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■

1.

法令急送便／新法速递

1.

「外商投資安全審査弁法」

《外商投资安全审查办法》

関連主体：外商企業

相关主体：外商企业

公布機関：国家発展改革委員会、商務部

发布机关：国家发展改革委、商务部

公布日：2020 年 12 月 19 日

公布日期：2020 年 12 月 19 日

実施日：2021 年 1 月 18 日

实施日期：2021 年 1 月 18 日

主な内容:

主要内容：

外商投資安全審査申告は国家発展改革委員会の

明确了外商投资安全审查机构。外商投资安

下に置かれる外商投資安全審査事務局が管轄する。

全审查申报由外商投资安全审查工作机制办公室
负责，办公室具体设在国家发展改革委。

投資安全審査の範囲を定める。投資が安全審査の

明确了外商投资安全审查范围。如外国投资

範囲内に入るか判断できない場合、外商投資安全審

者不清楚其投资是否在安全审查范围内，可咨询

査事務局に相談することができる。

外商投资安全审查工作机制办公室。

外国投資者又は国内関連当事者は、投資を実施す

明确了外商投资安全审查申报机制。外国投

る前に、審査範囲に属する投資を自主申告しなけれ

资者或者境内相关当事人应在实施投资前主动申

ばならない。

报属于审查范围的投资。

安全審査を初歩審査、一般審査、特別審査（60 営
業日）という三段構えとする。

明确了外商投资安全审查程序和时限。安全
审查分为三个阶段，第一阶段是初步审查，第二
阶段是一般审查,第三阶段是为期 60 个工作日的
特别审查。

不申告、虚偽申告、付随条件を実行しないなどの

明确了违规惩戒。对于拒不申报、弄虚作假、

違反については、当事者に期限を定めて株式または

不执行附加条件等违规行为，可责令当事人限期

資産の処分を命じることができ、またその不正の記

处分股权或者资产，亦可将其不良信用记录纳入

録を国家の信用情報システムに登録したうえ、国の

国家有关信用信息系统并按照国家有关规定实施

関連規定に従って共同処罰を実施することができ

联合惩戒。

る。

原文リンク：

原文链接：

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/19/conte

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/19/c

nt_5571291.htm

ontent_5571291.htm

2.

「一部の行政法規の改正及び廃止に関する決
定」
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関連主体:外商投資企業

相关主体：外商投资企业

公布機関:国務院

发布机关：国务院

公布日：2020 年 12 月 11 日

公布日期：2020 年 12 月 11 日

主な内容:

主要内容：

22 部の行政法規における一部の条項を改正し、

对 22 部行政法规的部分条款予以修改，并废

「外国企業または個人による中国での合弁企業の

止《外国企业或者个人在中国境内设立合伙企业

設立管理弁法」を廃止した。

管理办法》。

そのうち、「外債統計監測暫定規定」の第 3 条 2

其中，将《外债统计监测暂行规定》第三条

款及び 3 款の「外資銀行及び中外合弁銀行」を「外

第二款、第三款中的“外资银行和中外合资银行”

資銀行」に、「国有資産評価管理弁法」第 3 条 3 項

修改为“外资银行”等；将《国有资产评估管理办

の「中外合弁企業または中外合作経営企業」を「外

法》第三条第三项中的“中外合资经营企业或者中

商投資企業」に、「都市不動産開発経営管理条例」

外合作经营企业”修改为“外商投资企业”。将《城

第 6 条の関連内容を「外商投資法律、行政法規の規

市房地产开发经营管理条例》第六条相应表述调

定に従わなければならない」に変更した。

整为 “还应当符合外商投资法律、行政法规的规
定”等。

原文リンク：

原文链接：

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-12/11/content_

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-12/11/cont

5568885.htm

ent_5568885.htm

3.

3.

国常会：全国で動産と権利保証登記を

国常会：在全国实施动产和权利担保统一登
记

関連主体：全部企業

相关主体：所有企业

公布機関：国務院

发布机关：国务院

公布日：2020 年 12 月 14 日

公布日期：2020 年 12 月 14 日

主な内容:

主要内容：

李克強国務院総理が主宰した 12 月 14 日の国務院

国务院总理李克强 12 月 14 日主持召开国务

常務会議は全国で動産と権利保証登記を実施し、企

院常务会议，决定在全国实施动产和权利担保统

業の担保融資を支援することを決定した。「企業名

一登记，助力企业担保融资；通过《企业名称登

称登記管理規定（改訂案）」によって、企業名称自

记管理规定（修订草案）》，建立企业名称自主

主申告制度を整備し、企業名称の登記の適正化を図

申报制度，便利和规范企业名称登记。

る。
2021 年 1 月 1 日から全国で動産と権利の担保に対

自 2021 年 1 月 1 日起，对动产和权利担保在

して登記を行う。現在市場監督管理総局が担当する

全国实行统一登记。原由市场监管总局承担的生

生産設備、原材料、半製品、製品の抵当登記と人民

产设备、原材料、半成品、产品抵押登记和人民

銀行が担当する売掛金及び預金証明の質権設定登

银行承担的应收账款质押登记，以及存款单质押、

記、ファイナンス•リース、ファクタリングなどの登

融资租赁、保理等登记，改由人民银行统一承担。
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記を統合して、人民銀行の管轄下に置く。

原文リンク：

原文链接：

http://www.gov.cn/premier/2020-12/15/content_5569612

http://www.gov.cn/premier/2020-12/15/content_556

.htm

9612.htm

4.

「定年者と実習生の労働災害保険加入に関する

4.

弁法」

江苏省人社厅《超过法定退休年龄人员和实
习生参加工伤保险办法》

関連業種：すべての企業

相关主体：全部企业

公布機関：江蘇省人力資源・社会保障庁

发布机关：江苏省人力资源社会保障厅

公布日：2020 年 12 月 14 日

公布日期：2020 年 12 月 14 日

主な内容：

主要内容：

12 月 14 日江蘇省人力資源・社会保障庁が公布し

12 月 14 日，江苏省人力资源社会保障厅出

た「定年者と実習生の労働災害保険加入に関する弁

台《江苏省超过法定退休年龄人员和实习生参加

法」によると、使用者が自発的に定年者、実習生の

工伤保险办法》，办法明确，用工单位自愿为超

ために労働災害保険に加入する場合、規定に従って

龄就业人员、实习生参加工伤保险的，应当按规

労働災害保険料を納付しなければならない。

定为超龄就业人员、实习生申报缴纳工伤保险费。

労働契約又は三者実習協議が満了した後、社会保

用工协议或者三方实习协议期满后，社会保

険取扱機構は、定年者、実習生のために納付停止手

险经办机构应当为参加工伤保险的超龄就业人

続きを行わなければならない。契約の期限前の解

员、实习生办理停止缴费手续。需要提前解除、

除、終了または更新について、雇用者は適時に社会

终止或者续签协议的，用工单位应当及时向社会

保険取扱機構に関連手続きを行わなければならな

保险经办机构办理相关手续。

い。

原文リンク：

原文链接：

http://jsrlzyshbz.jiangsu.gov.cn/art/2020/12/18/art_77277

http://jsrlzyshbz.jiangsu.gov.cn/art/2020/12/18/art_7

_9607552.html

7277_9607552.html

5.

5.

「新規納税者に関する増値税専用発票の電子化
に関する公告」

《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增
值税专用发票电子化有关事项的公告》

関連主体:一般企業

相关主体：一般企业主体

公布機関:国家税務総局

发布机关：国家税务总局

公布日：2020 年 12 月 20 日

公布日期：2020 年 12 月 20 日

主な内容:

主要内容：

2020 年 12 月 21 日から、天津、河北、上海、江蘇、

《公告》明确，自 2020 年 12 月 21 日起，在

浙江、安徽、広東、重慶、四川、寧波及び深圳等の

天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、广东、

11 地域において、新規納税者に対し、全国で使用で

重庆、四川、宁波和深圳等 11 个地区的新办纳税
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きる電子専用発票を発行する。2021 年 1 月 21 日か

人中实行专票电子化，
受票方范围为全国。
自 2021

ら、新規納税者の電子専用発票の発行と使用は上記

年 1 月 21 日起，新办纳税人中实行专票电子化扩

以外の全土に広げる。

展至全国剩余地区。

原文リンク：

原文链接：

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5159928/con

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c515992

tent.html

8/content.html

6.

6.

「生物製品ロットごとの検定承認管理弁法」

国家市场监督管理总局发布《生物制品批签
发管理办法》

関連主体：医薬品（生物由来製品）企業

相关主体：药品（生物制品）企业

公布機関：国家市場監督管理局

发布机关：国家市场监督管理总局

公布日：2020 年 12 月 21 日

公布日期：2020 年 12 月 21 日

主要内容：

主要内容：

新「ワクチン管理法」と改正「薬品管理法」を実

为贯彻落实新制定的《疫苗管理法》和新修

施するため、「生物製品のロットごとの検定承認管

订的《药品管理法》，药监局起草修订了《生物

理弁法」が改正された。

制品批签发管理办法》。

主な改正内容：

主要修改内容包括：





検定承認の役割分担を規定し、品質上リスクの
高い製品の調査・処分手続きを改善する。



品查处程序。

ロットごとの検定承認免除の条件、検査項目及



び頻度求を規定し、生産技術の管理を強化する。


明确批签发职责分工，完善重大质量风险产

市販許可保有者の責任を確実にし、全ライフサ

明确批签发豁免情形、检验项目和频次要求，
强化生产工艺偏差管理。



イクル管理を強化する。

落实上市许可持有人主体责任，强化全生命
周期管理要求。

原文リンク：

原文链接：

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202012/t20201221_324

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202012/t20201221

542.html

_324542.html

■

1.

情報ファイル／商务信息

1.

商務部：重点外資企業への金融支援を強化

商务部：加大对重点外资企业金融支持力度

12 月 17 日、商務部弁公庁と中国銀行保険監督管

12 月 17 日，商务部办公厅、银保监会办公

理委員会（銀保監会）弁公庁は重点外資企業への金

厅联合印发《关于贯彻落实国务院部署给予重点

融支援に力を入れるために、「国務院の決定した、

外资企业金融支持有关工作的通知》，加大对重

重点外資企業への金融支援に関する通知」を共同で

点外资企业金融支持力度。强调按照内外资一致

EXPRESS FROM A&Z LAW FIRM

Shanghai／Dalian／Beijing／Wuhan／Tokyo

5/8

発した。国民待遇の原則に基づき、1•5 兆億元の再

原则，确保外资企业同等适用 1.5 万亿元再贷款

貸出・再割引の専用枠を外資企業にも適用する。以

再贴现专项额度支持。其中制造业关键环节外资

下の外資企業を重点支援対象と上げる。

企业和商贸服务领域经营确有困难的外资企业将
获重点支持。

重要な製造業企業：専用と汎用の設備、電子と通

重点外资企业包括但不限于：专用和通用设

信設備、医療設備、化学工業、自動車、医薬など、

备、电子及通信设备、医疗设备、化工、汽车、

及び電子部品、紡績服装製造など。経営難にある流

医药等，以及电子元器件、纺织服装制造等领域

通業企業：卸売、ビジネスサービス、ソフトウェア

外资企业；批发、商务服务、软件和信息技术服

と情報技術サービス、飲食、宿泊、観光、養老など。

务、餐饮、住宿、旅游、养老等商贸服务领域经
营确有困难的外资企业。

2.

中共中央政治局：独占禁止の強化と資本の無秩

2.

序な拡張を防ぐ

中共中央政治局：强化反垄断和防止资本无
序扩张

2021 年の経済活動を議題にする中国共産党中央

中共中央政治局 12 月 11 日召开会议，分析

政治局会議が 12 月 11 日に開催された。供給側の構

研究 2021 年经济工作。会议要求，要扭住供给侧

造改革を進めながら、需要側の改革を重視し、生産、

结构性改革，同时注重需求侧改革，贯通生产、

分配、流通、消費の各段階を通じて、需要が供給を

分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、

牽引し、供給が需要を創造するといった一段高い水

供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经

準でバランスを図り、経済システム全体の効率を高

济体系整体效能。要整体推进改革开放，强化国

める。改革開放を全面的に推し進め、国家戦略に関

家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能

わる科学技術力を強化し、産業チェーンとサプライ

力，形成强大国内市场，夯实农业基础，强化反

チェーンの自足力を増強し、強くて大きな国内市場

垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳

を形成し、農業の基礎を固め、独占禁止を強化し資

健康发展，持续改善生态环境质量。要对全面建

本の無秩序な拡張を防ぎ、不動産市場の健全な発展

成小康社会进行系统评估和总结，巩固拓展脱贫

を促進し、生態環境を引き続き改善する。小康社会

攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接。要抓好各

の建設進展に対して評価と総括を行い、貧困脱却の

种存量风险化解和增量风险防范。

成果を農村振興に繋げる。各種のリスクをしっかり
管理する。
■

ウィチャット公式アカウント文章／公众号文章



アリババの処罰から、独占禁止法の動きを見



从阿里巴巴被罚看反垄断发展趋势

る
リンク：

链接：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOT

Q==&mid=2649660398&idx=1&sn=1d3d57463d8ea79c

A4NQ==&mid=2649660349&idx=2&sn=e014b0ff

b08fd269a9511f47&chksm=f17e6afcc609e3ea0e674ea0

0a487681f66294a6b1d49f80&chksm=f17e6aafc609

552200416ce8a37b33f99dc24976d3768c2622fe1553c03

e3b9d38e991972a073425907d435623f999fca8dce6

6ccee&token=408914329&lang=zh_CN#rd

5eb35c463a4daf923cdd7&token=408914329&lang
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=zh_CN#rd




ビザ招聘状の最新申請条件

积极应对商标抢注—拓野科技商标权纠纷案
的有益启示

リンク：

链接：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOT

Q==&mid=2649660390&idx=1&sn=1a46a41123ec04a5

A4NQ==&mid=2649660256&idx=1&sn=f5f6dba4

210806eb2faba125&chksm=f17e6af4c609e3e2696118ae

6a7efaaf58d8432ff4d6cada&chksm=f17e6a72c609e

34c802efd9869fa5f173ac40e993a112b78343f3f55c57a6

36410ea9c8552c01f1f2e28d4a4a14cfbc4b710c2398

7c13&token=408914329&lang=zh_CN#rd

327b7fe6f0b9d68b20a&token=408914329&lang=z
h_CN#rd





参入規制をさらに緩和

公告｜《上海市知识产权保护条例（草案）》
公开征求意见

リンク：

链接：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOT

Q==&mid=2649660368&idx=1&sn=82715f22f4d2a84b

A4NQ==&mid=2649660082&idx=2&sn=4baac0c3

5d803314e555d73c&chksm=f17e6ac2c609e3d439507dd

419c8fe6344de85413d7a863&chksm=f17e6ba0c60

4d4a770a227c98a0509a8613e70d2c38d5cf78bcd2c84f8

9e2b6aaf631e87e10e386ff04b12169d26a20a978a9b

23bbad&token=408914329&lang=zh_CN#rd

5c88af179618be7978c9e&token=408914329&lang
=zh_CN#rd



最新の疫病関連情報（2020.12.16）

リンク：
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N
Q==&mid=2649660349&idx=1&sn=eef3bce3339cb9ad
e99fcc30ce126333&chksm=f17e6aafc609e3b9e97f2ef70
08389040bb1dce9c92183cc6f45a835885a74a42960bd65
c95e&token=408914329&lang=zh_CN#rd


日本通運杉山総括が受賞 | 日系企業と外高
橋の歩み

リンク：
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N
Q==&mid=2649660082&idx=1&sn=65e51147ef427e7a
2bea53ff0730200c&chksm=f17e6ba0c609e2b64813f5e9
773abf759d8eec26aab0f3c0da76b2289179235d60abaf48
d780&token=408914329&lang=zh_CN#rd
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※本「EXPRESS（法規版）」は、毎月 20 日にお送

※本《EXPRESS（法规版）》在每月 20 日公开发

り届けております。本電子刊行物の版権は弊所に属

送。本电子刊物的版权属于里格，未经里格的书面

するもので、書面許可を得ずに、印刷、転載、抄録

许可，不得印刷、转载、摘抄、编辑和翻译。

編集、翻訳をすることはできません。
「EXPRESS」についてのご意見やご提案、ならび

如果您有任何意见与建议或者您希望不再收到

に本誌の受信をご希望されない場合は、お手数です

《EXPRESS》，请与我们联系。通过以下联系方式

が、下記の方法にて当所までご連絡ください。速や

和里格联系，里格将进行迅速的回应。

かに対応をさせていただきます。
すでに当所のサービスをご利用のお客様につき

对于里格的固定客户，里格推荐其直接与所属

ましては、委託される弁護士または担当スタッフに

的负责律师或客户担当人员直接联系，里格将及时

直接ご連絡いただいても結構です。

予以应对。

里格法律事務所 A&Z Law Firm

里格律师事务所 A&Z Law Firm

上海 Shanghai／大連 Dalian／北京 Beijing

上海 Shanghai／大连 Dalian／北京 Beijing

／武漢 Wuhan／東京 Tokyo

／武汉 Wuhan／东京 Tokyo

URL：www.A-ZLF.com.cn

URL：www.A-ZLF.com.cn

E-Mail：info@A-Zlf.com.cn

E-Mail：info@A-Zlf.com.cn

【上海】

【上海】

上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心二座

上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心二座

2001-2002 室

2001-2002 室

Tel ：+86-21-5466-5477

电话：+86-21-5466-5477

Fax ：+86-21-5466-5977

传真：+86-21-5466-5977

【大連】

【大连】

大連市西崗区中山路 147 号森茂大厦 2104 室

大连市西岗区中山路 147 号森茂大厦 2104 室

Tel ：+86-411-8367-1183

电话：+86-411-8367-1183

Fax ：+86-411-8367-1283

传真：+86-411-8367-1283

【北京】

【北京】

北京市朝陽区東方東路 19 号 DRC 外交オフィスビル

北京市朝阳区东方东路 19 号 DRC 外交办公大楼

D1 座 17 階

D1 座 17 层

Tel：+86-10-8531-7348

电话：+86-10-8531-7348

Fax：+86-10-8531-7377

传真：+86-10-8531-7377

【武漢】

【武汉】

武漢市漢口解放大道 634 号新世界中心 B 棟

武汉市汉口解放大道 634 号新世界中心 B 栋

2216 室

2216 室

Tel：+86-27-8342-6645

电话：+86-27-8342-6645

【東京】

【东京】

日本東京都千代田区丸の内 2-2-1 岸本ビルヂング 6 階

日本东京千代田区丸の内 2-2-1 岸本大厦 6F

Tel ：+81-3-4590-6672

电话：+81-3-4590-6672
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