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＜巻頭言＞～中国の経済規模は今年中に世界最大となる～
4 月 29 日、
「世銀報告書」国際比較プログラム（ICP）の調査報告が公表された。過去最
多の 199 ヶ国を対象に、2011 年の各国通貨の購買力平価（PPP）を算出したものである。
同報告によれば、米国の GDP を 100 とした場合の中国の GDP は、2005 年には 43.1 であ
ったものが、今回の 2011 年調査結果では 86.9 に達しているとしている。2 位のインドが
37.1（2005 年には 18.9）、3 位の日本が 28.2（2005 年には 31.3）であることから、中国の
突出ぶりがみてとれる。そして、中国の 2012 年及び 2013 年の成長率は、夫々7.65％、7.67％、
米国は夫々2.78％、1.83％であり、2014 年の中国の成長率は 7.5％程度と見込まれ、単純
計算でも米国の 100 を凌駕することから、PPP 基準で年内に世界最大の経済規模に達する
としている。名目 GDP で中国は 2010 年に日本を抜き去り世界第 2 位となっており、今や世
界に冠たる経済大国に達したといえる…筈であるが、新華社はこの報道を受けて、次のと
おり戒めの記事を発している。曰く、
‘中国の比較的大きな経済規模は人口と資源で決定づ
けられており、驚くには値しない’
‘現在の中国経済は不均衡、不調和、持続不可能という
問題を抱えて、構造調整の任務は重く、難度が高く、貿易、投資等も新たな試練に直面し
ている’と述べ‘購買力平価によって算出された「水太り」に自惚れてはいけない’と警
告している。世界一の経済大国の事実が一人歩きして、人民元の切り上げや貿易不均衡の
是正要求等圧力が強まることへの強い懸念も見て取れる。無論、一人当たりの名目 GDP が
2011 年時点で米国の 11％に過ぎないのは事実であるが、外貨準備高は 3 月末時点で 4 兆㌦、
モノ貿易も世界一、そして PPP の経済規模も世界一を達成した、習近平主席の唱える‘中
国の夢’は何処にあるのか興味は尽きない。
（文：会長弁護士 髙井 伸夫）
＜中国人／企業から日本で裁判を提起された場合の対応に
ついて①＞
近時、日本企業が中国で訴訟を提起されたとの報道が相次いでおり、戦前の損害賠償請求
に係る船舶差押えのニュースは、まだ耳に新しいところである。
しかし、以前の中国情報でも記述したとおり、中国の判決は日本で執行できないため、日
本企業が中国に資産を有しない場合は、中国企業としては日本で裁判を提起せざるを得ない
ことがあり、当事務所でも、標題のような相談を頂くことがある。
日本での裁判手続については、原告が中国人／企業であっても、日本の民事訴訟法が適用
され、手続面において相違点はないが、実体的な主張内容については、通常の日本人／企業
間の訴訟と比較して、特に確認を要する事項がいくつか存在する。
今後、①日本に裁判を行う管轄権があるのか（国際裁判管轄）、②裁判に適用される法は
どの国の法か（準拠法）、③外国法が準拠法となった場合、当該外国法が常にそのまま適用
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されるのか（公序）につき、本項で数回に分けて連載する。
（文：東京中国室 弁護士 高 亮）
＜中国における労働契約書の重要性＞
日本においては、使用者が労働者と締結する労働契約書の内容はＡ4 用紙で 1 枚程度など
簡単なものであることも多く、労働契約書がないケースも稀ではない。その理由は、使用者
側に賃金規定、就業規則等が整備されており、これらの規則によって法律関係を処理するこ
とができることにあると思われる。このような状況にあるためか、日系企業が中国に進出す
る際に、中国の現地法人が、雇用する日本人社員と書面による労働契約を締結しないケース
がまま見受けられる。
中国においては、現行中国労働契約法が施行されるまで、労働紛争が生じた際に、使用者
が労働契約書を作成しないことにより労働契約関係自体の存在を否定するケースが多くあ
った。そこで、現行中国労働契約法は、労働者の利益を保護するために、労働契約の締結に
ついて非常に厳しい態度を示している。今回は、中国における書面による労働契約の重要性
を説明することにする。
中国労働契約法第 82 条第 1 項の規定によれば、使用者は、労働関係成立（雇用開始時）
の日から起算して 1 ヶ月以内に労働契約書を作成しない場合には、制裁として労働者に対し、
未作成期間 1 ヶ月につき月給と同額の制裁金を支払わなければならない（ただし、12 ヶ月
目で打ち止め）。また、労働者が当該制裁金を請求できる時効については、まず労働紛争調
停仲裁法第 27 条第 1 項が、労働仲裁の申し立て時効を、
「当事者が権利を侵害されたことを
知り、又は知ることができたときから 1 年間」としている。さらに賃金等労働報酬について
は、同条第 4 項において、労働関係終了時から起算すると定めている。この結果、労働契約
書を作成しなければ、労働契約を（口頭で）締結した日から 11 ヶ月の間、約定の 2 倍の賃
金を支払う義務が生じ、しかも、当該義務は、労働関係が終了してから 1 年後にようやく時
効にかかることになる。
ただし、北京における労働仲裁の実務においては、この仲裁時効 1 年の起算時について、
労働関係終了時から 1 年ではなく、制裁金請求権発生時から 1 年とする判断が現れている。
その理由は、労働契約法第 82 条による制裁金はあくまでも使用者に対する懲罰的賠償金で
あり、労働報酬にあたらないとの解釈をとっていることにある。労働報酬に該当しないと解
する結果、労働報酬に関する時効（労働紛争調停仲裁法第 27 条第 4 項）は適用されず、同
法 27 条第 1 項が適用されることになる。この場合は、労働契約が終了してからではなく、
制裁金請求権発生時から起算するということになる（労働者も契約書作成義務違反について
は、労働契約締結時より知っているべきであるという判断が前提にあるわけだが、筆者個人
としては疑問に感じている）。
さらに、当該解釈を前提として、具体的金額の算定の際に、制裁金が発生する日毎に時効
を計算する見解と、制裁金を請求できる状態が終了する日を起算点とする見解がある。北京
の実務においては、労働者保護の観点から、制裁金を請求できる状態が終了時から起算して
1 年とする見解が採用されている（例えば、労働者が同じ会社で 5 年間働いて労働契約書を
締結しなかった場合、労働関係成立日から制裁金発生の上限となる 12 ヶ月が終了する日ま
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で制裁金が発生するため、契約成立から 12 ヶ月経過時が時効の起算点になる）。
現在、中国においては、日系企業と現地採用の日本人社員、派遣によって他社から派遣さ
れた日本人社員との間の労働紛争が増える傾向にあり、書面による契約書が締結されるかど
うかは、一つの問題点として顕著化している。前述した法律のリスクを回避するためには書
面による契約書を締結することが必要である。
（文：北京代表処 カウンセル 包 香玉）
法律
１．「中華人民共和国環境保護法」（全人代常委会 2014 年 4 月 24 日公布、2015 年 1 月 1
日施行）
第十二期全国人民代表大会常務委員会第八回会議で、環境保護法の改正案が四回の審議を
経て可決され、来年 1 月に施行される予定である。専門家は、改正後の環境保護法は現行法
の中で最も厳しい専門分野の行政法となるとの見方を示した。
環境保護法の改正により、環境保護に対する政府の監督管理責任がさらに明確になり、生
態保護のレッドライン（限界線）、汚染物質の総量規制、環境測定、環境アセスメント、行
政区域にとらわれない共同対策など環境保護の基本制度が整備され、企業の汚染対策責任が
強化されるとともに、違反行為に対する処罰が強化された。また、政府、企業の環境情報公
開、環境保護への国民の参加や監督について規定され、法律条文も従来の 47 条から 70 条に
増え、法律の実行可能性や操作性が強化された。
部門規章
１．「子供用薬の保障に関する若干意見」（国家衛生計生委員会、食品薬品監督管理総局等
六部署 2014 年 5 月 21 日公布、同日施行）
現在、中国の医薬衛生事業の目覚ましい発展に伴い、子供に関する健康及び薬の使用状況
も改善している。ただし、子供用薬の種類及び仕様等の不足、企業側の研究の積極性の低下、
不合理な薬使用等々問題は依然として存在している。
こうした現状を改善するため、六部署から本意見が公布された。本意見は十数年来、中国
における初めての子供用薬に関する総合的な指導意見である。本意見は、開発創製の奨励、
申告審査の迅速化、生産供給の確保、品質管理の強化、薬の合理的用法の推進、システム構
築の充実、総合能力の向上等の面から具体的な提言をしている。
２．「養老サービス施設用地指導意見」（国土資源部 2014 年 4 月 17 日公布、同日施行）
近年、中国の高齢化に伴い、養老サービス事業が急激に発展しているが、その反面、養老
サービスのシステムが不完全なため、養老サービス施設の供給が不足する問題が突出してい
る。そのため、2013 年 9 月 6 日に施行、公布された「養老サービス業の加速発展に関する
国務院の若干意見」の趣旨を実行して、養老サービス事業を発展させるため、国土資源部は
養老サービス施設の用地供給の保障、養老サービス施設用地の開発利用管理の規範化に関す
る当該意見を公布した。
本意見は、用地範囲、土地用途及び年限、土地供給計画、供給政策、賃貸供給の奨励、用
地分類監督、「存量用地」の利用、集体建設用地の利用等の面から規定され、土地政策面か
ら養老サービス業の発展を支援するものである。
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司法解釈
司法解釈
１．「最高人民法院公証活動に触れる関連民事案件の審理に関する若干規定」（最高人民法
１．「最高人民法院公証活動に触れる関連民事案件の審理に関する若干規定」（最高人民法
院2014
2014年
年55月
月16
16日公布、2014
日公布、2014年
年66月
月66日施行。中国語：「最高人民法院关于审理涉及公
日施行。中国語：「最高人民法院关于审理涉及公
院
证活动相关民事案件的若干规定」）
证活动相关民事案件的若干规定」）
公証活動に触れる関連民事案件を正確に審理し、当事者の合法的な権益を保護するため、
公証活動に触れる関連民事案件を正確に審理し、当事者の合法的な権益を保護するため、
最高人民法院が
『公証活動に触れる関連民事案件の審理に関する若干規定』
を正式発表した。
最高人民法院が
『公証活動に触れる関連民事案件の審理に関する若干規定』
を正式発表した。
主要な内容：
主要な内容：



公証損害責任紛争案件の被告及び性質について明確にする。
公証損害責任紛争案件の被告及び性質について明確にする。
当事者、公証事項の利害関係者が公証書類の変更、撤回または公証書類の無効確認を起
当事者、公証事項の利害関係者が公証書類の変更、撤回または公証書類の無効確認を起
訴して請求する場合、人民法院が受理を与えずとも、公証法第 39
39 条の規定に基づき公
条の規定に基づき公
訴して請求する場合、人民法院が受理を与えずとも、公証法第

証書類を発行する公証機構に再審査を提出することができることを告知する。
証書類を発行する公証機構に再審査を提出することができることを告知する。
公証書発行後、当事者、公証事項の利害関係者が公証書に基づき民事賠償を人民法院に
 公証書発行後、当事者、公証事項の利害関係者が公証書に基づき民事賠償を人民法院に
起訴することが出来る。
起訴することが出来る。



公証損害責任紛争案件における公証機構に対する過失認定標準を明確にする。
公証損害責任紛争案件における公証機構に対する過失認定標準を明確にする。
公証証明の書類が虚偽であり、または当事者と悪意で結託する場合、公証処と当事者は
公証証明の書類が虚偽であり、または当事者と悪意で結託する場合、公証処と当事者は
連帯賠償責任を負うものとする。
連帯賠償責任を負うものとする。
（文：上海代表処 中国律師
中国律師 安
安 炳烨）
炳烨）
（文：上海代表処
＜中国は今…＞～日本の評判～
＜中国は今…＞～日本の評判～

現下の日本の右傾化は世界からの孤立化を招くとの批判が喧しい。
英国BBC
BBCが毎年行っ
が毎年行っ
現下の日本の右傾化は世界からの孤立化を招くとの批判が喧しい。
英国
ている国別好感度調査（16 ヶ国＋EU）によれば、
ヶ国＋EU）によれば、
「世界に良い影響を与えている」肯定的
ている国別好感度調査（16
「世界に良い影響を与えている」肯定的
評価でドイツが59％で
59％で11位（否定的評価は
位（否定的評価は15％）となり、日本は
15％）となり、日本は51％（否定的評価
51％（否定的評価27％）
27％）
評価でドイツが
で44位である。
位である。
中国は42％
42％
（否定的評価は39％）
39％）
で99位、
位、
韓国は36％
36％
（否定的評価は31％）
31％）
で
中国は
（否定的評価は
で
韓国は
（否定的評価は
で10
10位となっている。中・韓の場合は肯定・否定の比率が拮抗しているのが特徴である。
位となっている。中・韓の場合は肯定・否定の比率が拮抗しているのが特徴である。
で
一方、中国、韓国、マレーシア、インドネシア、フィリピン、パキスタン、オーストラ
一方、中国、韓国、マレーシア、インドネシア、フィリピン、パキスタン、オーストラ
リアの77ヶ国を対象とした米国「ピュー・リサーチセンター」の世論調査によれば、中国
ヶ国を対象とした米国「ピュー・リサーチセンター」の世論調査によれば、中国
リアの
は90％、韓国は
90％、韓国は77％で「日本の印象は悪い」との答えに対し、他の
77％で「日本の印象は悪い」との答えに対し、他の55ヵ国は
ヵ国は80％以上が
80％以上が
は
「良い」と答えている。更に多くの近隣のアジア諸国の大部分が「戦後謝罪はもはや不要」
「良い」と答えている。更に多くの近隣のアジア諸国の大部分が「戦後謝罪はもはや不要」
との立場であり、
「右傾化日本」等と論ってはいない。してみると、少なくとも20
20ヶ国の
ヶ国の
との立場であり、
「右傾化日本」等と論ってはいない。してみると、少なくとも
アジア諸国は日本に極めて好意的であり、日本への否定的な評価は22ヶ国（中・韓）だけ
ヶ国（中・韓）だけ
アジア諸国は日本に極めて好意的であり、日本への否定的な評価は
であることに日本人はもっと自信を持っても良いのではないか？
であることに日本人はもっと自信を持っても良いのではないか？
（文：東京中国室 顧問
顧問 千葉
千葉 勝茂）
勝茂）
（文：東京中国室
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