証券投資ファンド管理会社、商品
先物取引会社及び生命保険会社における外
資の持分比率の制限を撤廃した。これをもって、
2020 年ネガティブリストでは、金融業への外資
参入制限が一切なくなった。

人口が 50 万以上の都市で上下水道管路を建
設し、経営する場合、中国側が支配株主でなけ
ればならないとの制限を撤廃した。これをもって、
インフラ分野（電力、熱、ガス及び水道水の生産
及び供給等）において、外資参入の制限は基本
的に撤廃されており、現在は、原子力発電所の
建設、経営は中国側が支配株主でなければな
らないことが求められているのみである。

航空交通管制分野への外国投資者の投資制
限を撤廃したが、外国側は空港、管制塔の建
設、運営に参加してはならない。
製造業、農業への参入要件を緩和した。

商用車の製造における外資の持分比率の制限
を撤廃した。また、2022 年には、乗用車の製造
における外資の持分比率の制限並びに同一の
外国投資者が中国国内で 2 社及び 2 社以下の
同類の完成車製品を製造する合弁企業を設立
できることについての制限を撤廃する予定である。

外国投資者による放射性鉱産の製錬、加工及
び核燃料の生産への投資禁止の制限を撤廃す
る。

小麦の新品種の選択、育種及び種子の生産に
際しては、中国側が支配株主でなければならな
いとする規制を撤廃し、外国投資者の持分比
率は最大で 66%までとすることができる。
3. 自由貿易区ネガティブリストの本文部分
全国ネガティブリストにおける制限緩和の内容を除き、
国は自由貿易区における対外開放の試行を継続させる。

外国投資者による漢方薬材の調製技術の応用
及び漢方製剤の秘伝処方製品の生産への投
資を禁止するという制限を撤廃する。

外国投資者が独資形態にて中国公民を主要
生徒募集対象とする非学制類職業教育機関
及び学制類職業教育機関を設立することを認
める。
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二、 海南自由贸易港在外资准入方面的特别规定

二、 海南自由貿易港の外資参入における特別な規定

中共中央、国务院于 2020 年 06 月 01 日公布
《海南自由贸易港建设总体方案》
（以下简称“海南
方案”），并于同日开始施行。在外资准入方面，海
南方案在 2020 年负面清单的基础上又有了进一步
的突破。

中国共産党中央委員会、国務院が 2020 年 6 月 1
日に「海南自由貿易港建設全体方案」（以下「海南方
案」という）を公表し、且つ同日から施行された。外資参
入に関して、海南方案は 2020 年ネガティブリストを土台
として、さらに新たな進展があった。

1.

电信领域

1. 電信分野

2020 年负面清单要求基础电信业务（限于中国
入世承诺开放的电信业务）须由中方控股，而海南
方案规定将“安全有序开放基础电信业务”
。

2020 年ネガティブリストでは、基礎電信業務（中国が
WTO 加盟時に開放を公約した電信業務に限る）は、
中国側が支配株主でなければならないと求めているが、
海南方案では「安全で秩序を立てて基礎電信業務を
開放する」ことが定められている。

2020 年负面清单要求增值电信业务（限于中国
入世承诺开放的电信业务）的外资股比不超过 50%
（电子商务、国内多方通信、存储转发类、呼叫中
心除外）
，且根据《关于中国（上海）自由贸易试验
区进一步对外开放增值电信业务的意见》
，上海自贸
区信息服务业务（仅含应用商店）和因特网接入服
务业务（为上网用户提供因特网接入服务）外资股
比可突破 50％。而海南方案规定将“开放增值电信
业务，逐步取消外资股比等限制”
。

2020 年ネガティブリストでは、増値電信業務（中国が
WTO 加盟時に開放を公約した電信業務に限る）におけ
る外資の持分比率が 50%を超えてはならない（電子商
取引、中国国内マルチ通信、ストアアンドフォワード類、
コールセンターを除く）ことが求められ、さらに、「中国（上
海）自由貿易試験区においてさらに対外的に増値電信
業務を開放することに関する意見」に基づくと、上海自由
貿易区情報サービス業務（アプリストアのみを含む）及び
インターネット接続サービス業務（インターネット利用者の
ためにインターネット接続サービスを提供すること）における
外資の持分比率は 50％を超えることが可能となる。ま
た、海南方案では、「増値電信業務を開放し、外資の
持分比率等の制限を徐々に撤廃する」と規定している。

2.

教育领域

2. 教育分野

全国负面清单要求高等教育机构限于中方主导
的中外合作办学，自贸区负面清单还允许设立外商
独资的非学制类职业培训机构和学制类职业教育机
构。而海南方案规定“允许境外理工农医类高水平
大学、职业院校在海南自由贸易港独立办学，设立
国际学校”
。

全国ネガティブリストでは、高等教育機関は中国側が
主導し外国側と連携して学校を運営する場合に限ると
定められているが、自由貿易区ネガティブリストでは、外
国投資者が非学制類の職業研修機構及び学制類の
職業研修機構を独資にて設立することを認められる。な
お、海南方案では「域外理工農医類の高水準大学、
職業学校が海南自由貿易港で単独で学校を運営し、
インターナショナルスクールを設立することを認める」と規定
している。

当然，海南方案在电信和教育领域的上述突破
目前只有原则性规定，如何“逐步”
，何为“安全有
序”等问题，仍有待后续政策予以释明。

もっとも、海南方案での上記した電信と教育分野に係
る進展は、現時点では、まだ原則的な規定しかなく、ど
のように「徐々に」進めていくのか、何をもって「安全で秩
序を立てる」と言えるか等については、その後の政策で説
明されていく必要がある。

三、 2020 年负面清单外的领域并非完全自由进入

三、 2020 年ネガティブリスト以外の分野には、自由に
参入できるわけではない

2020 年负面清单外的领域，并非允许外资完全
自由进入，而是按照“内外资一致”原则实施管理。
如，中国投资者投资特定行业、领域需要依法取得
许可的，外国投资者也应当依法办理相关许可手续，
有关主管部门应当依法按照与内资一致的条件和程
序，审核外国投资者的许可申请。

2020 年ネガティブリスト以外の分野には、外資の自由
な参入が認められているわけではなく、「内外資一致」の
原則に基づき管理が実施される。例えば、中国投資者
が特定の業種、分野に投資する際に、法に依拠して許
認可を取得する必要がある場合、外国投資者も同様に
法に依拠して係る許認可手続きを行わなければならず、
係る主管部門は法に依拠して、内資と一致する条件と
手続きを踏まえ、外国投資者の許可申請を審査するこ
とになる。
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即是说，虽然 2020 年负面清单取消了金融业
的外资准入限制，但是，根据《市场准入负面清单
（2019 年版）
》及相关法律法规的规定，外国投资
者在独资设立证券公司、寿险公司等金融机构前，
仍然需要获得证监会、银保监会等部门的许可，而
非完全自由。

つまり、2020 年ネガティブリストでは、金融業の外資
参入制限を撤廃したが、「市場参入ネガティブリスト
（2019 年版）」及び関連法律法規の規定によると、外
国投資者が独資により証券会社、生命保険会社等の
金融機関を設立する際には、依然として事前に証券監
督管理委員会、銀行・保険監督管理委員会等の部門
から許認可を取得しなければならず、完全に自由化して
いるわけではない。

（里兆律师事务所 2020 年 08 月 21 日编写）

（里兆法律事務所が 2020 年 8 月 21 日付で作成）

四、近期热点话题

四、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）






民間貸借金利に係る司法保護上の上限



保障中小企业款项支付条例

民间借贷利率的司法保护上限
保障中小企业款项支付条例
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