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各地の現地企業経営に関わる諸問題（法律・労務等）
の調査報告書
注 １： 本報 告で は相 談者の 質問 と相 談内 容はＱ とし 明朝 体で 記載 、回答 者の 回答 はＡ としゴ シッ ク体 で記 載
し ている 。
注 ２： 各報 告の 総括 あるい は回 答に 関連 する実 務ガ イド また は関 係法令 の資 料が 必要 な場合 は各 報告 の末 尾
で 欄を設 けて、 9 ポイント 活字で 記載し ている 。

江蘇省蘇州市における相談

報告１．Ａ社

企業概況：
2002 年 6 月に資本金 5000 万日本円で設立したメーカーで主に自動車クリーナー、電動工具等の
測定器および試験装置を設計、組み立てで外注生産も実施している。従業員規模は 20 人。うち 4
人の日本人が常駐している。
相談：日本から派遣された技術者の技術指導料について
Ｑ：
日本の親会社から中国の子会社に対して技術移転することも考えたが、従業員の退職が多く、現在
は日本から高級技術者に出張ベースで来てもらい、その際に１日当たり４～６万円の技術費（日
当）として支払っている。当該日当部分に関しては、中国で個人所得税を納税している。技術導入
契約が締結され、当地の商務委員会に届出されているかどうかは不明である。
Ａ：
日本から派遣された技術者が現地法人で技術指導を行い、その代価を現地法人が人民元で支払う方
法ではなく、派遣元の日本へ外貨で送金支払する方法があります。
外国企業が中国企業（自社の中国現地法人あるいは他の中国国内企業）に向けて、自社で保有する
工業所有権、技術ノウハウの使用を許可または譲渡したり、特許技術や商標の使用ライセンスを付
与したり、あるいは技術指導を提供する場合に締結する契約は、通常、「技術輸入契約」と呼ばれ
ています。 1 中国側にとって、この種の取引行為は技術輸入に相当するためにこのように呼ばれ
ていますが、この技術契約を締結する際の留意事項は多岐にわたっています。
中国企業との間で締結する「技術輸入契約」は、原則的に中国の政府機関の承認を必要としており、
当事者間で合意し調印し合うだけで認可手続を無視した技術輸入契約は無効であり、合法的な送金
が不可能となります。したがって、御社が指摘するような「技術導入契約が締結され、当地の政府
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『中華人 民共和 国契約 法』では 、技術 供与に 関わる 契約を、 ①技術 開発契 約、②技 術譲渡 契約、 ③技術 コンサル タント
契約、④ 技術サー ビス契 約の４ 種類に 分けてい る。
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当局に届出されているかどうかは不明」という点については速やかに調査すべきです。また、調査
の結果、政府への届出がない場合は当然ながら技術指導料の外貨送金も不可能です。
国際経済社会の常識から言えば、技術や知的財産権に関わる取引は一種の「サービス貿易」であり
当事者間の合意に基づいて実施すればそれで事足りるような自由取引であるべきですが、中国では
この種の取引に対しても政府当局への報告登記や認可を必要とするような形式で政府が介入してき
ます。
中国国内の企業に対する技術移転は、『技術輸入管理条例』という法令を基本法として実施してい
ます。この法令では、輸入される技術を、①自由技術、②制限技術、③禁止技術－－の三種類のカ
テゴリーに分類し、このうち自由技術（実際は大部分の技術がこのカテゴリーに属する）のみにつ
いて登記制を適用しています。御社で受け入れている技術もこの自由技術に属するものと判断でき
ます。自由技術の輸入の場合は政府機関による審査認可を経ずに、報告登記だけで実施が可能です。
この自由技術登記制の最大の特徴は以下のとおりです。
①「技術輸入契約」が有効に成立するための法的要件はなく、基本的には当事者間の締結のみで
当該契約が発効する。
②中国政府機関が技術輸入契約の内容について一切関与しない。ただし「技術輸入契約」で定め
る外貨による支払いを実施するために、送金の段階で銀行への提出が必要になる。
この際、外貨送金が容認される対象事項は、主に以下の事項に限定されています。
①イニシャルフー（技術提供者の当該技術の開発コスト）
②ランニングフイー（通常は、当該技術を使用した製品の売上額に対して 3～5％）
③技術指導者のコンサルティングフィー（技術指導員の労務費/滞在費/給与等）
技術輸入契約に伴う各種ロイヤルティの送金問題は、外商投資企業の関心が最も高い部分であり、
また中国政府の規制措置が集中する部分でもあります。2001 年に現行法である上記の『技術輸入
管理条例』が施行して以降、自由技術の技術輸入契約において登記制（実際は当事者間の自由契約
制度）が運用され、結果的にロイヤルティの設定も当事者の自由となっています。
また、送金額に対する課税については、所得税、営業税、さらに地方付加税がプラスαとして課せ
られる可能性もあります。しかし、製造業では免税の余地があるのではないかと判断します。
総括および関連する法令資料
Ⅰ．技 術 者の派遣 に関連 する契 約実務 について
日 本の 本社 から 現地 法人へ 技術 者を 派遣 し、本 社が 保有 する 技術 を移転 する 場合 に理 解して おく べき 中国 の
関 連法制 度、およ び日本 本社と 現地法 人の間で 締結す る契約 に関す る実務に ついて 以下の とおり概 括する 。
技 術譲渡 に関する 実務

（ １）政 府への手 続が必 要な「 技術輸 入契約」
外 国企 業が 中国 企業 （自社 の中 国現 地法 人ある いは 通常 の中 国国 内企業 ）に 向け て、 自社で 保有 する 工業 所
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有 権を 譲渡 した り、 商標の 使用 ライ セン スを付 与し たり 、あ るい は技術 者を 派遣 して 技術コ ンサ ルテ ィン グ
を 提供 する 場合 に締 結する 契約 は「 技術 輸入契 約」 と呼 ばれ てい る。中 国側 にと って 、この 種の 経済 行為 は
技 術輸 入に 相当 する ために この よう に呼 ばれて いる が、 この 技術 契約を 締結 する 際の 留意点 は多 岐に わた っ
て いる。
中 国の 現地 法人 も含 めて中 国国 内企 業と の間で 締結 する 技術 の輸 出入契 約を 履行 する ために は、 政府 機関 の
承 認を必 要として おり、 当事者 間で合 意し調印 し合う だけで 認可手 続を無視 した契 約は無 効となる 。

つ まり 、中 国に おけ る技術 輸入 に関 する 法制度 は、 政府 機関 が認 可とい う形 式で 介入 する制 度を 基本 原則 と
し なが ら、 その 方法 におい て「 審査 」か ら「報 告」 とい う形 で規 制措置 が緩 和さ れて きた。 中国 では 、技 術
は 国が 直接 管理 する といっ た社 会主 義的 な思想 に起 因し て、 外か ら入っ てく る技 術に 対して 厳格 な認 可制 を
運 用し 、こ れま で長 期にわ たっ て、 契約 当事者 （企 業） によ って 申請さ れた 技術 輸入 契約の 内容 を政 府機 関
が 審査し た後に認 可の可 否を決 定して きた。
と こ ろ が、 従 来型 の 厳格 な 技術 管 理制 度は 、 市場 経 済の 発 展と 国 際経 済 社会 へ の積 極 的な 参 入、 あ るい は
「 外国 の先 端技 術の 導入に よっ て国 内技 術の空 白を 埋め る」 とい った目 的の 妨げ とな るもの であ り、 折り し
も WTO 加盟の 必要に迫 られ、 2001 年 1 月 1 日に『技 術輸入 管理条 例』が 従来法に 代わっ て施行 された こ
と で大 きな 変化 が生 じた。 すな わち 、こ の法令 の施 行に よっ て、 それま での 認可 制が 廃止さ れて 、政 府機 関
へ の報告 （登記） の手続 を行う ことで 有効とす る制度 が実施 され現 在に到っ ている 。

し かし 、た とえ 認可 制から 登記 制に 制度 が緩和 され たと 言え ども 、中国 では 依然 とし て外か ら入 って くる 技
術 につい て、その 技術の 内容を 国が「 登記」と いう手 続行為 を通じ て管理し ている ことに 変化はな い。

（ ２）現 行の『技 術輸入 管理条 例』の 特徴
技 術輸 入に 関す る現 行法で ある 『技 術輸 入管理 条例 』の 最大 の特 徴は、 輸入 する 技術 を、① 自由 技術 、② 制
限 技術 、③ 禁止 技術 －－の 三種 類に 分類 し、こ のう ち自 由技 術（ 実際は 大部 分の 技術 がこの 範疇 に属 する ）
の みに つい て登 記制 を適用 して いる 。し たがっ て、 制限 技術 は依 然とし て認 可制 が適 用され てい る。 中国 政
府 は、 これ らの 三種 類の技 術に つい てリ ストを 公布 して いる が、 政府機 関に よる 審査 を経ず に、 報告 登記 だ
け で実 施が 可能 な自 由技術 の範 疇に は、 企業が 一般 的な 経済 行為 で取り 扱う 通常 技術 をほと んど 網羅 して い
る 。この 自由技術 登記制 の最大 の特徴 は以下の とおり である 。
①技 術輸 入契 約が 有効に 成立 する ため の法的 要件 はな く、 基本 的には 当事 者間 の署 名のみ で当 該契 約は 発
効 する。
②中 国政 府機 関が 技術輸 入契 約の 内容 につい て一 切関 与し ない 。ただ し、 技術 輸入 契約で 定め る外 貨に よ
る 支払い を実施す るため に、送 金の段 階で銀行 への提 出が必 要にな る。

（ ３）技 術輸入契 約で言 及する 技術の 内容によ って異 なる

上 述す る自 由技 術の 登記制 につ いて は、 現行法 の『 技術 輸入 管理 条例』 では 「技 術一 般」い わば 広義 の技 術
に つい て、 これ を輸 入する 際に 取り 交わ す契約 行為 に対 する 政府 側の関 与の 程度 を定 めてい るが 、取 引の 対
象 となる 実際の 技術に は 、
「特 許権 」
「特 許出願 権」「特許 ライ センス 」
「 商標ラ イセン ス」「技術 コンサ ルテ ィ
ン グ」 等の 様々 な事 項があ る。 した がっ て、実 際に は広 義の 技術 に関す る管 理制 度を 定めた 『技 術輸 入管 理
条 例』 と、 それ ぞれ の技術 およ び知 的財 産権に つい て定 めた 関係 法（特 許法 や商 標法 ）で定 める 契約 関連 規
定 も留 意し なけ れば ならな い。 例え ば、 それぞ れの 技術 およ び知 的財産 権に 関連 する 契約に つい て以 下の よ
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う な規定 が存在す る。

①

特許 権、特許 出願権 の譲渡 契約

特 許権 ある いは 特許 出願権 を譲 渡す る場 合は、 まず 当事 者が 書面 による 契約 を締 結し 、これ を特 許局 （中 国
で は専利 局） に登録 し、さ らに その内 容を公 告しな けれ ば効力 が生じ ない。2

ま た、外 国企業 が現 地に投 資

し て設 立し た現 地法 人が、 外国 人（ 外国 企業を 含む ）に 特許 権あ るいは 特許 出願 権を 譲渡す る場 合は 、上 述
の 要件に さら に加え て、国 務院 の関係 する業 界主管 部門 の認可 を必要 とする 。3

特にこ の場合 は、 その特 許

技 術が 、
『技 術輸 入管理 条例』 で定め る自由 技術、 制限技 術、 禁止技 術のい ずれに 該当す るかを チェッ クす る
必 要もあ る。

②

特許 ライセン ス契約 （特許 使用許 可契約）

特 許権の 所有者 が他者 と締結 する特 許実施 許諾契 約は、 契約が 発効し た日より 3 ヶ月 以内に 特許局 に登録 し
な ければ なら ない。4

この 規定 の違反 行為に ついて は、 明確な 法文が 存在し ない が、未 登録と いう 行為自 体

が 「法律 に反する 」と解 釈され 、
『 民法通則 』の 第 58 条 と『契 約法』 の第 52 条に抵 触して 無効と なる可 能
性 がある 。

③

商標 の譲渡契 約、お よび商 標ライ センス契 約（商 標使用 許可契 約）

商 標権の 譲渡ある いはラ イセン ス契約 では、そ の契約 につい て商標 局に登録 する必 要があ る。5

（ ４）技 術輸入契 約のド ラフト を作成 する際の 留意点
契 約条文 の言 及事項 につい て、 取引す る技術 が『技 術輸 入管理 条例』 で定め る自 由技術 である 場合 、6

以下

の 点につ いて言及 しなけ ればな らない 。
①契約 番号
②契約 名称
③技術 の供与側 （譲渡 者）
④技術 の受領側 （譲受 者）
⑤技術 の使用側 （通常 は譲受 者）
⑥契約 概要
⑦契約 金額
⑧支払 方式
⑨決済 方式
⑩借入 方式

さ らに 『契 約法 』に準 拠し て、 契約 の内 容を詳 細に 定め る条 文とし て以 下の 点に ついて 言及 する 必要 があ る。
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①プロ ジェクト の名称
② 目的の 内容、範 囲およ び要求 。
③ 履行計 画、進度 、期限 、場所 、地域 および方 式。
④ 技術情 報や資料 の秘密 保持。
2
3
4
5
6
7

『特許法 』第 10 条第 3 項
『特許法 』第 10 条第 2 項
『特許細 則』第 1 5 条
『商標法 』第 39 条第 1 項、第 4 0 条第 3 項
『技術輸 入管理 条例』 で定める 自由技 術の範 囲は、 政府当局 が公表 するリ ストに基 づく。
『中華人 民共和 国契約 法』第 32 4 条
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⑤ リスク 責任の負 担。
⑥ 技術成 果の帰属 および 利益の 分配方 法。
⑦ 検収基 準と方法 。
⑧ 代価、 報酬また は使用 費およ びその 支払方式
⑨ 違約金 または損 害賠償 の計算 方法。
⑩ 紛争解 決の方法 。
⑪ 専門用 語の定義 および 解釈。

ま た、 契約の 履行に 関連 する技 術的資 料、 F/S 調査 報告お よび技 術評 価報告 、プロ ジェ クト書 、計画 書、 技
術 基準 、技 術規 範、 原始設 計資 料、 その 他の技 術文 書は 、当 事者 の約定 に従 い、 契約 の構成 部分 とす るこ と
が でき る。 技術 契約 が特許 に関 係す る場 合、特 許新 案の 名称 、特 許申請 人お よび 特許 権利人 、申 請期 日、 申
請 番号、 特許番号 および 特許権 の有効 時間など を明記 しなけ ればな らない。

（ ５）技 術輸入契 約を締 結する 際のそ の他の留 意点
技 術輸 入契 約の 対象 範囲に つい て、 中国 の法制 度上 で技 術の 輸入 につい て定 めた 『技 術輸入 管理 条例 』の 適
用 を受け る技術は 、具体 的には 以下の 事項とな る。
① 特許権 の譲渡
② 特許申 請権の譲 渡
③ 特許の 実施許可 （特許 ライセ ンス）
④ 非特許 技術（技 術ノウ ハウ） の譲渡
⑤ 非特許 技術（技 術ノウ ハウ） の実施 許可
⑥技術 サービス （技術 コンサ ルティ ングの提 供）
⑦ その他 の技術
（ コンピ ュータの ソフト ウェア 著作権 の譲渡 /共同 設計 /共同研 究 /共同開発 ）
但 し、技 術譲渡 を伴 わない 商標権 の譲渡 や商標 権のラ イセン スは 、
『 技術輸 入管理 条例』 の適用 を受け る技 術
で はない 。

（ ６）契 約当事者 の条件
技 術契 約の 中国 側の 当事者 （中 国企 業） は、契 約で 言及 する 技術 を内実 とす る対 外貿 易経営 権を 有し てい な
け ればな らな い。こ れは『 中華 人民共 和国対 外貿易 法』 で定め る条件 であり8 、 国 から対 外貿易 経営 権を付 与
さ れた企 業のみが 技術輸 入契約 の当事 者となる 。
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『中華 人民共和 国対外 貿易法 』第 9 条

貨物の 輸出入 およ び技術 の輸 出入に 従事 する対 外貿 易経営 は、 下記の 条件 を備え 、国 務院対 外経 済貿易 主管 部門の 許可 を
得なけれ ばならな い。
（１）自 己の名称 、組織 機構を 有して いること 。
（２）明 確な対外 貿易の 経営範 囲を有 している こと。
（３）経 営する対 外貿易 業務に 必要な 場所、資 金、専 従人員 を有し ているこ と。
（４）他 者に委託 した輸 出入業 務が規 定される 実績に 達して いるか 、または 必要な 輸出入 品の供給 源を備 えてい ること 。
（５）法 律、行政 法規が 規定す るその 他の条件 。

5

中 国側 契約 当事 者の 対外貿 易経 営権 の有 無を確 認す るこ とは 、締 結した 契約 の効 力に 直接関 係す る重 要事 項
と なる ので 十分 に留 意しな けれ ばな らな い。日 本企 業が 実施 する 技術輸 入契 約の ケー スでは 中国 側の 契約 当
事 者が 外商投 資企 業（ 独資 /合弁 /合 作企 業） である 場合 は大多 数で ある。 外商 投資 企業は その 生産に 必要 な
設 備や原 材料につ いて関 連する 対外貿 易経営権 を付与 されて いるた めに問題 は生じ ない。
し たが って 、注 意す べきこ とは 、中 国側 の契約 当事 者が 対外 貿易 経営権 を保 有し ない ごく普 通の 私営 企業 で
あ る場 合と なる 。こ の場合 、対 外貿 易経 営権を 保有 しな いご く普 通の私 営企 業は 、こ れを有 する その 他の 中
国 国内 企業 に契 約を 委託し て、 技術 の輸 入を実 施し なけ れば なら ないこ とに なる 。す なわち 、技 術の 輸出 入
も 一般的 な工業製 品の輸 出と同 様に対 外貿易経 営権を 保有す ること によって 成立す る経済 行為であ る。

（ ７）ロ イヤルテ ィの送 金
技 術輸 入契 約に 伴う ロイヤ ルテ ィの 送金 問題は 、外 商投 資企 業の 関心が 最も 高い 部分 であり 、ま た中 国政 府
の 規制 措置 が集 中す る部分 でも ある 。技 術譲渡 は技 術コ ンサ ルテ ィング に伴 って 発生 するロ イヤ ルテ ィの 外
貨 によ る支 払（ 送金 ）につ いて 、過 去に おいて は地 方の 国家 外貨 管理局 のチ ェッ クが 甘く、 審査 ・認 可機 関
の 認可を 経ずに実 施され ていた が、 1998 年に「 技術ロイ ヤルテ ィに名 を借り た違法な 外貨送 金の横 行を取 り
締 まる」 といった 主旨の 目的で 規制が 強化され た。

こ の結 果、 技術 輸入 契約に 伴う ロイ ヤル ティの 送金 は認 可を 経て ようや く可 能に なり 、また 、審 査機 関側 の
認 可 基準 につ い ても 、技 術で 3％、 商標で 1％ から 2％ 、合 計 しても 5％ま で とな って いた 。 とこ ろが 、
2001 年 1 月 1 日 の『技術 輸入管 理条例 』の施 行によっ て、自 由技術 の技術 輸入契約 におい て登記 制（実 際
は 当事 者間 の自 由契 約制度 ）が 運用 され 、結果 的に ロイ ヤル ティ の設定 も当 事者 の自 由とな って きた （こ の
場 合、国 際商取引 で通用 してい る 7％が 基準と なる）。

浙江省杭州市における相談

報告２．Ｂ社

企業概況：
2001 年 4 月に 1 億 3300 万日本円で設立したシステム開発、設計を提供する独資企業。従業員規
模は 40 人。
相談：中国における資金調達について
Ｑ：
当社は 100% 日本の親会社出資の現地法人であるが、昨今の経済状況の厳しさから、資金調達を現
地中国で行うことを検討している。
そこで、中国ではどのような融資があるのか、担保、利息、融資条件等の現状をお聞きできればあ
りがたい。なお、当社はソフトウェアのアウトソーシングを主たる業務としており固定資産等担保
となるような不動産は持ち合わせていない。
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Ａ：
資金調達方法としては以下の方法が考えられます。
（１）親子ローン：
日本の親会社より外貨で借入れを行い、中国の現地法人で運用する。
この方法を運用する場合は以下の点に留意しなければなりません。
①御社が政府当局へ報告している「登録資本金」と「総投資額」について、金額が一致せず、
「登録資本金」が「総投資額」の 70％以内に収まっていること。すなわち、ここで設定され
た差額が外貨借入枠となりこの範囲内で国外から外貨による融資が可能となります。この点を
簡単に把握する方法は、御社の「営業許可証」あるいは「定款」（章程）の記載内容を確認す
れば明らかです。
また、上記の確認作業によって「外貨借入枠」があることがハッキリすれば、次に、①「外貨
借入契約」の締結

→

②外貨管理局への「外債登記」の手続

→

③同局による認可の取得

→ ④日本本社からの融資 → ⑤「外貨借入契約」に基づき中国国内の銀行を通じて外貨で
返済･････といった実務フローで処理します。
②日本の銀行による担保保証（すなわち親会社が日本の取引銀行に保証を入れる）を以って、御
社が中国国内で借入。
③銀行による貿易融資（輸出代金担保による借入）
④当地の政府によるハイテク企業に対するサポート政策を利用した融資。この方法は、事前に当
地の政府がハイテク企業の奨励策として、資金的なサポートを含むサービスを提供しているか
否かを調査しなければならない。この方法は、この種のサポート政策があり、御社がそのハイ
テク企業に認定されていること前提条件となります。
⑤日本（あるいは中国国内）の別の出資者による資本参加（出資）で調達する。
⑥日本本社（出資者）による増資
総括および関連する法令資料
１ ．現地 法人へ投 入する 資本金 、増資 および資 金調達 に関す る実務 について

（ １）現 地法人の 登録資 本金と 総投資 額の比率 に関す る規定
現 地法 人に おけ る資 金調達 では 、現 地法 人が日 本の 親会 社と の間 で親子 ロー ンを 組み 、外貨 で資 金を 借り 入
れ る方 式が 最も 一般 的な方 法で ある 。こ の場合 、現 地法 人の 登録 資本金 と総 投資 額の 比率が 問題 とな る。 そ
こ で、「登録資 本金」 と「総 投資額 」の関係 を定め る法令 につい て以下の とおり 解説す る。
外 商投 資企 業の 登録 資本金 と総 投資 額の 比率に つい ては 、国 家工 商行政 管理 総局 が公 布した 『中 外合 資経 営
企 業の登 録資本金 と総投 資額の 比率に 関する暫 定規定 』9

9

で 以下の ように定 めてい る。

1987 年 3 月 1 日 国家工 商行政 管理局 発布、同 日施行 。中外 合資経 営企業、 中外合 作経営 企業、外 商独資 企業と もに当
該規定に 適用され る。
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（ 一）総 投資額 が 300 万ドル 以下（ 300 万 ドルを含 む）の 場合、 登録資 本金は総 投資額 の 70％以上 とす
る。
（ 二 ）総 投資 額が 300 万ド ル～ 1000 万ド ル（ 1000 万ド ルを 含 む） の場 合、 登録 資本 金 は総 投資 額の
50％以上 とし、 そのう ち、総投 資額 が 420 万ドル 以下の 場合は登 録資本 金が 210 万 ドルを 下回っ
て はなら ない。
（ 三） 総投資 額が 1000 万ド ル～ 3000 万 ドル （3000 万ドル を含 む）の 場合 、登録 資本 金は 総投資 額の
40％以上 とし、 そのう ち、総投 資額が 1250 万ドル以 下の場 合は登 録資本 金が 500 万 ドルを 下回っ
て はなら ない。
（ 四） 総投資 額が 3000 万ド ルの場 合、登 録資 本金は 総投資 額の 三分の 一以 上とし 、その うち 、総投 資額
が 3600 万 ドル以下 の場合 は登録 資本金 が 1200 万 ドルを 下回っ てはなら ない。
1-1：登録資 本金と 総投資 額の概 念
外 国企 業が 中国 国内 に投資 して 設立 する 「外商 投資 企業 」は 、設 立申請 時に 「登 録資 本金」 と「 総投 資額 」
を 申請 する こと にな る。 この うち 「登 録資 本金 」の 概念 は、 文字 通り の“登録 資本 金 ”で あり 、会 社の 資本 構
造 に組 み込 まれ る資 本であ る。 これ は所 定の期 限内 に当 該企 業が 設立時 に開 設し た「 資本金 口座 」に 払い 込
ま なけれ ばならな い。10

ま た、 この 払込 行為 を公認 会計 士事 務所 が確認 する 「験 資報 告」 も義務 づけ られ てい る。こ の払 い込 まれ た
金 額は、 その後 、
「営 業許可 証」に “実 収資本 ”と して記 載される 。例え ば、登 録資本 金が 1 億 円であ れば「 登

録 資本 1 億日 元（実収 資 本 1 億日 元）」と記 載される 。
「 営業許 可証」 の資本 金欄にこ のよう に記載 されて い
れ ば、こ の企業の 投資者 （日本 本社） はすでに 払込義 務を果 たして いること が証明 される 。

と ころが 、例えば 「登録 資本 1 億 日元（実 収資本 5000 万日元 ）
」 と記載 されて いる場 合は、残 りの 5000 万
円 が未 払い であ り、 投資者 の出 資義 務が 果たさ れて いな いこ とを 示し、 現地 法人 が利 益を計 上し ても 、こ れ
を 投資者 （日本本 社）へ 送金で きず、 国内再投 資や親 子ロー ン等を 申請して も認可 されな い。

一 方、「総投 資額 」の概 念は、 現地法 人に対 して投 資者（ 日本 本社） が運用 資金と して投 下を予 定する 資金 の
総 額を指 してい る。 ここで 注意す べき点 は。「総投 資額」 はあ くまで も投下 を予定 する投 資の総 額とい うこ と
で ある 。こ れは 、例 えば、 設備 を購 入し たり、 土地 や事 務所 を確 保した り、 人材 を雇 用する 等で 必要 と見 込
ん で、 あら かじ め想 定する 資金 で、 この 中には 上記 の「 登録 資本 金」も 含ま れる 。し かしな がら 、通 常は 、
登 録資 本金 から 経営 コスト を拠 出す る。 つまり 、必 要な 設備 や土 地建物 、人 材な どの コスト を登 録資 本金 で
ま かな い、 これ を食 いつぶ す前 に利 益を 生み出 し、 生き 延び てい く。し たが って 、設 立後の 資金 の再 投下 を
予 定して いない 投資 者（日 本本社 ）は 、
「総 投資額 」の金 額を 「登録 資本金 」の金 額とし て、同 額（す なわ ち
差 額無し ）で申請 し、登 録資本 金の範 囲内で現 地法人 の管理 運営を 目指すこ とにな る。
こ の場 合、 その 現地 法人が 若し 業績 不振 に陥り 、登 録資 本金 の底 が見え 出し た場 合、 投資者 （日 本本 社） か
ら の資 金援 助（ 親子 ローン ）や 日本 の金 融機関 の融 資に よる 運用 資金の 調達 が困 難に なる。 その 理由 は「 総
投 資額」 の金額 を想 定せず に、「登録 資本金 」の金 額と一 致さ せて差 額無し で申請 してい るから である 。す な
わ ち、 外国 企業 の現 地法人 に対 する 融資 行為に 関す る中 国の 現行 制度は 、現 地法 人が 親会社 の保 証で （中 国
国 内の ）銀 行か ら借 り入れ る額 に上 限を 設けて いる 。こ の上 限と は借入 限度 額の こと である 。こ の件 につ い
て は、 従来 から 「そ の企業 の総 投資 額と 登録資 本金 の差 額の 範囲 内」と され てき た。 つまり 、運 用資 金に 振
10

外商投 資企業の 登録資 本金（ 出資金 ）の払込 時期に ついて 、所定 の期間内 （最大 3 年） に全額を 払い込 めない ケース
で払込期 限を延長 する場 合、『外 資企業 法実施 細則』 の第 31 条 2 項で 「正当 な理由 をもって 出資払 込の延 期を求 める場
合、審査 認可機関 の許可 を得な ければ ならない 」と定 めてい る。
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り 向け る資金 援助の “カンフ ル剤 ”は 際限 なく投 入で きない という こと である 。（登録 資本金 と総 投資額 の比 率
は 上述の とおり）

し たが って 、会 社の 設立申 請時 に「 総投 資額」 の金 額と 「登 録資 本金」 の金 額と して 差額無 しで 申請 した 場
合 、 当 然な が らそ の 差額 が ゼロ で ある ため 、 借入 限 度額 も 設定 で きな い こと に なる 。 この た めに 外 貨融 資
（ 外債 ）に よる 資金 調達が 不可 能に なり 、結果 的に 、① 増資 によ って資 金難 を克 服す るか、 ②新 たな 出資 者
に よる資 本参加で 資金を 調達す るか、 ③企業を 売却す るか、 ④企業 を解散・ 清算す る－－ ことにな る。

1-2：実例で 見る総 投資額 の処理 方法
某 投資 プロ ジェク トを 例に とって 見る と、 Ａ社が 想定 する 総投資 額（ 2 億 円）を 計画 する 場合、 上述 する よ
う に「 総投 資額 」と 「登録 資本 金」 の金 額に差 額を 設け て申 請し た場合 、そ の金 額関 係は、 上表 の法 令規 定
に 基づき 、“登録資 本金は 総投資 額の 70％ 以上 ”であ るため 、総投 資額（ 2 億円 ）を基 準にし て登録 資本金 を
算 定する と、
（ 総投資 額の 70％ に相当 する） 登録資本 金は 1 億 4000 万円で 申請し、 この会 社の日 本本社 が
申 請時に 投入（払 込）す る資金 は 1 億 4000 万円 という ことに なる。
ま た、 これ によ って 設立さ れた 現地 法人 の経営 状態 が好 調で 、毎 年利益 を計 上し て運 用資金 を調 達す る必 要
も ない状 態と なれば 、総投 資額と の差 額となる 6000 万 円は投 入する 必要も なく 、単な る名義 上の金 額と い
う ことに なる。

1-3：結論
す な わち 、設 立で 必要 とす る費 用は 、総 投資 額 ＝2 億円 、登 録資 本金 ＝ 14000 万円 の 申請 で、 その 差額 ＝
6000 万円 は、将来 、若し 現地法 人が経 営不振に 陥った 場合は 、6000 万円ま では融資 による 資金調 達が可 能
と なる。 すなわ ち、 総投資 額とは 、現地 法人の リスク 対策用 の一 種の「 準備資 金」（登録 資本金 との差 額） が
含 まれた 金額とい う意味 である 。
し たがっ て、Ａ社 は、1 億 4000 万円 を設立 時に準 備すれ ば、 “後顧 の憂い ”を 配慮しな がら現 地法人 を経営 で
き ること になる。

（ ２）融 資あるい は増資 による 資金調 達につい て

2-1：融資と 増資で 異なる リスク
設 立 後 の経 営 不振 や運 用 資金 の 調達 方 式は 、 主に、「 融資 」 によ る方 法 と「 増 資」 に よる 方 法が あ る。「 融
資 」は返 済（回 収） を想定 した経 済行為 で、回 収でき ない場 合は 債務者 の法律 責任を 追及で きるが 、
「 増資 」
は 利益 を計 上し ては じめて 回収 が可 能と なる経 済行 為で あり 、投 資先が 経営 不振 とな れば回 収で きな いリ ス
ク がある 。

ま た「融 資」 には上 述する ような 総投 資額と 登録資 本金の 差額（ Ａ社 のケー スは 6000 万円） を上限 とし て
可 能だが 、
「増 資」の 上限は ない。 例えば、 現地法 人の経 営不振 を克服す るために 1 億円 でも 5 億 円でも 金
額 を問わ ずに増資 が可能 である 。

2-2：他者（ 社）の 資本参 加（持 分参加） による 増資計 画につ いて
現 地法人 の資本金 が不足 した場 合、主 に以下の 方法で 現地法 人の延 命が可能 である 。

（ １）融 資による 方法
9

現 地法 人を 設立 する 際に「 総投 資額 」と 「登録 資本 金」 の差 額を 設けて いる 場合 は、 その差 額の 範囲 内で 、
親 会社 （日 本本 社） と子会 社（ 中国 現地 法人） の親 子ロ ーン によ る融資 （外 債） か、 金融機 関か らの 融資 に
よ って資 金を調達 する。

（ ２）増 資による 方法
主 に、以 下の二種 類の方 法が考 えられ る。

① 元の出 資者によ る単純 増資
◆ 出資者 に変化が ないケ ース
元 の出 資者 が新 たに 資金を 投入 して 、こ れを現 地法 人の 増資 に充 当する 方法 であ り、 最も一 般的 な方 法で も
あ る。こ の場合、 中国国 内では 増資に 関連する 法律手 続を実 施しな ければな らない 。

② （個人 /法人 を含む ）他者 の資本参 加（持 分参加 ）によ る増資
◆ 出資者 に変化が あり、 国外に 存在す るケース
元 の出資 者が別の 出資者 を募集 し、こ の出資者 が現地 法人に 資本参 加する方 法で増 資する 方法。
こ の場 合、 現地 法人 の性質 に変 化は ない 。した がっ て、 現地 法人 が外商 独資 企業 であ れば、 依然 とし て外 商
独 資企 業で ある 。つ まり、 国外 （日 本） に複数 の出 資者 が存 在し 、実態 はこ の複 数の 外国資 本に よる 中国 現
地 法人 の合 弁経 営であ って も、 中国 の現 地法人 の登 記上 では 依然と して 「外 商独 資企業 」と して 登記 され る。

◆ 出資者 に変化が あり、 中国国 内に存 在するケ ース
と ころ が、 新たな 出資 者が 中国国 内に すで に登記 ・成 立し ている 「外 商投 資企業 」（合 弁 /独資を 含む ）で あ
る 場合 、す なわ ち、 当該「 外商 投資 企業 」が自 社の 資産 を運 用し て、中 国国 内で 他の 企業法 人に 資本 参加 す
る 場合 は少 々事 情が 変化す る。 この 場合 、新た な出 資者 は「 外商 投資企 業」 であ って も、中 国の 会社 法か ら
見 れば 「国 内企 業」 である 。し たが って 、この 新た な出 資者 は外 商投資 企業 の国 内投 資に関 連す る法 令に 基
づ いて出 資するこ とにな る。11

関 連 す る手 続 のう ち 、主 た る手 続 は、 資本 参 加（ 持 分参 加 ）の 許 認可 と 登記 に 関わ る 対外 経 済貿 易 委員 会
（ 許認 可機 関） と工 商行政 管理 局（ 登記 機関） があ る。 また 、外 貨管理 局の 手続 につ いても 『外 商投 資企 業
の 資本金 変動に関 わる若 干問題 に関す る通知』 の第 4 条で以 下のよ うに定 めている 。

『 外商投 資企業の 資本金 変動に 関わる 若干問題 に関す る通知 』
（ 1996 年 6 月 28 日： 国家外 貨管理局 公布［ 1996］匯資 函字第 188 号 ）
四：
外 商投 資企 業に おい て、 登録 資本 金の 増額 、譲渡 、あ るい はそ の他 の方 法で 資本 変動 処置が 取ら れる 場
合 は、下 記の文書 を持参 して外 貨管理 局へ申請 しなけ ればな らない 。
１． 公認会計 士事務 所が発 行する 「験資報 告書 」
。（現在 のもの ）
２ ．董事 会決議。
３ ．原審 査・認可 部門に よる「 認可文 書」
。
４ ．外商 投資企業 の「外 貨登記 証書 」
。
５ ．外貨 管理局が 求める その他 の資料 の提供。
外 商 投 資企 業 が 登録 し てい る 資本 の 譲渡 に つい て は 、譲 渡 ・被 譲 渡の 双 方が 締 結し た 「 持分 譲 渡協 議
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『外商投 資企業 の国内 投資に関 する暫 定規定』『外商 投資企 業の投 資者出資 持分変 更に関 する規定 』およ び『外 商投資
企業の資 本金変動 に関わ る若干 問題に 関する通 知』等 の法令
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書 」を提 供しなけ ればな らない 。
外 貨管 理局 は、 上述 の資 料に 誤り がな いこと を審 査し た後 、外 商投 資企 業が 記入 する『 外商 投資 企業 の
国 内口 座振 替の 審査 ・認 可表 』を 交付 し、外 貨業 務を 経営 する 銀行 は本 表に 基づ いて、 外貨 口座 にお け
る 資金の 振替手続 を実施 する。
◆ それぞ れのケー スで異 なる法 律手続
ま た、 新た な出 資者 の資本 参加 によ って 、投資 先企 業（ 現地 法人 ）の持 分構 成が 変化 する。 した がっ て、 関
係 法令 では 、中 国国 内法人 によ る投 資先 企業が 外商 投資 企業 に属 する場 合は 『外 商投 資企業 の投 資者 出資 持
分 変更に 関する規 定』に 基づい て手続 を行うと してい る。

こ のよ うに 、新 たに 資本参 加す る出 資者 （企業 ）の 所在 地に よっ て手続 方法 と根 拠法 が異な る点 に注 意し な
け ればな らない。

そ して 、中 国国 内の 法律手 続で は、 ①増 資に関 する 手続 、と 同時 に、② 新規 参入 する 出資者 の登 記・ 報告 に
関 する 手続 が必 要と なる。 その 理由 は、 言うま でも なく 出資 者の 構成に 変化 が発 生す るから であ り、 必然 的
に 董事会 構成員の 変更と 会社定 款の変 更が伴う 。

◆ 出資に 関わる契 約の締 結
ま た、 出資 者が 日本 国内に 存在 する 場合 は、当 然な がら 、日 本の 法律に 基づ いて 中国 の現地 法人 への 資本 参
加 に関 する 「出 資契 約」を 日本 国内 で締 結し、 この 協議 書で 出資 に関わ る権 利と 義務 を明ら かに する 必要 が
あ る。 また 出資 者が 中国国 内に 存在 する 場合で も「 出資 契約 」は 必要で あり 、い ずれ のケー スで も「 出資 契
約 」を 締結 する こと によっ て出 資後 の権 益をめ ぐる 紛争 リス クを 排除し なけ れば なら ない。 また 、こ の作 業
で は、日 中両国の 税法や 出資関 連法で 定める規 定に抵 触しな いよう 注意しな ければ ならな い。
◆ 外商投 資者の国 内再投 資にお ける税 制優遇政 策の廃 止につ いて
新 たな 出資 者が 中国 国内に すで に登 記・ 成立し てい る「 外商 投資 企業」 が自 社の 資産 あるい は自 社が 中国 国
内 で獲 得し た利 益を 本国の 出資 者に 送金 せず、 中国 国内 で自 社の 増資、 ある いは 他の 企業法 人に 資本 参加 等
の 方法 で投 資す るケ ースに つい ては 、こ れまで はそ の企 業が すで に納付 した 所得 税を 一定率 で還 付す る優 遇
制 度があ った。12

（ ３）外 貨保証に よる資 金調達 （人民 元貸付） につい て

外 貨保 証に よる 資金 調達に つい て、 これ までの 制度 は、 現地 法人 が親会 社の 保証 で（ 中国国 内の ）銀 行か ら
借 り入 れる 額に 上限 を設け てき た。 この 上限と は、 すな わち 借入 限度額 のこ とで ある 。これ につ いて は従 来
か ら「そ の企業 の総 投資額 から登 録資本 金の差 額の範 囲内」 とさ れてき た。（登録 資本金 と総投 資額の 比率 は
上 述のと おり）

ま た上海 市を例に 挙げる と、 2005 年 4 月 1 日より『 外為指 定銀行 の外貨 保証問題 に関す る通知 』
（ 上海匯 発
［ 2005］ 31 号）が 施行 してい る。 また これに 対し 、当該 通知 に関 する補 充通 知とし て、 国家 外貨管 理局 上
海 市分局 より『 外貨保証 項目下 の人民 元貸付 関連問 題につい ての通 知』（上海 匯発［ 2005］75 号発 布して い
る。
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『外国 投資者 の再投資 につい ての企 業所得 税還付 に関する 国家税 務総署 の通知』（国税 発［2002 ］90 号
月 17 日公 布）が 根拠法令 であっ た
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こ の補 充通 知の内 容を 見る と、こ れま での 国外保 証に 基づ く人民 元貸 付に 加え、 外貨 貸付 につい ても 、4 月
1 日以 降は 債権 者が事 前に 偶発 債務登 記を 行う必 要が あり 、また 、偶 発債 務登記 でき る金 額は「 総投 資額 －
資 本金 」の 範囲 を限 度とす るこ とを 定め ている 。た だし 、本 補充 通知の 解釈 およ び運 用につ いて は現 状で 不
明 な点も 多いと言 わざる を得な いので 、今後の 新たな 動きを 見てい く必要が ある。

２ ．政府 によるハ イテク 企業の 認定に ついて

ハ イテク 企業の 定義 および その認 定に関 する法 令とし て、『高 新技術 企業認 定管理 弁法』 がある 。ここ では 、
国 が重 点的 にサ ポート する ハイ テク 技術 領域（『 国家 重点支 持高 新技 術領 域』）に 関わ る製 品を生 産し たり 、
あ るい はハ イテ ク技 術に関 わる サー ビス を提供 する 企業 のう ち、 持続的 に技 術の 研究 開発を 行い 、そ の顕 著
な 成果 があ り、 当該 企業が 自社 （出 資者 でない ）で 核心 的な 知的 財産権 を保 有し 、こ れらに 依拠 して 経営 し
て いるこ とと定め ている 。
ま た、 国が 重点 的に サポー トす るハ イテ ク技術 領域 には 、① 電子 情報技 術、 ②バ イオ ・新薬 技術 、③ 航空 ・
宇 宙技 術、 ④新 素材 技術、 ⑤（ 情報 通信 等）の ハイ テク サー ビス の提供 、⑥ 新エ ネル ギーお よび エネ ルギ ー
節 減技 術、 ⑦エ コ技 術、⑧ 伝統 産業 の技 術を刷 新で きる 技術 等を 保有し 、関 連す る製 品の生 産あ るい はサ ー
ビ スを提 供できる 企業と なって いる。

さ らに、 中国国内で 5 年 以上にわ たって 独占的 な技術 ライセン スを保 有して きた企 業であり 、従業 員の 30％
以 上が科 学技術の 専門的 学歴を 保有し 、年間の 研究開 発費が 直近 1 年 の製品販 売額の 6％以 上であ ること 、
上 記のハ イテク製 品の年 間販売 額が、 当該企業 の年間 販売総 額の 60％ を占め ること等 、他に も様々 な条件 を
設 けてい る。

報告３．Ｃ社

企業概況：
2005 年 9 月に資本金 7 億日本円で設立したメーカー。水質浄化装置のフィルターを製造、また水
のリサイクル装置や排水処理設備のリース等も行っている。主なユーザーは浄水場や企業である。
従業員規模は 120 人。
相談１：労働仲裁の裁定と上訴後の判決との関係について
Ｑ：
当社では従業員の解雇に関わる訴訟に関わってきたが、最初の労働仲裁では「大方の部分で会社側
が勝訴」、その後、当該従業員が提訴し、一審判決は「会社側の敗訴」、その後会社がこれを不服と
して上訴したが、二審判決でも「会社側の敗訴」という結果に終わった。結果を見ると、仲裁裁定
と法院の判決の結果は異なっている。そこで、労働仲裁の裁定結果は、同じ案件の最終判決（法院
二審）が出た後も、効力があるか否かについて解説して欲しい。
Ａ：
労働争議に関わる紛争は、通常はまず労働仲裁委員会で審理され、いずれか一方がその審理結果
（裁定）を不服とすることで法院へ提訴しますが、労働争議仲裁委員会による裁定と法院による判
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決は完全に独立しています。したがって、法院の判決によって仲裁裁定の結果は効力を失うことに
なります。この点は日本でも同様であり、労働審判の結果は裁判の判決によって効力を失います。
相談２：中国での裁判について
Ｑ：2-1
中国での裁判について、証拠の採用の基準について中国の裁判所の訴訟指揮に不可解な処理があっ
た。例えば、当社が経験して裁判では、相手方（解雇された従業員）が在職中に署名が入っていな
い「社内報告文書」を入手し、これを自分で署名した後に証拠として提出してきたが、署名箇所に
問題があり証拠に採用されなかった。ところが、その後に裁判官が指示する箇所に署名したものを
再び証拠として提出し、これを裁判官が採用するといったような驚くべき処理が行われた。中国で
は訴訟当事者（解雇された従業員）が提出した明らかに偽造書類と疑われる証拠に対しても、裁判
ではそれを提出した者の人間性を問うようなことはなかった。このような訴訟指揮は中国では慣例
になっているのか？
Ｑ：2-2
労働者 VS 会社の労働紛争の場合、会社が圧倒的に不利なのが普通なのでしょうか。また、個人
VS 会社の係争の場合、個人に有利になり易いのでしょうか。
Ａ：
2-1 の相談について：
裁判官の訴訟指揮について、御社が報告しているような事実があれば、それは明らかに違法な裁判
であり、当然ながら御社は所定の手続を踏むことによってこの裁判官の訴訟指揮に抗議できます。
審理の当初に提出された証拠が審理中に手を加えられ、それも裁判官の訴訟指揮の下で差し替えら
れ、その後に証拠として採用されるような出鱈目な訴訟指揮について、御社の担当弁護士が何も抗
議しなかった点は腑に落ちません。御社は、そのような状態について代理人弁護士に質問すべきで
あり、納得がいかない場合はただちに訴訟代理人の委託を解除すべきです。
また、この種の不当な訴訟指揮の背景には相手方弁護士と担当裁判官が気脈を通じている可能性が
あることも排除できません。弁護士と裁判官が気脈を通じ、不当な訴訟指揮のもとで不当な判決が
出されるような現象は、中国では遺憾ながら珍しいことではありません。このように弁護士と裁判
官が“つるんでいる”場合は、如何に優秀な弁護士が代理人となっても勝訴はほとんど期待できま
せん。
2-2 の相談について：
司法制度の未整備や一部の法曹関係者のモラルに問題ある中国では、司法制度の整備と健全化は急
務の課題であり、この問題が解決されていない情況では真の意味で「法治国家」とは言い難いこと
です。上海市では 09 年の 2 月に全国に先駆けて法曹関係者のモラルと綱紀を定めた法令が施行さ
れていますが、このような法令を必要としなければならない状態に中国の司法制度の実態が如実に
示されています。
最近数年間の統計から見ると、労働仲裁ではほぼ 75％は労働者が勝訴する裁定が出ています。但
し、これには多くの労働仲裁事件は労働者側が原告となり、概ね労働者が泣き寝入りせずに企業側
の違法行為を不服としたり、これを告発し、企業を訴えたような事情が背景にあります。また、
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08 年 5 月 1 日より施行している現行の『労働争議調停仲裁法』の各条文を分析すると、明らかに
労働者に有利な立場で法制化しています。これは旧法を改正したものですが、旧法と新法を比較し
た場合、新法では、①仲裁審理における企業側の挙証責任の拡大、②仲裁の申立時効の延長、③係
争金額の多寡によって「一裁終局」（仲裁裁定で最終確定）とする制度の導入、－－といった新た
な規定が盛り込まれています。
さらに労働争議仲裁委員会の構成についても問題があると言わざるを得ません。例えば日本の労働
審判制度では、労働側委員/企業側委員/中立委員の三者で構成され、いずれも労働行政機関の関
係者ではありません。ところが、中国では上記の法令で「当地の人民政府の労働行政当局が労働争
議仲裁に関わる業務を指導し（第 18 条）、仲裁委員会は労働行政部門の代表/工会の代表/企業側
の代表の三者で構成する（第 19 条）」と定めています。すなわち、中国では、仲裁委員三者の合
議制による審理といえども仲裁委員会の議長格である委員は労働行政部門の職員が担当します。
さらに、一部の地域では、労働行政部門の一部署であり企業の違法な労務管理を取り締まる職責を
担う立場にある「労働監察隊」の職員が労働争議仲裁委員を兼任したり、あるいは元労働監察隊の
職員が配置転換で労働争議仲裁委員を担当する例も見られます。すなわち中国では「労働争議仲裁
委員会」は労働行政機関の一部署に過ぎません。このようなこともあって、労働仲裁の審理手続を
定める法令では、仲裁委員が案件の利害関係者であったり、仲裁委員の構成者により公正な審理が
期待できない委員が関与する仲裁案件では、所定の手続を経て管轄外の地区の労働仲裁委員会で審
理するよう要求できます。（これ“異地審理”という）
相談３：工会への介入について
Ｑ：
工会が縛られる法律は工会法以外に有りますか？
工会費はその殆どは会社から拠出されていますが、会社がどの程度工会に口出しすることが可能で
しょうか？
工会と忘年会や社員旅行といった社内行事を、会社と共催にしてもらうのに良い方法はありますで
しょうか。
Ａ：
中国の工会活動を定める法令は、主に基本法としての『中華人民共和国工会法』と地方性法規とし
てローカル政府が公布する『●●●市（省）工会条例』があり、さらに関連する法令として工会の
経費管理に関わる法令等があります。また、企業と工会（あるいは従業員代表）との間で締結する
集団契約（日本でいう労使協議）を定める『集団契約規定』、およびこれに関連するローカル条例
があります。
工会の組織化に関する企業の基本姿勢について、中国の『工会法』でも日本と同様に企業側に組織
化を義務づける規定は存在しません。中国でも工会は企業内の従業員が自発的に組織するか、ある
いは上部団体（中国総工会）の指導に基づいて組織されるか、いずれかの方法を取ることになりま
す。したがって、当地の政府による組織化の指導は法的強制力を伴うものではなく、あくまでも企
業側に組織化の協力を要請するものと判断して宜しいと思われます。中国の『工会法』では、「工
会は従業員が自由意志により結集する労働者階級の大衆組織である」とし、企業は工会の組織化を
妨害してはならないことを定めるのみに留まっています。したがって、企業は工会の設立について、
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その組織者のような立場で公然かつ主導的に関与すべきではありません。このため、従業員に工会
設立の動きがあれば、これを歓迎するか、あるいは表面的には座視する立場を示しつつ、『工会
法』の諸規定を遵守して“労使間の利害調整役”として機能し、その職責を果たすよう誘導するこ
とが肝要です。
上述するとおり企業側に工会組織化の法的義務はありません。但し、組織化に当たって企業側が留
意すべき点は以下のとおりです。
①工会の組織化
企業はこれを妨害せず、阻止しない。しかし、積極的には組織化を働きかけない。
②組織化された工会に対する企業側の支持
全従業員賃金総額の 2％を当月の工会費として工会に支給する。
③中国の工会は危険な組織でない
『工会法』では、工会の主な職責として「労働者の合法的権益の保護」と「生産と勤労の任務
を達成する」と定めている。つまり、中国の工会の基本路線は日本でいう“労使協調路線”で
あり、生産性向上運動を企業と共に実行する部隊ということになる。
④工会の役割
工会は、集団契約制度を通じて労使関係を調整し、従業員福利における諸策、文化・レク活動
の実行部隊となる。
⑤工会を労務管理に活用するノウハウ
工会の法的な位置付けを理解しながら、工会幹部が企業側の第二労務部的な役割を果たせるよ
う工会幹部と日常的に意思疎通を図ることによって労務管理のスムーズな実施の一助とする。
工会役員の選任に関する企業側の介入について、工会の代表者の人選や根回しについては上述する
とおり、企業側が露骨に関与すべきではありませんが、むしろ工会の主席や副主席等に選出された
工会委員の待遇について、「会社法」でいう高級管理層（正副総経理）を除いた部門の主管、ある
いは人事部門のポストを充てること等も検討すべきです。このように処理することによって主に以
下の利点があり、かつ労使紛争リスクを排除することができます。
（１）労務管理のスムーズな実施の一助となる。
（２）全社的なコンプライアンスに基づく労務管理を保証する。
（３）労働争議が発生する可能性を火種の段階で排除できる。
（４）万一、労使間トラブルが発生しても企業内で処理することが可能となり、トラブルが仲裁や
司法機関に持ち込まれる危険性を大幅に排除できる。
（５）企業側の不注意から発生する労働法に関連する違反行為やこれによる行政処分も未然に防止
できる。
（６）工会が従業員福利における諸策、文化・レク活動の実行部隊となり、この方面の実務を大幅
に省力化できる。
（７）従業員の全社的団結をはぐくみ、集団精神を強化し、かつ体外的には企業文化・企業イメー
ジの向上の一助となる。
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総括および関連する法令資料
１ ．中国 における 司法の 実情と 関連す る法制度 の動き

さ きご ろ日 本の 最高 裁判所 に当 たる 最高 人民法 院の 副院 長が 不正 行為で 逮捕 され 話題 になっ たが 、「 上海 法
制 報」 によ ると 、重慶 市で は地 元の 公権 力と結 託し た「 黒社 会」（ 中国 の暴 力団 組織） に対 する 捜査 の結 果、
暴 力団幹 部ら 6 人に死 刑判決 が言い 渡された 。この 事件で は、公 安幹部や 司法関 係者を 含む 600 人 以上が 芋
づ る式 に逮 捕さ れ、 裁判所 や検 察の 指導 層や弁 護士 が互 いに 気脈 を通じ 、裁 判を 金で ねじ曲 げる 実態 が明 る
み にな った 。国 の指 導者が 国際 社会 に向 けて「 我が 国は 法治 国家 だ」と 主張 する その 「法治 」の 現場 では か
よ うに悪 質な不正 行為が 横行し ている 。この事 件は司 法界も 不正と 腐敗に晒 されて いる実 情を示し ている 。

ま た、 同じ く「 上海 法制報 」に よる よる と、重 慶市 検察 院の 元検 察官で 、通 称「 解決 屋」と いわ れた “や め
検 弁護士 ”が 250 万元の報 酬を受 け取っ た後に 、この一 部をワ イロと して公 安関係者 に送り 、某刑 事事件 を
治 安管理 事件（軽 犯罪事 件）に 変更さ せた事件 も発生 してい る。

さ らに 、重 慶市 の「 十大傑 出弁 護士 」に 選ばれ たこ とも ある 女性 弁護士 は、 裁判 官の 愛人と なり 、二 人は 共
同 謀議し て数 億元規 模の民 事案件 に不正 介入 し、弁 護士が 4000 万元 を受け 取っ ている 。この 裁判官 はま た、
裁 判 所 幹 部と 共 同 で土 地 売 買案 件 に 絡ん で 暴 力団 と 結 託、 市 場 価格 に して 1 億 元相 当 の土 地 使 用権 を 約
3700 万で落札 させ、 不正に 得た 5500 万元を 暴力団 と山分 けにし ている。
中 国の メデ ィア によ ると、 弁護 士が 暴力 団幹部 に対 する 刑事 裁判 で裁判 官に 対し てワ イロ工 作を 行い 、一 審
で 懲役 20 年 だった 判決を 二審 で 5 年に 変更さ せた事例 もある 。メデ ィアで はこうし た裁判 官への ワイロ は
年 間で数 百万元 に上る ケース がある と伝え ている 。重慶 市で逮 捕され た元公 安局副局 長ら公 安幹部 4 人の 場
合 、殺 人や 強盗 、誘 拐など の凶 悪事 件を 長年に わた って 放置 し、 多数の 暴力 団を 保護 下に置 いて いた こと も
判 明 し てい る 。同 市 トッ プ の薄 煕 来書 記（ 党 政治 局 員） は 大規 模 摘発 に よる 腐 敗の 浄 化を 断 行、 拘 束者 は
1500 人を超え たと報 道して いる。
2009 年 2 月 1 日 に上海市 の高級 人民法 院と司 法局が連 名で全 国に先 駆けて 公布した 『裁判 官と弁 護士の 関
係 の規 範化 に関 する若 干規 定』（滬 高法 ［2009］ 8 号 ）は、 司法 の独 立が 取沙汰 され る中 で画期 的な 規定 で
あ る。 この 法令 は法 曹関係 者の 職業 モラ ルと綱 紀を 正し 、司 法の 健全性 と審 理の 公平 性を確 保す るこ とを 目
的 とし た法 令で 、法 曹関係 者に 各種 の禁 止事項 と違 反し た場 合の 処罰事 項を 定め てい る。司 法権 力の 独立 が
確 立し てい る先 進諸 国では 法制 化以 前の 常識的 な問 題で あり 、い わば法 曹関 係の 仕事 に従事 する 者の イロ ハ
だ が、 中国 では “法 曹関係 者の 綱紀 を定 めた” とい う意 味で 画期 的な法 令と いう べき である 。中 国社 会の 実
情 はこの 種の法令 を必要 とする ほど深 刻な状態 にある 。

２．
『 労働争議 調停仲 裁法』 と労働 争議に関 する実 務と留 意事項

１ ．労働 争議の処 理に関 する基 本法の 改正

1-1：新旧の 法律に みる顕 著な相 違
労 使の 間で 労働 争議 が発生 し、 これ を調 停ある いは 仲裁 によ って 解決す る場 合は 、こ れまで 『企 業労 働争 議
紛 争処理 条例』に 基づい て処理 してい た。とこ ろが、 この従 来法を 改正する 動きが あり、 07 年末に 開催さ れ
た第 10 期全国 人民代表 大会常 務委員 会（第 31 回会 議）を 経て、 新たに 『労働争 議調停 仲裁法 』
（ 国家主 席
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令第 80 号）を 同年 12 月 29 日に公 布した 。この 法律は、 公布か らほぼ 半年を 経た翌年 （ 2008 年）の 5
月 1 日 より施 行してい る。
『 労働争 議調停 仲裁 法』の 立法背 景には 、
『 労働契 約法』 の立 法精神 と同様 に、法 律上で は労使 対等と 言い な
が らも 実際 の労 使の 力関係 では 相対 的に 弱い立 場に 立た され る労 働者の 保護 を強 く打 ち出す 政策 が反 映し て
い る。新 法の際立 った特 徴は以 下のと おりであ る。13

（ １）仲 裁審理に おける 企業側 の挙証 責任の拡 大
従 来は 、企 業側 によ る労 働者 の解 雇 /労 働契 約の解 除 /労 働報 酬の 削減 /労 働者 の勤 務期 間の 計算 等を 争点 と
す る労 働争 議が 発生 した場 合に のみ 企業 側に挙 証責 任が あっ た。 ところ が新 法で は、 紛争事 項に 関す る証 拠
を 企業 が保 有し 管理 してい る場 合は 、そ の係争 内容 に関 わら ず「 企業が これ を提 出し 、提出 しな い場 合に は
企 業が不 利益な結 果を負 わなけ ればな らない ｣（ 第 6 条） とし、 企業側 の挙証責 任範囲 が拡大 してい る。
（ ２）紛 争当事者 の定義 の拡大
間 接雇 用（ 人材 派遣 ）の形 態で 争議 が発 生した 場合 の当 事者 も定 めてい る。 すな わち 労務派 遣会 社ま たは 派
遣 先企業 と労働者 との間 で労働 争議が 発生した 場合、 労務派 遣会社 と派遣先 企業は 共同の 当事者と なる

（ ３）仲 裁申立の 時効の 延長
仲 裁を申 し立て る場 合の時 効につ いては 、
「 当事者 がその 権利 の侵害 を知っ た時、 あるい は知り 得た時 より 起
算 して 1 年」（第 27 条 ）とし て従来 の 6 ヶ月 を倍の 長さに 引き延 ばしてい る。
（ ４）「一裁終 局」（仲裁 裁定で 最終確 定）する 制度の 導入
従 来 法で は、「当 事者 が仲 裁裁 定に 不服 の 場合 は裁 定書 を受 領し た日 より 15 日以 内に 人民 法院 へ提 訴で き
る 」 と して 、 紛争 案 件の 内 容や 係 争金 額の 多 寡を 問 題と せ ず、 紛 争当 事 者の 不 服の 申 し立 て を法 院 （裁 判
所 ）へ の提 訴を 容認 してい た。 とこ ろが 新法で は、 紛争 案件 の内 容と係 争金 額で 以下 のよう な条 件と 制限 を
設 けて、 一つの 仲裁 裁定を 終局と する「 一裁終 局制度 」を導 入し ている 。
「 一裁終 局制度 」を適 用する 範囲 は
以 下のと おりであ る。
① 労働 報酬 /労 災の 医療 費 /経 済補 償金 /損 害賠 償金 の請求 に関 する 紛争 案で 、そ の係 争金 額が当 地の 最低
賃 金基準 額の 12 ヶ月分 を超えな い場合 。
② 勤務時 間、休憩 休暇、 社会保 険等に 関する国 の法定 労働基 準の執 行情況に 関する 争議。

（ ５）「一裁終 局」（仲裁 裁定で 最終確 定）の制 度上の 矛盾
す なわ ち、 上記 の範 囲以外 の紛 争案 件に ついて のみ 、法 院へ の仲 裁裁定 を不 服と する 提訴を 認め てい る。 ま
た 、仲 裁の前 の段 階で 実施す る調 停につ いて も、労 働報 酬の未 払 /労災 の医 療費 /経 済補償 金あ るいは 賠償 金
の 支払 に関 する 調停 が成立 した 場合 にお いて、 企業 側が 合意 した 期限内 に履 行し なけ れば、 労働 者は 調停 合
意 書を提 出して人 民法院 に支払 命令の 申請が可 能とし ている 。

こ の法 制度 は、 いわ ば、民 事訴 訟の 案件 につい て、 その 係争 金額 の多寡 に応 じて 審理 機関を 限定 する 制度 で
あ る。 例えば 、（上海 市の 現状で は） 13,440 元以 内の 係争案 件な らば仲 裁裁 定で確 定、 13,440 元以 上の 係
争 案件な らば仲 裁裁定 に対 する当 事者の 不服申 請を認 め、裁 判所へ の提訴 を認 める ･･･････とす るよう なも の
で ある 。14
13

14

つま り、 先進 国で 普遍 的に 実施 して いる 訴訟 手続 の基 本的手 段、 すな わち 「仲 裁機 関や 行政 機

例えば 、2008 年 3 月 1 日より施 行して いる日 本の『 労働契約 法』で は、そ の第 1 条 で“労 働者の 保護を 図る” ことを
立法目的 の一つに 明記し ている 。
2010 年 3 月に公 布され た 2010 年度に おける上 海市の 最低賃 金基準 額は 1120 元であ る。
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関 によ る裁 定を 不服 とする 当事 者の 基本 的権利 」と して の「 自然 人の控 訴権 」を 奪う もので あり 、法 治国 家
と は認め がたい悪 法と言 わざる を得な いもので ある。

（ ６）仲 裁費用の 無料化
労 働仲裁 の申請費 用の無 料化を 定めて いる。

1-2：今後の 基本対 策
こ の新法 の施行に 伴う今 後の紛 争対策 としては 、主に 以下の ような 課題を検 討しな ければ ならない 。

（ １）労 務管理体 制の抜 本的な 見直し
現 行の 労働 関係 法令 を整理 し、 これ に準 拠した 現行 の各 種規 章制 度の見 直し を図 る必 要があ る。 この 場合 、
合 法的 かつ 企業 にと って不 利に なら ない 制度の 見直 し作 業が 求め られる 。こ のた めに も現行 の労 働関 係法 令
を デー タベ ース 化し 、必要 に応 じて 随時 にこれ を検 索し て、 現行 規定の 運用 と修 正に 役立て なけ れば なら な
い。
（ ２）労 務管理に 関連す る文書 類のデ ータベー ス化と 専門的 な管理
労 務管 理に 起因 する 各種の 労働 紛争 案件 に備え て、 主に 以下 の文 書類を デー タベ ース 化する 必要 があ る。 こ
れ らの 文書 類は 、労 働仲裁 や訴 訟に 至っ た場合 に企 業側 に挙 証責 任が要 求さ れる 書類 でもあ る。 新法 では 、
そ の証 拠に 相当 する 文書類 につ いて 具体 的には 言及 して いな いが 、労働 紛争 案件 の内 容から 判断 して 企業 側
の 挙証責 任が要求 される と予想 できる 文書類に は主に 以下の ものが ある。
① 人事フ ァイル
② 賃金の 支払根拠 となる 記録
③ 経済補 償金の支 払根拠 となる 記録
④ 社会保 険料の納 付根拠 となる 記録
⑤ 労働契 約書（変 更、解 除、終 了等を 含む）と その有 効証明
⑥ 契約解 除の事由 を説明 する文 書
⑦ 勤続年 数を証明 する書 類
⑧ 出勤状 況を証明 する書 類
⑨ 就業規 則等の社 内規章 制度に 関する 文書
⑩ 秘密保 持や競業 禁止に 関する 協議書 とその有 効証明
⑪ その他 、企業が 保有管 理する 文書類
⑫工 会（ある いは従 業員代 表）と 締結した 「集団 契約」
⑬企 業側が労 務管理 の必要 に応じ て従業員 に向け て公布 した各 種の告示 、業務 指示書 等
（ ３）労 務管理に 関連す る各種 の作業 、通達、 指示の 一切を 書面化 する
① 「労 働契約 書」 の締 結、変 更、 解除、 終了 に関 連する 各種 の付属 文書 、補充 協議 書、 覚書

等に 関す

る 全ての 文書の確 保し、 整理す る。
② 従業員 に発布す る各種 の社内 通知（ 公告）の 書面に よる徹 底化を 図る。
③ 従業 員本 人の 同意 ある いは 承諾 、あ るい は受 領の 確認 が必 要な 業務 通達 /連 絡事 項 /命 令・指 示 /告 知
は 「同意 書」、
「承 諾書 」
、あ るいは 「受領確 認書」 の形式 で確保 する。

1-3：労働争 議の処 理に関 連する 法令の新 旧比較
新 旧の規 定に見る 際立っ た相違 のみは 以下のと おりで ある。
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労 働争議 の処理に 関連す る法令 の新旧 比較
『企業労 働争議処 理条例 』

言及事項

（旧
挙証責任

『労働争 議調停仲 裁法』

法）

（新

言及無し

法）

第6条
●当事者 は自ら主 張につ いては 挙証責 任を負う 。
●但し 、係 争事 項に 関す る証 拠を 企業 が保 有し 管理
する場 合、 企業 はこ れを 提出 しな けれ ばな らな い。
若し企 業が 提出 しな い場 合は 、証 拠未 提出 に起 因す
る不利な 裁定を引 き出し かねな い。

調停組織

第 7 条/第 9 条

第 10 条

企業 内に 設 置さ れ た労 働争 議 調停 委 員会 とす

●労働 争議 が発 生し た場 合、 当事 者は 以下 のい ずれ

る。

かの調停 組織に調 停申請 が可能 。

（工 会が 未 組織 の 企業 では 労 働争 議 調停 委員

（1）企業 労働争 議調停委 員会

会を 設立 、 その 構 成は 従業 員 代表 と 企業 側代

（2）法に 準拠し て設立さ れた「 人民調 停組織 」

表が協議 して決定 する）

（3 ）郷 鎮 、居 住 区内 に設 立 され た 労働 争 議調 停職
能を有す る組織

調停申請

言及無し

第 12 条
●書面ま たは口頭

調停の確 定

言及無し

第 16 条
●労働 報酬 の未 払、 労災 の医 療費 、経 済補 償金 ある
いは賠 償金 の支 払に 関す る調 停が 成立 した 場合 、企
業が合 意し た期 限内 に履 行し なけ れば 、労 働者 は調
停合意 書を 提出 して 人民 法院 に支 払命 令の 申請 が可
能。こ の場 合、 人民 法院 は支 払命 令を 出さ なけ れば
ならない 。

仲裁委員 の構成

争議の当 事者

第 13 条

第 19 条

以下の三 者で構成 する

●以下の 三者で構 成する

（1） 労働 行政 部門 の代 表（ 行政 の代 表）

（1）労働 行政部 門の代表 （行政 の代表 ）

（2）工会 関係者 （労働側 代表）

（2）工会 代表（ 労働側代 表）

（3）政府 指定の 経済総合 管理部 門の代 表

（3）企業 代表（ 経営側代 表）

第3条

第 22 条

企業と労働者が労働争議案件の当 事者とな

●発生 した 労働 争議 に関 わる 労働 者と 企業 の双 方が

る。

労働争議 仲裁案件 の当事 者とな る。
●労務 派遣 会社 また は派 遣先 企業 と労 働者 との 間で
労働争 議が 発生 した 場合 、労 務派 遣会 社ま たは 派遣
先企業は 共同の当 事者と なる。

仲裁申請 の時効

第 23 条

第 27 条

当事者が 相手方に よる権 利の侵 害を知 った、

●当事者 が相手方 による 権利の 侵害を 知った日 、ま

または知 り得た日 より 6 ヶ月以 内。

たは知り 得た日よ り起算 して 1 年。
●労働 関係 の存 続期 間に 労働 報酬 の支 払遅 延に より

仲裁申請

但し 、労 働法 の第 8 2 条で は「 仲裁 申請 は労

争議が 発生 した 場合 、労 働者 は上 記の 時効 制限 を受

働争議発 生から 60 日以 内」と定 めてい る

けない。

書面のみ 。

第 28 条
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●書面の み。
裁定まで の期間

第 32 条

第 43 条

仲裁廷の 開廷か ら 60 日 以内に裁 定。

●仲裁 申請を 受理 した 日よ り 45 日以内 に裁定 を下

但し 、審 理の 必要 に応 じて 30 日間 の延 長が

す。但し 必要に応 じて最 長 15 日 間の延 長が可 能。

可能。
「一裁 終局 」の

第 30 条

第 47 条

設定と条 件

当事 者が 仲 裁裁 定 に不 服の 場 合は 裁 定書 を受

（1）労 働報酬/ 労災の 医療費/ 経済補 償金/損 害賠償

領し た日 より 1 5 日 以 内に 人民 法院 へ提 訴で

金の請 求に 関す る紛 争案 で、 その 係争 金額 が当 地の

きる。

最低賃金 基準額 の 12 ヶ 月分を超 えない 場合。

（注）「一 裁終局 」の言 及は無し

（2 ）勤 務 時間 、 休憩 休暇 、 社会 保 険等 に 関す る国
の法定労 働基準の 執行情 況に関 する争 議。

仲裁費用

第 34 条

第 53 条

当事者が 国の関連 規定に 基づい て納付 。

●無料。

２ ．中国 における 労働者 の争議 権につ いて

2-1：争議権 と「生 産と勤 労の任 務」の関 係
日 本の『 労働組 合法 』では 、
「 労使対 等の原 則のも とで労 働者 の地位 の向上 と労働 条件に ついて 使用者 と交 渉
す る」（
『 労働組合 法』第 1 条） ことを 明記し ているが 、
“ 国家全 体の利 益を保 護する” といっ たよう な目的 は
定 めてい ない。日 本では このよ うに定 める事自 体に違 憲の疑 いがあ ると考え るべき である 。

ま た、日 本では 「自主 的に労 働条件 の維持 改善そ の他経 済的地 位の向 上を図る 」（
『 労働組合 法』第 2 条） こ
と を定め ても 、
“ 生産と 勤労の 任務を 達成す るよう 努める ”と は断じ て定め ない。 なぜな らば、 雇用関 係が 成
立 して いる 以上 、生 産と勤 労の 任務 の達 成は当 然予 定さ れて いる ことで あり 、法 文で 明記す る必 要の ない も
の であ る。 また 、日 本では 、こ のよ うに 定めた 場合 、生 産と 勤労 の任務 を達 成す るこ とを義 務化 する こと 自
体 が労働 者（組合 員）に よる民 主的手 続を経た 「争議 権」の 保護に 直接抵触 するか らであ る。

中 国の 工会 には 、生 産と勤 労の 任務 を達 成する 職責 を履 行す るた めに、 企業 内に スト ライキ やサ ボタ ージ ュ
を 引き 起こ すよ うな 労働争 議が 生じ る可 能性が ある 場合 、あ るい は自然 発生 的に 生じ た場合 は、 労使 の間 で
そ の 矛盾 を調 整し て 、ト ラブ ルの 芽を 未然 に 摘み 取る 役割 を果 た すこ とも 課せ られ てい る （
『 上 海市 工会 条
例 』第 31 条 ）
。そ の理由は 、工会 には上 述する ように「 生産と 勤労の 任務を 達成する 」こと が重要 な職責 の
ひ とつと されてい るから である 。

2-2：争議権 の法的 保証の 有無と 労働争議 調停委 員会に ついて
中 国の 工会 は、 企業 内で労 働争 議が 発生 した場 合、 当該 企業 の工 会委員 会（ 日本 で言 えば労 組の 執行 委員 会
に 当た る） に設 置さ れた企 業内 の「 労働 争議調 停委 員会 」に おい て、公 平中 立な 判断 者とし て労 使間 の利 益
調 整の役 割（
『 労働争 議調停 仲裁法 』第 10 条） を求めら れてお り、従 業員に よるサボ タージ ュに対 して使 用
者 と協力 して問題 解決に 努力し 、速や かに生産 態勢と 業務秩 序を回 復する法 的責務 を負っ ている。15

『 上海市 工会条例 』の 第 21 条の 第 4 項 は、中 国の工会 が争議 権を保 有する か、ある いは労 働者の 基本的 権
15

『労働争 議調停 仲裁法 』の第 1 0 条では 、「企 業内の労 働争議 調停委 員会は 、従業員 代表と 企業代 表によっ て構成 する。
従業員代 表は工会 の役員 が担当 するか 、あるい は従業 員全体 によっ て推挙さ れた者 が担当 し、企業 代表は 企業側 の責任
者が担当 する。企 業内の 労働争 議調停 委員会の 主任は 工会の 構成員 あるいは 労使双 方から 推挙され た者が 担当す る」と
定めてい る。
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利 である 争議権 につい て如 何なる 法規定 がある か、 ･････を検 討する 際に興 味深い 条文と なって いる。 すな わ
ち 、第 4 項 では「 集団契 約の履 行に起 因して 紛争が 発生し 、双方 が協議 しても 解決で きない 場合、 工会は 労
働 争議 仲裁 委員 会に 仲裁を 申し 立て るこ とがで き、 仲裁 裁定 を不 服とす る場 合は 、法 に準拠 して 人民 法院 に
提 訴で きる 」と 定め るのみ であ り、 同盟 罷業（ スト ライ キ） を含 む争議 権を 法的 に保 証する 条文 には なっ て
い ない。 すなわち 、中国 では、 法制度 上では労 働者の 争議権 を認め ていない 。

日 本の 『労働 組合 法』 では労 働三 権（団 結権 /団 体交 渉権 /争議 権） を明確 に付 与し ている が、 中国の 工会 関
連 法 では 団結 権と 団 体交 渉権 は定 めて いる が 、争 議権 につ いて は 別途、『 労 働争 議調 停仲 裁法 』 や『 民法 通
則 』等 の関 連法 で争 議状態 に到 った 場合 の工会 の役 割に 言及 する のみで あり 、争 議権 自体に つい て付 与し て
い ない 。こ の理 由は 、中国 法で は、 労働 者が主 人公 であ る国 家の 建前上 、同 盟罷 業（ ストラ イキ ）は 想定 し
て いない ことが背 景にあ る。

し かし 、労 使関 係が 存在す る以 上、 労働 争議は 予定 され てい るた めに、 労働 者あ るい は工会 の争 議権 の保 護
を 定め るの では なく 、仲裁 の申 立権 と訴 訟の提 訴権 を保 護す るに とどめ 、労 働者 の基 本的権 利で ある 争議 権
に ついて は、別 途 、
『労 働争議 調停仲 裁法』 でその 処理方 法を 定めて いる。 また、 争議が 発生し た場合 の工 会
の 役割と しては 、労 働者個 人が申 立や提 訴する 場合 、
「工 会は これを 支援し なけれ ばなら ない」 と定め るの み
で あり 、工 会本 体が 団体と して 労働 争議 の当事 者と なり 組織 者（ オルガ ナイ ザー ）と なるこ とを 意味 して い
な い。

す なわ ち、 工会 が労 働争議 の当 事者 とな って同 盟罷 業（ スト ライ キ）を 組織 する 事例 は例外 的に 存在 する 状
態 に限ら れている 、とい うべき である 。

し かし 、こ のこ とは 労働者 の自 然発 生的 な罷業 （ス ト） や怠 業（ サボタ ージ ュ） の発 生を排 除す るも ので は
な い 。し た がっ て 、例 えば 『 上海 市工 会 条例 』 は第 31 条で 罷 業や 怠 業が 発生 し た場 合の 工 会の 役 割と 権
利 ・義 務と して 、上 級工会 への 報告 義務 、企業 に対 する 調査 権、 意見提 出権 、お よび 労使間 の矛 盾を 調整 し
て 争議を 解決する 義務を 定めて いる。

『 上海市 工会条例 』
第 31 条
１ ．企業 もしく は事業 組織に おいて 、操業 停止、 サボタ ージ ュ等の 事件が 発生し た場合 、当該 工会は ただち
に 上級工 会に報 告し、 併せて 工会を 代表し て企 業もし くは事 業組織 、ある いは関 係方面 との間 で協議 を
実 施して 、労働 者の意 見と要 求を表 明し、 この 解決案 を提示 しなけ ればな らない 。また 協議で 合意が 達
成 できな い場合 、上級 工会は 労働行 政部門 及び 主管組 織と共 に事件 が発生 した組 織の情 況を把 握して 、
協 議を通 じてこれ を善処 しなけ ればな らない。
２ ．企業 もしく は事業 組織は 、工会 側の合 理的な 要求に 対し てはこ れの解 決に努 めなけ ればな らない 。工会
は 、企業 もしく は事業 組織に よる作 業に協 力し て、可 及的速 やかに 生産と 業務の 秩序を 回復し なけれ ば
な らない 。

2-3：生産性 向上を 原理と した労 働組合（ 旧同 盟 JC 系労働 組合） に酷似す る中国 工会の 路線
中 国の 工会 は、 企業 内で労 働争 議が 発生 した場 合、 当該 企業 の工 会委員 会に 設置 され た企業 内の 「労 働争 議
調 停委 員会 」に おい て、公 平中 立な 判断 者とし て労 使間 の利 益調 整の役 割を 果た し、 従業員 によ るサ ボタ ー
ジ ュに 対し て使 用者 と協力 して 問題 解決 に努力 し、 速や かに 生産 態勢と 業務 秩序 を回 復する 法的 責務 を負 っ
て いる。
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こ の点 から みて 、中 国の工 会の 路線 は、 労働組 合の 執行 委員 会や 指導層 が企 業側 の提 唱する 生産 性向 上運 動
に 積極 的に 協力 し、 またこ れの 実行 を労 働側か ら保 証す るた めに 企業の 第二 労務 部的 な役割 を果 たし てき た
日 本の 旧同 盟型 労働 組合の 路線 に酷 似し ている 。こ れら の日 本型 労働組 合の 路線 との 違いは 、公 平中 立な 立
場 に立 つか 否か （日 本の労 働組 合は 当然 ながら 労働 側に 立つ ）の 違いで あっ て、 これ らの労 働組 合が 労使 間
の 利益調 整の役割 を第一 義的に 重視し てきたこ とは中 国の工 会と同 様の路線 と言え る。

日 本の 一部 の労 働組 合は、 従業 員の 労務 管理を 企業 に代 わっ て行 い、ま たト ラブ ルや 紛争も 火種 の段 階で 未
然 に防 ぐ機 能を 発揮し てき た。 さら にそ の対価 とし て、 労組 幹部が 労務 担当 重役 に昇進 する 例が 常見 され た。
こ のよ うに 日本 の企 業が旧 労組 幹部 を高 級管理 職に 大抜 擢す る背 景には 、労 組幹 部が 企業の 労務 管理 に貢 献
し てき たの みな らず 、労組 幹部 に備 わる ガバナ ビリ ティ ー（ 統率 力）や 執行 能力 、決 断力、 問題 解決 能力 に
対 す る 高い 評 価が あ るこ と は言 う まで もな い 。一 方 、中 国 の工 会 では 現 役の 工 会委 員 が当 該 企業 の 管理 職
（ 人事部 長や生産 ライン 長）を 務める ことを排 除して いない し、ま た多数の 実例が ある。

生 産性 向上 運動 を重 視して きた 日本 の労 働組合 は、 日本 の法 律で 保証さ れて いる 争議 権を放 棄し てい るわ け
で はな い。 労使 協調 路線を 基調 とし なが らも、 企業 側が 違法 な不 当労働 行為 や劣 悪な 労働条 件を 改善 せず 、
か つ交 渉に よる 解決が 不可 能と なっ た場 合は粛 々と 「伝 家の 宝刀」 であ る争 議権 を行使 して きた 。す なわ ち、
安 易に 争議 権を 行使 せずに 、生 産性 向上 運動の 下で 安定 的な 労使 関係を 確保 する 労使 協調路 線を 選択 する こ
と によ って 、結 果的 に企業 に代 わっ て労 務管理 を代 行し 、企 業側 の意思 を代 弁す るよ うな路 線を 歩ん でき た
と ころに ある。

し たが って 、労 働組 合を争 議の 組織 者と して見 た場 合、 日本 型の 労働組 合と 中国 の工 会の違 いは 、労 組の 争
議 権が ある か否 か、 労組執 行委 員会 に企 業内労 働争 議調 停委 員会 を設置 する か否 か、 －－の 主に 二つ の相 異
が あるに 過ぎない 。
日 本の 労使 協調 型労 働組合 は企 業内 調停 委員会 を設 置せ ずと もそ れ自体 が、 組合 員の 不満を 解消 する 「ク ッ
シ ョン 」と して 機能 し、労 使間 交渉 によ って矛 盾を 解決 する 事実 上の「 企業 内労 働争 議調停 委員 会」 の役 割
を 果たし てきたと 言える 。
３ ．争議 および工 会への 対策に ついて

労 働者が 労働組 合を 組織化 するこ とを企 業が抑 えるこ とは日 本で も中国 でも不 当労働 行為に 当たる 。
「 不当 労
働 行為 」の 法的 概念 は中国 では 法律 ター ムとし ては 存在 しな いが 、工会 関連 法の 条文 には企 業に よる 不当 労
働 行為 に相 当す る行 為を禁 止し てい る。 中国で も労 働者 によ る労 働組合 の組 織化 を企 業側が 抑え れば 違法 行
為 になる 。

日 本法（ 労働組 合法 ）でい う不当 労働行 為に相 当する 内容と 中国 のそれ との決 定的な 違いは 、日本 では「（ 企
業 ）が 労働 組合 の運 営のた めの 経費 の支 払いに つき 経理 上の 援助 を与え るこ と」 が不 当労働 行為 に相 当す る
（ 労働 協約 に基 づく 便宜供 与は 除外 ）こ とだけ であ る。 日本 法で は、労 働組 合が 企業 から資 金的 な援 助を 受
け ること 自体が 企業に よる組 合支配 につな がり、 労働者 が保有 する基 本三権 （労使 対等原 則の下 の団結 権 /団
体 交渉権 /争議 権）の 侵害と なる危険 性を排 除して いる。
し かし、 この行 為は 中国で は合法 であり 、また 企業側 の義務 とな ってい ること である 。中国 法では 、
「 全従 業
員 賃金総 額の 2％ を、当月 の工会 費とし て工会 に支給し なけれ ばなら ない 」
。
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日 本法に おける不 当労働 行為の 法的概 念（日本 の『労 働組合 法』 第 7 条）
① 労働組 合に加 入し、 もしく はこれ を結成 しよう とした こと 、もし くは労 働組合 の正当 な行為 をした ことの
故 をもっ て解雇し たり、 不利益 な取扱 をするこ と。
② 使用者 が労働者 の代表 と団体 交渉す ることを 正当な 理由な く拒絶 すること 。
③ 労働者 が労働 組合を 結成し 、もし くは運 営する ことを 支配 し、も しくは これに 介入す ること 。労働 組合の
運 営の ため の経 費の支 払い につ き経 理上の 援助 を与 えるこ と 。
（ ただし 、労 使協 定下 による 便宜 供与 はこ
の 限りで はない）
④ 労働者 が労働 委員会 に使用 者によ る違法 行為の 解決を 申し 立てた り、労 働関係 調整法 による 労働争 議の調
整 する場 合に労 働者が 証拠を 提出し 、もし くは発 言し たこと を理由 として 、その 労働者 を解雇 したり 、そ
の 他これ に対して 不利益 な取扱 をする こと。

こ のよ うな こと から 、企業 側が 工会 の組 織化を 奨励 する 必要 はな いが、 組織 化の 動き があれ ばこ れを 支援 す
る スタ ンス を取 り、 法律で 義務 づけ られ ている 経理 的な 支援 を含 む一定 程度 の便 宜供 与を与 え、 対立 路線 で
は なく 平和 共存 路線 に基づ いて 労務 管理 政策の 実行 部隊 とし て位 置付け なが ら、 場合 によっ て工 会幹 部に も
相 応のポ ストを付 与して 企業の 経営政 策の一部 として 囲い込 むこと が肝要で ある。

工 会の 設立 の動 きが あれば 、こ れを 歓迎 する意 向を 示し つつ 、法 律でも 定め ると おり 、真の 労使 間の 利益 調
整 役と して 機能 する よう誘 導す るこ とが 肝要で ある 。ま た、 工会 の主席 や副 主席 等の 工会委 員に は従 業員 の
人 望が あつ く、 企業 内キャ リア も長 く、 日本側 の事 情に も通 暁し た者を 人事 部門 の重 要ポス トを 就け るこ と
も 検討す べきであ る。こ のよう に処理 すること によっ て主に 以下の リスクを 排除す ること 可能とな る。

（ １）労 務管理の スムー ズな実 施の一 助となる 。
（ ２）全 社的なコ ンプラ イアン スに基 づく労務 管理を 保証す る。
（ ３）労 働争議が 発生す る可能 性を火 種の段階 で排除 できる 。
（ ４） 万一 、労 使間 トラブ ルが 発生 して も企業 内で 処理 する こと が可能 とな り、 トラ ブルが 仲裁 や司 法機 関
に 持ち込 まれる危 険性を 大幅に 排除で きる。
（ ５）企 業側の不 注意か ら発生 する労 働法に関 連する 違反行 為やこ れによる 行政処 分も未 然に防止 できる 。
（ ６） 工会 が従 業員 福利に おけ る諸 策、 文化・ レク 活動 の実 行部 隊とな り、 この 方面 の実務 を大 幅に 省力 化
で きる。
（ ７） 従業 員の 全社 的団結 をは ぐく み、 集団精 神を 強化 し、 かつ 体外的 には 企業 文化 ・企業 イメ ージ の向 上
の 一助と なる。
４ ．労働 争議の調 停につ いて

3-1：労働争 議の調 停は三 種類の 方法があ る。
『 労働争 議調停仲 裁法』 では労 働争議 調停につ いては 、以下 の三種 類の方法 がある ことを 定めてい る。16

『 労働争 議調停仲 裁法』
第 10 条
１ ．労働 争議が発 生した 場合、 当事者 は以下に 掲げる 調停組 織に調 停を申請 できる 。
（１） 企業内の 労働争 議調停 員会
16

『労働争 議調停 仲裁法 』第 10 条
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（ ２）法 に準拠し て設立 された 基層人 民調停組 織
（ ３）郷 鎮、街道 で設立 され、 労働争 議調停の 職能を 具備す る組織
２ ．企業 内の労 働争議 調停委 員会は 、従業 員代表 と企業 代表 によっ て構成 する。 従業員 代表は 工会の 役員が
担 当する か、あ るいは 従業員 全体に よって 推挙 された 者が担 当し、 企業代 表は企 業側の 責任者 が担当 す
る 。 企業 内の 労働 争 議調 停委 員会 の主 任 は工 会の 構成 員あ るい は 労使 双方 から 推挙 さ れた 者が 担当 す
る。

3-2：労働争 議調停 に関す る法規 定につい て
『 労働 争議 調停 仲裁法 』で は労 働争 議調 につい て上 述す る担 当組織 のほ かに 以下 のよう な事 項を 定め てい る。

言 及事項

言 及条項

１

調 停組織

第 10 条

２

調 停の実 施原則

第 11 条

主 な内容
上 表のと おり
調 停委 員は 公正 性を確 保し 、一 定の 法律知 識と 政策 知識 を保有
し 、文化 的（知的 教養） の高い 成年で なければ ならな い。
書 面申 請あ るい は口頭 申請 が可 能。 口頭申 請の 場合 は調 停現場

３

申 請方法 と記録

第 12 条

で 申 請人 の基 本状 況 /紛争 事案 /紛 争 理由 /調 停期 日 等を 記録し
な ければ ならない 。

４

解 決方法

第 13 条

労 働争 議の 調停 では当 事者 双方 の意 見、事 実の 陳述 と理 由を充
分 に聴取 し、協議 の達成 に努力 しなけ ればなら ない。
① 調停 に同 意し た場合 は「 調停 協議 書」を 作成 し、 当事 者双方
お よび調 停委員が 署名・ 捺印し た後に 発効する 。

５

調 停協議 の合意
と 効力

第 14 条

② 当該 「調 停協 議書」 は当 事者 双方 を拘束 し、 は発 行し なけれ
ば ならな い。
③ 当事 者は すで に発効 した 「調 停協 議書」 を履 行し なけ ればな
ら ない。

６

７

調停の期間と調停の
非 成立

調 停 を 申 請し た 日 より 15 日 以 内 に調 停 協 議の 結 果 明ら かに
第 14 条

し 、調 停が 成立 しない 場合 、当 事者 は仲裁 を申 し立 てる ことが
で きる。

調 停の不 履行

第 15 条

法 院によ る履行命 令

第 16 条

８

調 停で 合意 した 内容を 一方 が履 行し ない場 合、 相手 方は 仲裁を
申 し立て ることが できる 。
労 働報 酬の未 払 /労災の 医療 費 /経済補 償金あ るい は賠償 金の支
払 に関 する 調停 が成立 した 場合 にお いて、 企業 側が 合意 した期
限 内に 履行 しな ければ 、労 働者 は調 停合意 書を 提出 して 人民法
院 に支払 命令の申 請が可 能とし ている 。

3-3：労働争 議の調 停で留 意すべ き事項
● 企業内 調停委員 会が存 在しな い場合
こ こで 、留 意す べき ことは 、労 働争 議調 停委員 会を 企業 内で すで に設立 して いる 場合 、企業 内の 労使 紛争 を
企 業内 で調 停で きる が、こ れを 設立 して いない 場合 は、 労働 争議 調停を 外部 の調 停組 織（民 間で 設立 され た
機 構） で実 施す るか 、ある いは いき なり 労働争 議仲 裁に （調 停で はなく ）仲 裁を 申し 立てる こと にな る。 但
し 、通常 はいきな り労働 争議仲 裁を申 し立てて いる。
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● 外部の 調停組織 への委 託は避 けるべ きである
『 労働 争議 調停 仲裁 法』で 定め る外 部の 調停組 織（ すな わち 「法 に準拠 して 設立 され た基層 人民 調停 組織 」
あ るいは 「郷鎮 、街 道で設 立され 、労働 争議調 停の職 能を具 備す る組織 」
） へ調停 工作を 委ねる 方法は 極力 回
避 すべき である。17
過 去の 事例 と実 情を 見ると 、① 調停 委員 が『労 働争 議調 停仲 裁法 』でい う資 格を 名実 共に備 えて いる とは 言
い 難い こと 。例 えば 調停委 員の 顔ぶ れを 見ると 、大 方の ケー スは 地元（ 街道 や鎮 ）で 一定の 影響 力と 発言 力
を 備え た者 であ るが 法律の 世界 とは 無縁 で法律 知識 にも 疎い 者が 担当し てい る。 ②こ れらの 組織 によ る調 停
で は往 々に して 地元 主義や 中国 人（ 地元 民）を 保護 する 立場 が濃 厚に反 映さ れて おり 、公正 な調 停結 果を 得
ら れる 保証 がな い。 ③特に 一方 の当 事者 が外商 投資 企業 であ る場 合は、 調停 委員 が自 らの立 場を 一種 の利 権
と 見な して 、条 理を 欠いた 調停 結果 が出 される 可能 性が 高い 。④ 調停委 員の 背後 に情 実やコ ネで 動く 環境 や
要 素が多 々存在す る。

● 外部の 調停組織 が乗り 出して きた場 合の対処 方法
調 停と は、 仲裁 や法 廷にお ける 審理 に委 ねる前 に実 施す る一 種の 「和解 作業 」で ある 。した がっ て、 目的 が
調 停＝ 和解 であ る以 上、こ れが 成立 する 前提条 件は 「当 事者 双方 が調停 を望 んで いる 状態」 が必 須条 件と な
る 。した がって 若し 一方が 調停を 望まな い場合 、ただ ちにそ の調 停行為 は不成 立とな る。す なわち 、
「 労働 争
議 調停 協議 書」 が出 される 以前 に調 停そ のもの が成 り立 たな い。 したが って 、若 し、 労使の 紛争 で外 部（ 民
間 の調 停委 員会 や鎮 や街道 の調 停委 員会 ）が介 入し てき た場 合は 「調停 その もの を依 頼しな い」 こと を宣 言
し 、不 服が ある 場合 は（法 的に より 権威 性の高 い） 労働 仲裁 ある いは裁 判を 申し 立て るべき であ るこ とも 相
手 方に通 告して、 外部の 調停組 織の介 入を排除 するよ う提案 する。
５ ．スト ライキ等 の深刻 な争議 が発生 した場合 に必要 な処置

上 述す るよ うに 、中 国法で は、 労働 者が 主人公 であ る国 家の 建前 上、同 盟罷 業（ スト ライキ ）は 想定 して い
な い。し かし、そ こに労 使関係 が存在 するから には労 働争議 は想定 され得る 。

し たが って 、争 議が 発生し た場 合に 企業 側がた だち に取 るべ き処 置につ いて は、 まず 何より も従 業員 によ る
「 職場 闘争 」の 発生 を阻止 する こと が原 則とな る。 この ため に以 下のよ うな 処置 を検 討し、 実施 しな けれ ば
な らない 。

（ １） 集団 的な スト ライキ や個 人的 なサ ボター ジュ が発 生し た場 合、た だち に書 面に よる「 職場 復帰 」の 業
務 命令を 発し、 かつ これを 社内に 告示し 、かつ その 証拠を 保全し 、
「 職場復 帰」の 業務 命令に 服した 従
業 員とこ れに服さ ない“ 反乱分 子”を 明確に区 別する こと。
（ ２） 一部 の従 業員 が「職 場復 帰」 の業 務命令 を無 視し てき た場 合、こ の点 に関 連す る証拠 （再 度の 職場 復
帰 命令 /写真撮 影 /録音 /当該従 業員に よる言質 の収集 等）を 保全す ること。
（ ３） 再び 告知 した 職場復 帰命 令に も服 しない 場合 は、 就業 規則 違反に よる 懲戒 解雇 の予告 、お よび 懲戒 解
雇 の断行 。
（ ４） 工会 を背 景と した集 団的 なス トラ イキで ある 場合 は、 ただ ちに工 会（ ある いは 全従業 員） の正 式な 代
表 者と の間 で『 集団 契約 規定』 に基 づい て団 体交 渉を 模索し なけ れば なら ない 。さ らに、 その 団体 交

17

これらの 調停組 織は、 地元で発 生した “もめ ごと（ 民事紛争 ）”に 介入して 紛争当 事者の 仲を取り 持つ役 割を果 たして
いる。一 種の世話 役的な 組織で あり、 落語の世 界で言 えば、 長屋の 大家さん が「店 子の八 公・熊公 のいさ かい」 に割っ
て入り円 満に解決 するよ うなも ので、 大岡裁き （中国 で言え ば包公 裁き）の ような 権威性 はない。 好々爺 の大家 さんは
利権など の下心な く公平 にいさ かいを 調停する が、現 代中国 の社会 ではこの ような 裁きは 期待しが たい。
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渉 で は 、“ 集 団 的 な ス ト ラ イ キ の 合 法 性 ”（ それ が 民 主 的 な 手 続 を 経て 組 織 さ れ た 行 為 であ る か 否
か ？） を追 求す べき である 。も とよ り、 中国 の法 制度で はス トラ イキ 行為 そのも のが 違法 行為 であ り、
工 会に スト ライ キを 組織 する権 限は 付与 され てい ない 。労働 行政 当局 の職 員で も質 のよい 者は 、労 使
双 方に 円満 な解 決を 望み つつも 、中 国の 法制 度上 では 労働者 にス ト権 はな く、 スト ライキ その もの が
違 法行 為で ある こと を認 識して いる 。ま た、 個人 的な サボタ ージ ュの 場合 は“ 山猫 サボ” であ る。 当
然 なが らこ れは 非合 法な 行為で あり 、そ の証 拠を 保全 した後 に「 厳重 な就 業規 則違 反」と して 懲戒 解
雇 を断行 できる。
（ ５） 集団 的な スト ライキ の動 きが あり 、これ に起 因し て懲 戒解 雇を断 行し た場 合は 、ガー ドマ ンを 増員 し
て 当該 従業 員に よる 「就 労闘争 」を 阻止 し、 会社 をロ ックア ウト して 社内 で正 常に 就労す る従 業員 の
保 護と 職場 秩序 の維 持に 努める こと 。ま た、 ロッ クア ウトの 情況 下で 行う 団体 交渉 は、社 内で 実施 せ
ず 、別 に会 場を 設け て実 施すべ きで ある 。さ らに 団体 交渉に つい ても 工会 ある いは 民主的 な方 法で 選
ば れた一 定数（『集 団契約 規定』 では 3 名 と定め る）の 従業員 代表と 実施す べきで あり 、
“つ るし上 げ
的 ”な大 衆団交は 断じて 避ける べきで ある。18
（ ６） 争議 対策 用に 手配し たガ ード マン （保安 会社 ）と の間 で争 議の事 情を 説明 した 後に綿 密に 打合 せ、 社
前 で入 門で きる 従業 員と 排除す る元 従業 員の 選別 方法 を提示 して 、抜 かり 無く 保安 の委託 業務 を達 成
す るよう 指示する こと。
（ ７） すで に「 解雇 通知」 を発 して いる 被解雇 者が 「就 労闘 争」 を行い 、ガ ード マン の制止 を振 り切 って 企
業 内に 乱入 して きた 場合は 、「建 物不 法侵入 」「器 物破 損」「暴 力行 為」「威 力業 務妨 害」等 に関 わる 証
拠 を保全 すること 。
（ ８） 企業 内に 労働 争議調 停委 員会 があ る場合 は、 ただ ちに これ を召集 し、 事態 の解 決案の 検討 に入 る。 ま
た 、外部 の調停 組織 が乗り 出して きた場 合は 、
「 調停を 依頼す る意思 がない 」こと を表 明して 外部組 織
の 調停 を排 除す る。 地域 住民の コミ ュニ ティ ーが 整備 されて いる 沿岸 都市 部に おけ る労働 争議 では 、
し ばし ば当 該地 区（ 街道 や鎮） の民 事調 停委 員会 が調 停に乗 り出 して くる が、 法的 権威性 に問 題の あ
る これら の組織に よる調 停は排 除すべ きである 。
（ ９） ただ ちに 労働 争議仲 裁の 対策 を練 り、労 働弁 護士 への 委託 も含み おき なが ら、 労働行 政当 局の 介入 に
備 え、か つ企業側 の抗弁 の準備 に取り かかるこ と。

福建省福州市における相談

報告４．Ｄ社

企業概況：
1995 年 12 月に 9500 万人民元で設立したメーカー。主に環状蛍光ランプ、直管蛍光ランプを製
造し、北京と上海に分公司も設立している。従業員規模は 360 人である。

18

『集団 契約規 定』 では、「 本規 定でい う団体 交渉の 代表（ 以下、 交渉 代表と 総称す る）と は、法 定手 続に基 づいて 選出
され自 方の利 益を 代表し て団 体交渉 を行 う権限 を有 する者 を指 す。団 体交 渉双方 の代 表者の 人数 は対等 でな ければ なら
ず、少な くとも各 当事者 より 3 名とし、 各々が 主席代 表 1 名 を定める 」と定 めてい る。
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相談１：分公司企業所得税税率について
Ｑ：
分公司企業所得税税率について、2010 年は２免３減の３減の１年目で税率は 12.5％となってい
る。2010 年より上海、北京販売分公司を設立した。分公司の企業所得税は本社の企業所得税に従
って（12.5％）で納税出来るか。
Ａ：
二免三減は旧『外商投資企業所得税法』における優遇措置の暫定的な延長措置です。2008 年から、
企業所得税も本社所在地の福州で一括納税ではなく、各地の売上高、総資産、給与額等の比率で合
算所得を按分して、各地で納税することとなりました。従って北京、上海の分公司の業態に合わせ
て課税される可能性が大ではないかと思われますが、本件については、分公司の性質が独立採算制
に基づく営業性経営活動を実施しているか否かによって大きく異なります。Y ES であれば分公司
に営業収入に課税、したがって各地で納税。NO であれば分公司に営業収入が無いわけですから福
州の親公司に一括課税されることになります。
総括および関連する法令資料
二 免三減 の分公司 におけ る処理 法につ いて

企 業所得 税の納税 主体が 外商投 資企業 である場 合、こ の企業は 2007 年 3 月 16 日に 公布さ れた『 中華人 民
共 和国企 業所得税 法』の 第 2 条 で定め る“居 民企業 ”
（す なわち 中国国 内に所 在する企 業）に 相当す る。さ ら
に 2006 年 1 月 1 日より施 行して いる『 中華人 民共和国 会社法 』およ び関連 する諸規 定によ ると分 公司は そ
れ 自体で 営業許 可証 を具備 する場 合と具 備しな い場合 に分か れる 。
“ 分公司 がそれ 自体で 営業許 可証を 具備 す
る 場合” とはすな わち独 立採算 制に基 づく経営 （営業 ）活動 を実施 している ことに なる。

国 家税務 総局が 2008 年 に公布 した『 地区を 跨っ て経営 する場 合の企 業所得 税の 総額課 税の徴 税管理 に関 わ
る 暫行弁 法』
（ 国税発 ［2008］ 28 号）の第 2 条 に照らし て見た 場合、 福州で 登記する 当該企 業が親 企業で あ
る が、 若し 北京 と上 海にあ る分 公司 が法 人資格 を具 備し ない 営業 機構（ 分支 機構 ）で ある場 合は 、福 州の 当
該 親企業 で所得税 を一括 して納 税する と定めて いる。

（ １）北 京と上海 にある 分公司 が独立 採算制に よって 経営し ている 場合
上 記の『 暫行弁法 』の第 3 条で は、「企業 は、統 一計算、 分級管 理、属 地納税 申告、総 額精算 、財政 調達の 原
則 に基づ いて企業 所得税 の徴税 管理を 実施する 」と定 め、以 下、第 4 条（ 統一計算 ）の条 項では 、
「 当該企 業
に 法人 資格 を具 備し ない営 業機 構や 営業 場所に つい ては 、当 該企 業（親 会社 ）が その 全ての 所得 税を 納税 し
な ければ ならない 」とし 、第 5 条（分 級管理 ）の条項 では 、
「親 会社、 分支機 構の所在 地の税 務主管 部門が 当
地 にお ける 納税 行為 を管理 する 責任 を負 い、親 会社 およ び分 支機 構は、 その 所在 地の 税務主 管部 門に よる 管
理 を受け なければ ならな い」と 定めて いる。さ らに第 6 条（ 属地納 税申告 ）の条項 では 、
「親 会社お よび分 支
機 構は 本弁 法の 規定 に基づ いて 月お よび 季節ご とに 所在 地の 税務 主管部 門に 企業 所得 税の納 税申 告を 実施 し
な ければ ならない 」と定 めてい る。ま た、第 7 条（総 額精算 ）の条 項では 、
「 年度が終 了した 後、親 会社は 企
業 所得 税の 年度 納付 総額に 精算 に責 任を 負い、 統一 的に 計算 され た企業 所得 税の 年度 納税総 額か ら親 企業 と
分 公司 がす でに 月お よび季 節ご とに 納税 申告し てき た金 額か ら引 き当て ある いは 減額 の処理 を行 い、 多く 納
税 して いる 場合 は還 付、少 なく 納税 して いる場 合は 追加 納税 を行 う」と 定め てい る。 したが って 、福 州の 親
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会 社が二 免三減 の優 遇を享 受して いる場 合でも 、これ らの規 定が 適用さ れ、「総額 精算」 の原則 に基づ いて 二
免 三減の 措置を受 けられ るもの と判断 する。

以 上、『暫行弁 法』の 上述す る規定 が上記の 回答の 法的根 拠であ る。
（ ２）北 京と上海 にある 分公司 が独立 採算制の 経営で はなく 、営業 性経営活 動を実 施して いない場 合
同 じく 上記の 『暫 行弁法 』の第 10 条に 基づ いて言 えば 、分公 司が 独立採 算制 を実 施せず に、 営業性 経営 活
動 の実施 していな い場合 は、 第 5 条 （分級 管理）お よび 第 6 条 （属地 納税申 告）の規 定の適 用外と なり、 福
州 の親 会社 が一 括納 税する こと にな る。 したが って 、福 州の 親会 社が二 免三 減の 優遇 を享受 して いる 場合 で
も 、一括 納税の処 理にお いてこ れを享 受できる ものと 判断す る。

相談２：外貨の立替費用について
Ｑ：
外貨の立替費用について、外貨の立替は外貨管理規定上で禁止となっている点は承知している。し
かしながら、当社のケースを見ると、例えば、①第三国における製品認定を取得する作業は日本本
社の業務範囲ですが、これを中国で取得する場合は当社が実務を担当しているためにこれに関連す
る費用は当社が負担し、これに中国国内で課税される営業税を上乗せして本社へ請求しています。
また、②日本本社より派遣された本社社員の経費も当社が負担しています。
このように、実務上は頻繁に当社負担（立替）が発生していますが、金額が小さいのに、そのた売
上に計上すると営業税がかかりますので、実務上はとうすれば良いかアドバイスいただきたい。
Ａ：
御社が説明する事項はいずれも貿易外取引（サービス貿易）に関わるマネーフローです。ご承知に
ように中国では非常に厳格な外貨管理政策を実施しており、御社はこの点を定める関係法令に準拠
したコンプライアンスを軽視すべきではありません。
したがって、相談①の事項については、本社との間で「コンサルティング契約」を締結し、所定の
納税義務を経て実施しなければなりません。また、②の事項については日本から派遣された技術者
の技術指導に関わる契約（「技術輸入契約」）を締結し、この契約行為を政府当局へ備案報告すると
いった所定の手続を実施することで合法的に処理すべきです。
総括および関連する法令資料
（本件に関わる総括および関連する法令資料は、本稿の「報告１」を参照）

相談３：工場移転に伴い利益が生じた場合の課税について
Ｑ：
弊所では、政府側の再開発計画に実施に伴って工場を移転することになり、相応の移転補償金を獲
たが、移転補償金が新規工場の取得費を上回り、結果的に利益が生じそうであるが、この場合に獲
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得した利益に課税される可能性があると聞いている。この辺りの法的な背景について知りたい。
Ａ：
福州では、移転補償金が新規工場の取得原価を上回る場合、新規工場の取得原価から当該差額分を
差し引く処理を行っている可能性があります。
但し本件では、先ずはじめに企業が立退移転に伴って獲得した補償金収入について、どのような利
益に対して、どのような税金が課税されるか･･････といった点を把握しなければなりません。
総括および関連する法令資料
工 場移転 に伴う取 得費用 の差額 に関す る課税措 置につ いて

企 業が 政府 の政 策的 な立退 策に 起因 して 移転す るこ とに なり 、政 府より 立退 補償 金を 獲得し た場 合、 その 納
税 行為 は、 主に 土地 使用権 、工 場建 物、 設備の 三つ の事 項が 関係 し、納 税項 目上 では それぞ れ、 営業 税、 土
地 増値 税、 企業 所得 税の課 税対 象と なる か否か を検 討す るこ とに なる。 これ らの 事項 を細か く見 てい ると 以
下 のよう になる。

（ １）営 業税
2008 年 11 月 10 日に 従来法を 修正し た『中 華人民共 和国営 業税暫 行条例 』の第一 条では まず 、
「営 業税の 納
税 主体 は、 中国 国内 で営業 税条 例が 定め る労務 、無 形資 産の 譲渡 、およ び不 動産 の販 売に従 事す る組 織お よ
び 個人と する」と 定めて いる。

さ らに、 現行の『 営業税 項目の 注釈（ 試行）』
（［ 1993］ 149 号） の第 8 条第 1 項 では 、
「土 地使用 権の譲 渡
は 無形 資産 の譲 渡行 為に属 する 。但 し、 土地使 用者 が土 地を その 所有者 に返 還す る場 合は営 業税 を徴 収で き
な い」と 定めてい る。ま た、 2004 年 4 月 28 日に 従来法 を修正し た『中 華人民 共和国 土地管理 法』の 第 2 条
で は、「中国 の土 地所有 の形式 には全 民所有 と集団 所有が あり 、全民 所有の 権利は 国が行 使し、 集団所 有の 権
利 は基 層群 集組 織が 集団で 行使 する 。土 地の所 有者 とな って いる 企業が 移転 する 場合 は、移 転後 に元 から 使
用 して いた 土地 を国 または 集団 組織 に返 還する 」と 定め てい る。 次に『 国家 税務 総局 による 土地 の使 用者 が
そ の土 地を土 地所 有者に 返還す る行 為にお ける 営業税 問題 に関す る通 知』（
［ 2008］ 277 号 ）では 、
「 企業 が
土 地を その 土地 所有 者に返 還す る時 は、 県級以 上の 地方 人民 政府 が土地 使用 権の 回収 に関す る正 式文 書を 交
付 する だけ でこ れを 可能と する 。土 地収 用に伴 う補 償金 の支 払に おける 資金 は政 府の 財政資 金よ り拠 出す る
か 否か の問 題で あり 、当該 行為 自体 は土 地の使 用者 がそ の土 地を 土地所 有者 に返 還す る行為 であ り、 営業 税
は 徴収し ないもの とする 」と定 めてい る。

以 上の 規定 から 判断 すると 、企 業が 立退 移転に 伴っ て獲 得し た補 償金は いわ ゆる 「不 動産の 販売 行為 」に よ
っ て獲 得し たも のと 認定す るか 否か に関 わる問 題で ある 。現 行の 国家税 務総 局は この 点に的 を絞 って 営業 税
納 付の 有無 を明 確に 定めて いな い。 しか しなが ら、 いく つか の地 方税務 部門 によ る通 知等の 文書 を見 ると 、
上 記の 行為 を「 不動 産の販 売行 為」 と見 なして 営業 税を 徴収 して いる例 があ る、 した がって 、当 地の 税務 部
門 にさら に踏み込 んだ問 い合わ せを行 う必要が あるだ ろう。

（ ２）土 地増値税
1993 年 12 月 13 日に公 布された 『中華 人民共 和国土 地増値税 暫行条 例』の第 8 条では 、
「 国家建 設のた め
に 法 律 に準 拠 して 不 動産 を 収用 ま たは 回収 す る場 合 は土 地 増値 税 の納 付 を免 ず る」 と 定め て いる 。 また 、
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1995 年 1 月 27 日 に公布さ れた『 土地増 値税暫 行条例実 施細則 』の第 11 条で は、「ここ でいう “国 家建設 の
た めに法 律に 準拠し て不動 産を 収用ま たは回 収す る場合 ”と は、 都市開 発計画 または 国家 建設で 必要と し、 政
府 によ り不 動産 の収 用また は回 収に 関す る認可 が下 りて いる 土地 使用権 を指 す」 と定 めてい る。 これ らの 規
定 から 、企 業が 政府 側の措 置に より 移転 して補 償金 を得 た場 合、 その土 地増 値税 は免 税とな る。 但し 、こ の
点 につ いて は元 の土 地の所 在地 にお ける 税務部 門が 交付 した 認可 文書の 内容 に準 拠し なけれ ばな らな い。 さ
も なけれ ば、この 一連の 行為は 不動産 の販売ま たは譲 渡と見 なされ 土地増値 税を課 税され る可能性 がある 。

（ ３）企 業所得税
2008 年に 従来法 を修 正した 『中華 人民共 和国企 業所 得税法 』の第 一条で は 、
「企 業所得 税の納 付主体 であ る
企 業が 収入 を得 た場 合、そ の企 業あ るい は事業 組織 が国 内居 住者 である か否 かに 関わ らず中 国国 内で 企業 所
得 税を納 付しなけ ればな らない 」と定 めている 。

『 企業の 政策的 な立 退移転 あるい は措置 に起因 する収 入に関 する 企業所 得税の 処理に ついて の通知 』
（ 国税 函
［ 2009］ 118 号 ）では 、
「 企業 が立退 移転 に起因 して 政府よ り獲 得する 移転補 償金 につい ては 、立退 した 次
年 度 より 起算 し、 5 年 以内 にそ れが 獲得 した 立退 収入 は暫 定的 に当 年度 の所 得税 課税 項目 には 計上 せず 、 5
年 以内に 立退が完 了した 場合、 企業の 立退収入 は主に 以下の 規定に 基づいて 処理す る。
①企 業は その 移転 計画に 基づ いて 他の 場所で 再建 する こと にな り、立 退以 前の 原状 に回復 する か、 また は
新 規の 生産 経営 に乗 り出す こと にな るが 、立 退で 得た収 入は 立退 後の 再建 で必要 とす る固 定資 産や 土地
使 用権 の購 入、 固定 資産の 改良 、従 業員 の再 配置 などに 使用 した 後に 残額 がでた 場合 、そ の残 額に 対し
て 企業所 得税を課 税する 。
② 企業 が固 定資産 の再 購入 あるい は技 術改 良な どで新 たな 固定 資産を 購入 する 計画を 立案 しな い場合 は、
立 退収 入に 各種の 固定 資産 の転 売収入 およ び原 固定資 産の 原価 償却の 余額 など を加 えた後 の金 額を 当該
企 業の当 年度にお ける課 税対象 所得と して企業 所得税 を納付 する。
③企 業が 、政 策性 の立退 を利 用し て固 定資産 に改 良を 加え る場 合は、 現行 の徴 税規 定に基 づい てそ の原 価
償 却を計 上し、こ れを企 業所得 税の納 税前に控 除でき る。

相談４：公共住宅積立金の納付を賃上げに利用できるか
Ｑ：
弊社では公共住宅積立金を納付していないが、納付開始時に従業員への賃上げとして利用できるか
Ａ：
まず、公共住宅積立金を納付していないことは、2002 年に従来法を修正した現行の『住宅公共積
立金管理条例』に違反しています。この法令に基づくと、企業が都市戸籍を保有する従業員を雇用
する場合には、社会保険の加入と納付（いわゆる“5 金”で養老保険/医療保険/失業保険/労災保
険/生育保険）および、法定福利として公共住宅積立金の加入と納付が義務づけられています。
また、公共住宅積立金制度は都市戸籍労働者の住宅確保を補助し支援する目的で制定されたもので
あり、賃金報酬の代替措置として制定されたものではありません。したがって、御社が指摘するよ
うに“納付開始時に従業員への賃上げとして利用する”ことは不可能です。但し、納付対象となる従
業員が外省出身でかつ農村戸籍の従業員である場合、制度の埒外にあるため納付義務はありません。
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総括および関連する法令資料
公 共住宅 積立金制 度につ いて

１ ．住宅 積立金制 度の変 遷
中 国で はも とも と、 国営企 業に おい て一 定期間 の勤 続条 件を 満た した労 働者 に対 して 住宅が 無償 で支 給さ れ
る 制度 があ った 。と ころが 、改 革開 放政 策の促 進に 伴っ て多 数の 外商投 資企 業が 成立 し、こ の種 の住 宅制 度
を 有し てい ない 外商 投資企 業の 労働 者を 救済す る措 置が 必要 にな ってき た。 この ため 、外商 投資 企業 には 住
宅 基金制 度を導入 して、 住宅問 題をめ ぐる労働 者間の 不公平 を是正 するため に、 1994 年に公 布され た『外 商
投 資企 業労働 管理 規定』 の第 23 条によ って 外商投 資企 業の住 宅積 立金制 度が 義務 化され た。 本相談 案件 の
テ ーマ とな って いる 「社内 住宅 積立 金」 は、ま さに 上記 の法 律を 根拠法 とし て実 施し てきた 制度 であ り、 制
度 の主 旨か ら見 ても 、これ は一 種の 「福 利制度 」で あり 、賃 金報 酬に代 わり 得る 制度 ではな いこ とは 明ら か
で ある。

と ころが 、1999 年 になって 、国有 企業が 従来か ら実施し ている 住宅制 度と 1994 年以 降に外 商投資 企業が 自
社 内で実 施してき た住宅 積立金 制度を 統一する 動きが 出てき た。こ の動きは まず、 1999 年の 4 月 3 日に 国
務 院が『 住宅公 共積立 金管理 条例』 を公布 し、そ の第 2 条 で外商 投資企 業にも 本条例 を適用 すると 定めた 。
さ らに 2001 年の 10 月 24 日に中 国財政 部が『 外商投資 企業の 中国人 従業員 の住宅制 度改革 におけ る財務 処
理 に関す る問題の 通知』 を発布 して、 翌年の 2001 年 1 月 1 日 より外 商投資 企業でそ れまで 実施し てきた 住
宅 基金制 度が廃止 された 。なお 、現行 の『住宅 公共積 立金管 理条例 』は 2002 年 3 月 に改正 されて いる。
２ ．二種 類の住宅 積立金 制度
中 国 の都 市労 働者 に 適用 され る住 宅積 立金 制 度は 大き く二 種類 に 分か れて いる 。一 つは 、 通常、「住 房公 積
金 」と 称さ れて いる 法的に 義務 化さ れた 「強制 住宅 積立 金」 があ り、も う一 つは 企業 がその 経済 的能 力と 社
内 福利 制度 の向 上の ために 制定 する 任意 性の「 補充 住宅 積立 金」 がある 。強 制住 宅積 立金制 度は 、中 央基 本
法 の『住 宅公共積 立金管 理条例 』とこ れの地方 性法規 （上海 市の場 合は 1997 年 6 月 に施行 の『上 海市住 宅
積 立金条 例』）が あり、 沿岸省 市でも 相応す るロー カル法 が存 在する 。さら に任意 性の補 充住宅 積立金 は、 地
方 により 関係 法を制 定して いない ケー スもあ るが、 上海市 の場合は 1997 年 より 施行し ている 『上海 市補 充
住 宅積 立金 暫定 弁法』 があ る。 福建 省の場 合は 、上 記の 中央法 規（『 住宅公 共積 立金 管理 条例 』
） に基 づい て、
省 政府が 『福建省 住宅公 共積立 金行政 監督弁法 』とそ の『実 施細則 』等の法 令を公 布、制 定してい る。

３ ．現行 の住宅積 立金制 度の概 要
以 下のと おり。
（ ⅰ） 住宅 公共 積立 金とは 、企 業組 織と その従 業員 がそ れぞ れの 料率に 応じ て月 々に 納付す る長 期住 宅積 立
預 金を指 す。通常 は都市 労働者 に適用 される制 度であ り農村 戸籍の 労働者は 適用外 となっ ている。
（ ⅱ ）住 宅積 立金 制度 に は強 制性 の「 住宅 公共 積 立金」（い わゆ る公 積金）、と 任意 性の 「 補充 住宅 積立 金 」
（ いわ ゆる 企業 内住 宅基 金）の 二種 類が あり 、積 立金 は企業 納付 分も 従業 員納 付分 もいず れも 加入 者
で ある従 業員本人 の所有 に属す る。
（ ⅲ）住 宅公共積 立金の 用途は 、住宅 購入資金 、増改 築の資 金に限 定されて いる。
（ ⅳ） 登記 機関 は当 地の住 宅公 共積 立金 管理セ ンタ ーで 、新 たに 設立し た企 業は 企業 の設立 日（ 営業 許可 証
の 交付日 ）より 30 日以内に 登記し なけれ ばなら ない。
（ ⅴ） 法令 では 、上記 のほ かに 、従 業員 の住宅 公共 積立 金口 座の開 設方 法、 新規 従業員 の採 用時 の口 座開 設、
従 業員 の退 職時 の口 座移 転、企 業が 吸収 ・合 併す る場 合の処 理、 住宅 公共 積立 金の 引き出 しが 可能 な
条 件、引 き出しの 申請手 続、使 用方法 、基金の 運営・ 管理・ 監督な どについ て定め ている 。
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報告５．Ｆ社

企業概況：
2005 年 9 月に設立した企業で、主に日本市場に向けて墓石の生産・加工を実施している。日本本
社は石材専門商社で、福州現地では代表事務処と生産工場を設立している。従業員規模は総勢で
15 人。
相談１：加工貿易で委託した材料の保全について
Ｑ：
弊社の日本本社は現在中国の 3 社と加工貿易を行っています。弊社はこのうちの一社ですが、弊
社は、福州で他に三社の中国系メーカーに委託加工させています。その商流は日本から原材料（石
材）を輸入し、中国側の自社工場または委託先で製品を製造した後に日本へ輸出しています。最近
になって弊社の委託先のメーカーが倒産しそうだという情報がありました。弊社はこの倒産の恐れ
があるメーカーに日本から輸入した石材を大量に預託していますが、このメーカーが倒産した場合、
弊社が預託した原材料（石材）の保全方法はどのようにすればよいでしょうか。
輸出の前にしなければならない保全方法。倒産後にしなければならない事。
予想される問題点はどのような事がありますか。また対策について。
輸出する場合は相手側の「加工貿易許可書」に基づいて日本へ輸出しますが、時に相手側が別会社
の「加工貿易許可書」で輸出する場合もあります。その場合はどうなりますか。
Ａ：
御社の報告によれば「輸出する場合は相手側の加工貿易許可書に基づいて日本へ輸出する」という
ことですから、先ず、御社が石材を預託しているその企業は「貿易手当」で免税輸入していますか
ら「貿易手当」を示すことでモノの保全が可能です。さらに加工貿易に関わる「基本契約書」と都
度で発生する「発注書」（個別契約書）を当局に提示することで、預託した石材の背景を確認でき
ます。この際、必要に応じて出荷明細や在庫リストに相手側の書面を取ることも検討します。
但し、御社の報告で気になることは、委託加工を引き受けている企業はＡ社であり、委託加工契約
は日本本社とこのＡ社の間で締結、しかし、Ａ社はＢ社に外注しているとのことですが、Ａ社がＢ
社に外注する行為が合法的に為されているか否かについて、またＢ社が保有する資格等について、
法的観点から検証する必要があります。御社報告の限りでは多分に違法性が認められます。さらに、
この種の委託加工に関わるリーガルリスクは、進料加工の方式では発生しない性質のものですから、
今後は進料加工に切り替える方法も検討すべきです。
「加工メーカーが倒産した場合、弊社が預託した原材料（石材）の保全方法」について予想される
ことは、若し、法院が倒産時に石材を差し押さえ、さらに倒産したメーカーの在庫管理に問題があ
る場合、御社が預託した石材を御社の所有物と特定することが非常に困難になります。法院は差し
押さえと訴訟手続上、「石材が御社の所有物であることの証明」を求めてきます。したがって、上
述するように、「加工貿易許可書」「貿易手当」「発注書」「出荷伝票」「在庫リスト」等の記載内容
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を照合する作業が非常に重要な実務ポイントになります。
相談２：経営期間の延長申請について
Ｑ：
福州市に独資の石材工場を経営しています。2012 年 11 月で 10 年目の経営期限が到来する。そ
こで、事前にどのような準備をしなければならないか、また注意点と対策を知りたい。
Ａ：
経営期限を延長する場合、『中華人民共和国公司法』、さらに御社の場合は『中華人民共和国外資企
業法』、および御社の「会社定款」に基づいて延長の申請手続を実施しなければなりません。この
場合、以下の文書類が申請要件となっています。
①「外商投資企業変更（備案）登記申請表」（申請機関で受領して記入する）
②原・審査認可機関による「認可証書」（承認回答書および認可証書の副本）
③御社の「董事会決議書」（経営期限の延長に関する決議書）
④御社の法定代表者が署名した「会社定款の修正案」および「修正後の会社定款」
⑤御社の「営業許可証」の副本、および電子版の「営業許可証」
⑥申請機関が要求するその他の文書
相談３：不動産の賃貸契約に更新について
Ｑ：
現在の工場の敷地、建物は賃貸契約です。2010 年 10 月に契約満期、更新月を迎えます。事前に
準備する注意点と対策を教えてください。
値上げになる場合は、従来の契約金に対して値上げ幅の上限はありますか。
上限がない場合は大家の提示金額に対しては 100％飲まざるを得ないのでしょうか。
Ａ：
中国における建物賃貸契約の賃貸料に関わる約定では、一般的には以下の事項を約定しています。
①賃貸料、支払方式、支払期限に関する条項。
②賃貸期間中あるいは特定の期間中は賃貸料を変更しない旨を定める条項。
③契約延長時における新たな賃貸料の協議に関する条項。
④契約満了時における優先賃借権の確保に関する条項（可能ならば）
⑤賃貸期間を延長した場合に賃貸料以外の他の各種約定の維持あるいは変更に関する条項。
⑥若し、賃貸料を引き上げる場合はその上限の設定（可能ならば）。
⑦賃貸期間中の賃貸料の変更で、家主側が賃貸料の引き上げを提案する場合の合理的根拠の提出義
務に関する条項。
⑧これらの約定を変更できる特殊な条件の設定に関する条項。
「如何なる契約も当事者双方を拘束する」ことは、契約行為の常識ですが、御社が現行契約を締結
する際に、上記の①から⑧までの各種約定を意識して、さらにこれらの約定主旨を条項に反映させ
ていれば、家主も当然ながらその約定に拘束されますから、御社の懸念は多分に減少します。しか
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し、これらの約定が存在しない場合、御社は、基本上は新たな賃貸料を容認するか、あるいは当該
契約を終了して移転せざるを得ない状態になります。
相談４：労働契約の解除について
Ｑ：
会社の組織変更により消滅する部署の従業員との労働契約の解除について、法律では 1 ヶ月前に
文書で通知することになっているが、それだけでよいでしょうか。
その場合に労働契約解除について予想される問題点はどのような事項がありますか。また対策は。
Ａ：
「会社の組織変更により消滅する部署の従業員との労働契約の解除」といった理由のみについて、
これを現行の『労働契約法』に準拠して見た場合、以下の方法を検討する必要があります。
①まず、「消滅する部署の従業員」の配置転換を検討する。
②配置転換が不可能な場合は、その理由と合理的根拠を説明し、かつ従業員本人との間で労働契
約の解除に関する協議を経て労働関係を終了させる。 19
③この場合は『労働契約法』でいう「協議による労働契約の解除」に相当するため、所定の経済
補償金を支払うことになる。 20
④また、この方式は「協議による労働契約の解除」であるため、従業員の同意を必要とするが、
同意を得るためには額外の経済補償金の支払を提示する可能性も排除できない。つまり、この
方式は日本でいう「会社都合による希望退職案」の操作方法に酷似している。日本では所定の
退職金に如何なる上乗せ措置もない「希望退職案」では効果は期待できない。所定の金額を提
示するだけでは従業員の同意を得ることは困難と思われるが、中国でも事情は同じである。
また、労働契約を解除する場合の一ヶ月前の書面による事前通知について、『労働契約法』では、
「企業は 30 日前までに書面で労働者本人に通知するか、あるいは労働者に 1 ヶ月分の賃金を別途
に支給した後に労働契約を解除できる」としています。 21 この「1 ヶ月分の賃金を別途に支給」
する方式は日本法でいう“解雇予告手当”に相当します。
以上

19

『労働契 約法』 の第 36 条が根 拠。

20

『労働契 約法』 の第 46 条が 根拠。 また『 労働契約 法』の 第 40 条で は「労働 契約を 締結し た時点 に依拠し た客観 情況
に重大 な変化 が生 じ、労 働契 約を履 行で きなく なり 、使用 者と 労働 者の協 議を 通じた 労働 契約の 内容 変更に つい ても
合意で きない 場合 」と定 めて いるが 、企 業側の “組 織変更 によ る配 置転換 ”と いった 情況 は法律 でい う「客 観的 に重
大な変化 」と見な すこと ができ る。

21

『労働契 約法』 の第 40 条が根 拠。
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主

催

実施期日

：財団法人日中経済協会
：2009 年 12 月 17 日～18 日（蘇州）（無錫を含む）
2010 年 2 月 26 日（杭州）
2010 年 3 月 18 日～19 日（福州）

会

場

：中国・蘇州、無錫、杭州、福州

相談企業数：四市で 10 社（うち弊所報告分は５社で、他の相談は会計・税務チームで報告）
回答者

：法務・労務担当

張明

弁護士（上海市通力律師事務所所属）

細川俊雄

常任顧問（上海市京達律師事務所所属）

35

