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ⅠⅠ  全全人人代代レレベベルル 

   

ⅡⅡ 国国務務院院レレベベルル 

   

ⅢⅢ  中中央央行行政政部部門門レレベベルル 

一 「「ブブロロッッククチチェェーーンン情情報報ササーービビスス管管理理規規則則」」  

（原文「区块链信息服务管理规定」） 

国家インターネット情報弁公室令第 3 号、国家インターネット情報弁公室 2019 年 1 月 10 日公布、2019 年 2 月 15

日施行 

 国家インターネット情報弁公室は、2019年 1月 10日、「ブロックチェーン情報サービス管理規則」を公布した。同規

定は、2019年 2月 15日より施行される。 

インターネット上での情報サービスを規律する法令としては、「ネットワーク安全法」や、「インターネット情報サービ

ス管理規則」がある。ブロックチェーン
1
情報サービスも、ネットワーク上で提供されるものである以上、これらの規則が

適用される。 

「国務院によるインターネット情報内容管理業務の担当を国家インターネット情報弁公室に授権することに関するす

る通知」により、ネットワーク上の情報の内容につき管理する業務が国家インターネット情報弁公室に対して授権され

ている。本規定は、同授権に基づき、ブロックチェーン情報サービスに関する特則を定めるものである。 

同規定の主な内容は以下の通りである。 

 

1. 国家インターネット情報弁公室への届出 

ブロックチェーン情報サービス提供者は、サービス提供開始の日から 10日以内に、国家インターネット情報弁公室

ブロックチェーン情報サービス届出管理システム（以下「管理システム」という）を通じて、サービス提供者の名称、サ

                                                      
1
 ブロックチェーンは、主にビットコイン等の仮想通貨に関する技術として知られているが、今後はそれ以外の用途もありうる。2013年 12月 3日に公布された

「中国人民銀行、工業情報化部、中国銀行業監督管理委員会等によるビットコインのリスク防止に関する通知」は、ビットコインは真の意味での通貨ではないと

定めている。2017年 9月 4日に公布された「中国人民銀行、中央インターネット通信局、工業情報化部等による仮想通貨発行金融リスクの防止に関する公告」

は、ICO（新規仮想通貨公開）による資金調達を禁止する旨を定めている。 

Ⅰ 全人代レベル 

Ⅱ 国務院レベル 

Ⅲ 中央行政部門レベル 

Ⅳ 司法解釈 

Ⅴ 地方レベル 

Ⅵ その他 
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ービスの種類、形式、適用領域、サーバー所在地等の情報を入力することで届出手続を行わなければならないとされ

ている（本規則 11 条）。国家及び市級のインターネット情報弁公室は、受領した届出資料が必要条件を満たしている

場合、20 営業日以内に、届出番号を交付し、管理システム上で一般に向けて届出情報を公開するものとされている

（本規則 12 条）。届出手続を完了したサービス提供者は、サービス提供を行うウェブサイトやアプリケーションの目立

つ場所に、届出番号を表示しなければならないとされている（本規則 13条）。 

 

2. ブロックチェーン情報サービス提供者に対する要求 

本規則は、ブロックチェーン情報サービス提供者に対して、そのサービス提供について以下の要求を規定してい

る。 

 

No. 内容 根拠 

①  健全なるユーザー登録、情報審査、応急処置、安全防護等の管理制度の構築 本規則 5条 

②  サービスに相応の技術条件の具備、法律、行政法規により禁止される情報内容の配信、記

録、保存、伝達に対する応急処置能力の具備、技術方案の国家関連標準への適合 

本規則 6条 

③  管理規則及びプラットフォーム公約の制定及び公開、ブロックチェーン情報サービス利用者

との間のサービス契約の締結 

本規則 7条 

④  「ネットワーク安全法」の規定に従い、ブロックチェーン情報サービス利用者の組織機構コー

ド、身分証明書番号、又は携帯電話番号等を確認し、真実の身分情報の認証を行うこと 

本規則 8条 

⑤  ブロックチェーン情報サービス利用者により配信された内容及びログ等の情報を少なくとも 6

か月間保存し、関連法律執行部門が法に従い調査する際に提供すること 

本規則 17条 

⑥  社会からの監督を受け、苦情申立・通報ルートを構築すること 本規則 18条 

 

3. 提供される情報の内容に関する規制 

ブロックチェーン情報サービス提供者及び利用者は、ブロックチェーン情報サービスを用いて、国家安全の阻害、社

会秩序の混乱、他人の権利の侵害等、法令等で禁止されている活動を行ってはならず、ブロックチェーン情報サービ

スを用いて、法令上禁止されている内容を制作、複製、発信、拡散してはならないとされている（本規則 10条）。ブロッ

クチェーン情報サービス提供者がこれに違反する場合、国家インターネット情報弁公室又は省級インターネット情報

弁公室が職責に基づいて警告し、期限を定めで是正を命じ、是正されるまでは業務を停止させる。是正を拒み、又は

情状が重い場合、2万元以上 3万元以下の過料に処し、犯罪を構成する場合、法に従って刑事責任を追及する。 

また、ブロックチェーン情報サービス提供者の管理責任として、ブロックチェーン情報サービス提供者は、法律、行

政法規の規定及びサービス契約に違反するブロックチェーン情報サービス利用者に対しては、法に従って警告し、機

能を制限し、アカウントを閉鎖する等の処理措置を取らなければならず、違法な内容の情報に対しては、直ちに必要

な措置をとり、情報の拡散を防止し、関連する記録を保存し、関連主管機関に報告を行うものとされている（本規則 16

条）。 

（全 23条）  

二 「「適適格格外外国国機機関関投投資資家家及及びび人人民民元元適適格格外外国国機機関関投投資資家家国国内内証証券券・・先先物物投投資資管管理理規規則則（（意意見見募募集集稿稿））」」  

（原文「合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法（征求意见稿）」） 

中国証券監督管理委員会、2019年 1月 31日公布 

「「『『適適格格外外国国機機関関投投資資家家及及びび人人民民元元適適格格外外国国機機関関投投資資家家国国内内証証券券・・先先物物投投資資管管理理規規則則』』のの実実施施ににおおけけるる関関連連問問題題
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ににつついいててのの規規定定（（意意見見募募集集稿稿））」」  

（原文「关于实施〈合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法〉有关问题的规

定（征求意见稿）」） 

中国証券監督管理委員会、2019年 1月 31日公布 

 中国政府は、2002 年に適格外国機関投資家（以下「QFII」という）制度、2011 年に人民元適格外国機関投資家

（以下「RQFII」という）制度の試験運用
2
を行い、QFII及びRQFIIそれぞれの関連規則

3
を制定した。しかし、従来の規

則には、QFIIと RQFIIの間での参入条件の不統一や投資範囲の制限等の問題が存在していたため、中国証券監督

管理委員会は、2019 年 1 月 31 日、QFII の関連規則及び RQFII の関連規則の改正を目的として、「適格外国機関

投資家及び人民元適格外国機関投資家国内証券・先物投資管理規則（意見募集稿）」（以下「本管理規則草案」とい

う）、及び「『適格外国機関投資家及び人民元適格外国機関投資家国内証券・先物投資管理規則』の実施における関

連問題についての規定（意見募集稿）」（以下「本実施規定草案」といい、「本管理規則草案」と併せて「本草案」とい

う）を公表した。 

本管理規則草案及び本実施規定草案は、意見募集稿であるため、その内容は修正される可能性があり、また、正

式に制定されるまでは法的拘束力はない。本草案の主な内容は以下の通りである。 

 

1. QFIIの関連規則及び RQFIIの関連規則の統合 

従前、QFII及びRQFIIのそれぞれの関連規則は、参入条件、申請資料、審査手続き、投資活動等を別々に規定し

ていた。本草案は、これまで別々だった規則を、QFIIの関連規則をベースにRQFIIに関する内容を加え、本管理規則

草案及び本実施規定草案に統合している。 

 

2. 参入条件の緩和 

本管理規則草案及び本実施規定草案は、これまで異なっていたQFII及びRQFIIの参入条件を統合し、信用良好・

内部統制・投資経験等の要件を維持する一方、外国機関投資家の資産規模等の要件を削除している（本管理規則

草案 6条）。また、QFII及び RQFIIの申請資料も簡素化し、審査期間も短縮している（本管理規則草案 7条、本実施

規定草案 1条）。 

 

3. 投資範囲の拡大 

本草案は、証券取引所で取引又は譲渡される株券、債券及びワラント等の従来外国機関投資家が投資可能であ

った対象に加えて、全国中小企業株式譲渡システムで取引される株券、商品先物、金融先物、私募投資基金等を投

資が可能な対象に追加している（本実施規定草案 6条）。 

 

4. その他 

上記のほか、外国機関投資家の資産を保管受託する保管受託者に関する管理規制を整理している（本管理規則

草案 10 条、13 条、本実施規定草案 3 条）。また、市場操作その他の異常取引行為等への当局による監視、情報共

                                                      
2
 中国証券監督管理委員会による本草案の説明によれば、2018 年末時点で、309 社の外国機関投資家が QFII 資格を取得し、1,011 億ドルの投資枠の設定

を受け、また、233社の外国機関投資家が RQFII資格を取得し、6,467億人民元の投資枠の設定を受けているとのことである。 
3
 QFIIについては、「適格外国機関投資家国内証券投資管理規則」及び「『適格外国機関投資家国内証券投資管理規則』の実施における関連問題についての

規定」であり、RQFII については、「人民元適格外国機関投資家国内証券投資試験運用規則」及び「『人民元適格外国機関投資家国内証券投資試験運用規

則』の実施に関する規定」である。 
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有体制が強化され（本実施規定草案 10 条、17 条）、外国機関投資家及び保管受託者による違法行為への処罰も強

化されている（本管理規則草案 31条、33条）。 

（本管理規則草案全 35条、本実施規定草案全 18条） 

三 「「不不当当なな景景品品付付きき販販売売行行為為のの禁禁止止にに関関すするる若若干干規規定定（（意意見見募募集集稿稿））」」  

（原文「关于禁止不正当有奖销售行为的若干规定（征求意见稿）」 

国家市場監督管理総局、2019年 1月 31日公布 

 国家市場監督管理総局は、2019 年 1 月 31 日、「不当な景品付き販売行為の禁止に関する若干規定（意見募集

稿）」（以下「本意見募集稿」という）を公布し、3月 2日までの期間で意見募集を開始した。 

本意見募集稿は、「不正競争防止法」の 2017 年の改正（2018 年 1 月 1 日施行）により、「不当な景品付き販売行

為」に関する規定が修正されたことを受け、現行の「景品付き販売活動中の不正競争行為を禁止する若干の規定」

（1993年 12月 24日公布・施行）との不一致を解消することを目指すものである。本意見募集稿の主な修正内容とし

ては、①景品付き販売活動の定義、②景品における製品品質責任、③抽選式景品付き販売における景品金額の上

限、④ネットワーク景品付き販売行為に関する規定等があげられる。なお、本意見募集稿は、まだ意見募集の段階で

あり、正式な法令として効力を有するものではない点に留意されたい。 

本意見募集稿によれば、景品付き販売とは、事業者が商品販売又はサービス提供に当たり、消費者又は関連公

衆に金銭、物品又はその他の利益（以下「金銭等」という）を提供する行為をいう。景品付き販売は、一般の景品付き

販売と抽選式景品付き販売を含む。一般の景品付き販売とは、事業者が商品販売又はサービス提供に当たり、一定

の条件を満たす消費者又は関連公衆に金銭等を提供する行為をいう。抽選式景品付き販売とは、経営者がくじ引

き、抽選等偶然性を有する方式で消費者又は関連公衆を当選させ、金銭等を提供するか否かを決定する行為をいう

（2条）。 

本意見募集稿によれば、事業者が事実に基づいて景品の品名、数量を表示しなければならず、付加条件の不表

示又は不明確な表示をしてはならない（4条）。 

本意見募集稿は、2017 年「不当競争防止法」の改正にあわせて、抽選式景品付き販売における景品金額の上限

を 5 千元から 5 万元に引き上げた。また、物品使用権、サービス等非現金の形式で金銭等を提供する場合、当該物

品使用権、サービス等の市場価値に基づいて計算する（7条）。 

ネットワーク商品取引又はサービスに従事する経営者がモバイル端末のプロモーション、顧客の勧誘、サイト知名

度の向上、トラフィックの獲得、登録者のクリック数の増加等のために、付帯的に金銭等を提供する行為は、景品付き

販売に該当する場合、本意見募集稿及び「不当競争防止法」の関連規定を適用する旨が明記された（9条）。 

（全 13条）  

ⅣⅣ  司司法法解解釈釈 

   

ⅤⅤ  地地方方レレベベルル 

   

ⅥⅥ  そそのの他他 
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北京市朝陽区東三環北路5号 

北京発展大厦3階 100004 

TEL ： 86-10-6590-9292 

FAX ： 86-10-6590-9290 

beijing@mhmjapan.com 

SHANGHAI 

上海市浦東新区陸家嘴環路1000号 

恒生銀行大厦6階 200120 

TEL ： 86-21-6841-2500 

FAX ： 86-21-6841-2811 

shanghai@mhmjapan.com

 

 
www.mhmjapan.com 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

(当事務所に関するお問い合わせ) 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
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