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1. 個人情報国外移転安全評価規則（意見募集稿） 

2. 児童個人情報ネットワーク保護規定（意見募集稿） 

 

 

Ⅰ.  全人代レベル 

該当なし 

Ⅱ.  国務院レベル 

該当なし 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

該当なし 

 

Ⅳ.  司法解釈 

 

1．「生態環境損害賠償事件の審理に関する若干規定（試行）」 

（原文「最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定（试行）」） 

法釈[2019] 8 号、最高人民法院 2019 年 6 月 4 日公布、2019 年 6 月 5 日施行 

 

2017 年 12 月 17 日に中共中央弁公庁及び国務院弁公庁により公布された「生態環

境損害賠償制度改革方案」（以下「改革方案」という。）に基づき、生態環境損害賠償

制度（地方政府が自ら環境汚染を生じさせた企業等に対して環境汚染に伴う汚染除去

や環境修復のための費用等の関連損害の賠償を請求する制度。本ニュースレター

No.269（2018 年 1 月 12 日発行）をご参照ください。）が 2018 年 1 月から全国で実

施された。 

これを受けて、最高人民法院は、「環境保護法」及び「民事訴訟法」等の法令に基

づき、生態環境損害賠償制度について、その訴訟手続や審理方法等を明確にするため、

「生態環境損害賠償案件の審理に関する若干規定（試行）」（以下「本規定」という。）

を公布した。 

本規定の主な内容は以下のとおりである。 
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（1） 訴訟の手続き 

本規定は、生態環境損害賠償訴訟の提訴権者について、省級、市級、地級の政府

及びその指定する部門又は機構、もしくは国務院の委託を受けた全人民所有の自然

資源資産の所有権を代行する部門は、いずれも訴訟を提起する権限を有することを

規定した（1 条 1 項）。 

改革方案において、生態環境損害賠償訴訟の提訴権者において、まず賠償義務者

との間で協議を行うことが要求され、当該協議によっても合意に至らなかった場合

に損害賠償請求訴訟を行うとして、協議による解決が推奨されていた。本規定でも、

当該方針を踏襲して、提訴権者が、生態環境損害をもたらした自然人、法人又はそ

の他の組織と交渉を経て合意に至らなかった場合又は交渉することができなかった

場合に限り、生態環境損害賠償訴訟を提起できるとした（1 条 1 項）。 

さらに、本規定は、生態環境損害賠償訴訟の適用範囲（1 条から 2 条）、審理規則

（管轄、人民陪審員の参加等。3 条から 5 条）、立証責任（無過失責任。6 条から 7

条）、証拠規則（刑事事件の事実認定の利用等。8 条から 10 条）等についても規定

している。 

 

（2） 損害賠償責任 

本規定では、被告が負うべき生態環境損害に関する民事責任の具体的内容（生態

環境の修復、損害賠償、侵害の停止、障害の排除、危険除去、謝罪等）が規定され

た（11 条）。 

本規定は、生態環境の修復について、損害を受けた生態環境が修復可能な場合、

人民法院が被告に生態環境を修復させる旨の判決を下し、また、被告が修復義務を

履行しない場合に備えて、支払うべき費用を確定しなければならないと規定してい

る（12 条）。他方で、損害を受けた生態環境が修復できない場合、修復できない部

分については、被告が生態環境の修復不可能な損害により生じる損失を賠償しなけ

ればならないとされた（13 条）。その他、応急・予防措置等の実施費用、調査・鑑

定費用、弁護士・訴訟費用等については、人民法院が関係事情に基づき判断すると

されている（14 条）。 

 

（3） 環境民事公益訴訟との関係 

生態環境損害賠償制度と、以前から存在する環境民事公益訴訟（社会組織又は検

察部門が環境汚染を生じさせた企業等に対して環境等社会公益に係る損害賠償を請

求する訴訟）との関係については、改革方案において、最高人民法院及び関連部門

において明確にする旨が規定されていたが、本規定では、両制度の関係性について

も規定がなされた。 

まず、生態環境損害賠償訴訟の審理過程において、同一の損害行為に基づき適法

に環境民事公益訴訟が提起された場合、生態環境損害賠償訴訟の受理法院が環境民

事公益訴訟を受理しなければならないとされた（16 条）。 
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また、人民法院が同一の損害行為に基づき提起した生態環境損害賠償訴訟及び環

境民事公益訴訟を同時に受理した場合には、環境民事公益訴訟の審理を中止しなけ

ればならず、生態環境損害賠償訴訟が審理が終了した後に、生態環境損害賠償訴訟

に含まれなかった環境民事公益訴訟における請求を審理しなければならないとされ

ている（17 条）。 

さらに、生態環境損害賠償訴訟事件又は環境民事公益訴訟事件の裁判が効力を生

じた後であっても、同一の損害行為について、前訴の審理の際に判明していなかっ

た損害に基づく限りにおいて、それぞれ環境民事公益訴訟及び生態環境損害賠償訴

訟を提起できるとされた（18 条）。 

 

上記のほか、本規定は、生態環境損害賠償合意の司法確認の手続（20 条）及び強

制執行の手続（21 条）等を規定している。 

 

Ⅴ.  地方レベル 

該当なし 

 

Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

 

1．「個人情報国外移転安全評価規則（意見募集稿）」 

（原文「个人信息出境安全评估办法（征求意见稿）」） 

国家インターネット情報弁公室、2019 年 6 月 13 日公布、 

意見募集期限 2019 年 7 月 13 日 

 

国家インターネット情報弁公室は、2019 年 6 月 13 日、「個人情報国外移転安全評

価規則（意見募集稿）」（以下「本意見募集稿」という。）を公布した。国家インター

ネット情報弁公室は、2017 年 4 月 10 日に、「個人情報及び重要データ国外移転安全

評価規則（意見募集稿）」（以下「前回版意見募集稿」という。）を公布していた1。本

意見募集稿は、前回版意見募集稿に対して寄せられた意見を考慮して作成されたもの

と考えられる。本意見募集稿は、現時点でまだ意見募集稿であるため、内容は修正さ

れる可能性があり、正式に公布・施行されるまでは法的拘束力を有しない。 

以下では、前回版意見募集稿と比較して、本意見募集稿の特徴的な点につき説明す

る。 

 

（1） 適用対象の限定 

前回版意見募集稿では、規則の適用対象は、「個人情報及び重要なデータ」とされ

ていた（1 条）。本意見募集稿では、規則の適用対象は「個人情報」に限定されてい

                               
1 本ニュースレターNo.251（2017 年 4 月 28 日発行）をご参照ください。 
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る（1 条）。なお、本意見募集稿に基づいて義務を負うこととなるのは、前回版意見

募集稿と同様に、ネットワーク運営者2である。 

 

（2） 当局への報告義務の範囲が拡大されたこと 

前回版意見募集稿では、原則としてネットワーク経営者が自ら安全評価をして、

50 万人以上の個人情報、1,000GB を超えるデータの国外移転等、一定の場合にのみ

業種主管又は監督管理部門へ安全評価の申請が要求されていた（9 条）。本意見募集

稿では、個人情報の国外移転を行う場合、特段の限定なく、一律省級のインターネ

ット部門に安全評価の申請を行う必要があるとされている（3 条）。 

 

（3） 主管部門における安全評価の提出資料が明確化されたこと 

前回版意見募集稿においては、主管部門における安全評価の提出資料は規定され

ていなかった。これに対し、本意見募集稿においては、ネットワーク経営者が安全

評価を申請する際、①申請書、②ネットワーク経営者と受領者が締結する契約（以

下「個人情報国外移転契約」という。）、③個人情報国外移転安全リスク及び安全保

障措置分析報告書及び④その他の資料を提出しなければならないとする（4 条）。 

個人情報国外移転契約が、省級インターネット部門への提出書類に含まれ、その

内容が審査対象とされることになった点が注目される。 

 

（4） 個人情報国外移転契約、個人に強い保護・権利が与えられていること 

前回版意見募集稿においては、個人情報国外移転契約における記載事項について

は、特段の言及はなかった。もっとも、本意見募集稿においては、個人情報国外移

転契約に記載しなければならない事項が明記された。その記載事項として、個人情

報帰属主体に強い保護・権利を与えるものがある。注目されるべきものには、以下

のものがある。 

個人情報の帰属主体である個人が損害を被った場合には、自ら、又は代理人を通

じて、ネットワーク運営者、国外の個人情報受領者、又はその両方に対して損害賠

償を請求することができ、ネットワーク運営者又は国外の情報受領者は、責任がな

いことを立証した場合を除き、損害を賠償しなければならない（13 条 3 号）。 

個人情報の帰属主体である個人が請求した場合には、ネットワーク運営者は、個

人情報国外移転契約の副本を提供しなければならない（14 条 2 号）。 

ネットワークの運営者は、個人情報の帰属主体が請求した場合には、その請求（国

外の個人情報受領者に対する損が賠償請求を含む）を国外の個人情報受領者に伝え、

個人情報の帰属主体が、国外の個人情報受領者から賠償の支払いを受けることがで

きない場合には、先行して賠償を行わなければならない（14 条 3 号）。 

 

                               
2 
ネットワーク運営者とは、ネットワークの所有者、管理者及びネットワークサービス提供者をいう（「ネ

ットワーク安全法」76 条 3 項）。 
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2．「児童個人情報ネットワーク保護規定（意見募集稿）」 

（原文「儿童个人信息网络保护规定（征求意见稿）」） 

国家インターネット情報弁公室、2019 年 5 月 31 日公布、 

意見募集期限 2019 年 6 月 30 日 

 

児童の個人情報の安全を保護する3ための規定として、2019 年 5 月 31 日、国家イ

ンターネット情報弁公室は、「児童個人情報ネットワーク保護規定（意見募集稿）」（以

下「本意見募集稿」という。）を公布した。本意見募集稿の対象となる児童とは 14 歳

未満の未成年をいうとされている（本意見募集稿 27 条）。本意見募集稿以前にも、14

歳未満の児童の個人情報4については「情報安全技術 個人情報安全規範」5（以下「個

人情報安全規範」という。）において、「機微な個人情報」6とされ、通常の個人情報

に係る規制に加えて厳格な取扱いが定められていた。以下本意見募集稿と個人情報安

全規範の規定との違いを中心に説明する。 

本意見募集稿は、現時点でまだ意見募集稿であるため、内容は修正される可能性が

あり、正式に公布・施行されるまでは法的拘束力を有しない。 

 

（1） 本意見募集稿の適用範囲 

本意見募集稿の適用対象は、「中華人民共和国国内でインターネットを通じて児童

の個人情報の収集、保存、利用、移転、開示等の活動を行うこと」とされている（2

条）が、以下に記載するとおり、本法に基づいて義務を負うこととなるのは、基本

的にネットワーク運営者である。 

なお、本意見募集稿において児童とは 14 歳未満の未成年者をいうとされている

（27 条）。 

 

（2） 個人情報安全規範との違い 

①児童又はその後見人7は、一定の場合においてネットワーク運営者に対して情報

                               
3 
児童の個人情報の安全を保護し、健康的な成長を促進するために、「ネットワーク安全法」、「未成年者

保護法」等に従い、本規定を制定する（本意見募集稿 1 条）。 
4 
個人情報とは、電子又はその他の方式により記録した、単独で又はその他の情報と結びについて、特

定の自然人の身分を識別し、又は特定の自然人の活動状況を表すことができる各種情報をいう（「個人情

報安全規範」3.1 条）。 
5
 2018 年 5 月 1 日施行。個人情報安全規範は、強制的な拘束力を有しないものの、個人情報セキュリテ

ィに関する推奨的な国家標準として規定されており、実際は、「ネットワーク安全法」に基づく個人情報

保護規制の運用において実務上の重要な基準となると考えられている。本ニュースレターNo.274（2018

年 3 月 30 日）をご参照ください。 
6 
漏洩、不法提供又は濫用された場合に、人身及び財産の安全を脅かし、きわめて容易に個人の名誉、

心身の健康を損ない、又は差別的待遇等を招くおそれがある個人情報をいい、身分証明書番号、個人の

生体認証情報、銀行口座、通信記録及び内容、財産状況、信用情報、行動の軌跡、宿泊情報、健康生理

情報、取引情報、14 歳以下（14 歳を含む）の児童の個人情報等が含まれる（個人情報安全規範 3.2）。 
7
 未成年者の父母がすでに死亡している場合、又は後見能力を有しない場合には、次に掲げる後見能力

を有する者が順次に後見人となる。（1）祖父母又は外祖父母（2）兄又は姉（3）その他後見人を務める

ことを望む個人又は組織。但し、未成年者の住所地の住民委員会、村民委員会又は民政部門の同意を得

なければならない（「民法総則」27 条）。 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00036645/20190508-010811.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00036645/20190508-010811.pdf
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の削除を求めることができる8。本意見募集稿は、加えて、後見人が同意を撤回した

場合及び児童又はその後見人がサービスを終了した場合にも情報の削除を求めるこ

とができるとしている（18 条 3 項、4 項）。 

②個人情報安全規範では、個人情報について、業務上の必要により、特定の人員

に権限を越える個人情報の処理を授権しなければならない場合には、審査承認を行

い、記録を残さなければならないとされる。これに対し、本意見募集稿は、そのよ

うな限定なく、ネットワーク運営者の従業員が児童の個人情報にアクセスする場合

には、個人情報保護責任者又は個人情報保護責任者が授権した管理者からの審査認

可を受け、記録を残さなければならないとする（12 条）。 

③個人情報安全規範では、第三者と共同で個人情報を利用する場合、自身及び第

三者が負うべき責任及び義務を確定したうえで、明確に告知することとされていた。

これに対し、本意見募集稿は、第三者と共同で児童の個人情報を利用する場合には

児童の後見人から同意を得なければならないとしている（14 条）。 

④本意見募集稿は、業界組織に対して児童の個人情報に係る業界規範の作成を奨

励している（4 条）。 

⑤ネットワーク運営者は、児童の個人情報に関する専用の保護規則とユーザー契

約を制定しなければならず、かつ当該規則及びユーザー契約は簡潔で、わかりやす

いものでなければならない（5 条）。 

 

（3） 罰則 

ネットワーク運営者による児童の個人情報の管理において、比較的大きな安全リ

スクが存在し、又は安全事故が発生した場合、国家インターネット情報弁公室は当

該ネットワーク運営者に対して面談を行うことができる。ネットワーク運営者は面

談の要求に従い、速やかに是正措置を取らなければならない（24 条）。 

また、国家インターネット情報弁公室及びその他関連部門は、本意見募集稿の規

定に違反した行為に対し、「ネットワーク安全法」64 条9によって処罰することがで

き、犯罪を構成する場合、法に従い刑事責任を追及する（本意見募集稿 25 条）。 

 

                               
8 個人情報安全規範は、①個人情報制御者が法律法規の規定に違反して、個人情報を収集し、使用した

場合、②個人情報制御者が個人情報主体との約定に違反して、個人情報を収集し、使用した場合、③個

人情報の制御者が法律法規の規定に違反し、又は個人情報主体との約定に違反して、個人情報を第三者

に共有し、譲渡し、かつ個人情報主体から削除を要求された場合、④個人情報制御者が法律法規の規定

に違反し、又は個人情報主体との約定に違反して、個人情報を公開開示し、かつ個人情報主体から削除

を要求された場合に削除を認めている（個人情報安全規範 7.6 条）。 
9 ネットワーク運営者、ネットワーク製品又はサービスの提供者が本法 22 条 3 項、41 条から 43 条の規

定に違反し、個人情報が法により保護を受ける権利を侵害した場合は、関連主管部門が是正を命じ、情

状に応じて警告、違法所得の没収、違法所得の同額以上 10 倍以下の過料に処することを単独で又は併

せて処することができ、違法所得がない場合は、100 万元以下の過料に処し、直接責任を負う主管者及

びその他の直接責任者に対して 1 万元以上 10 万元以下の過料に処する。情状が重い場合は、併せて関

連業務の一時停止、業務停止・整頓、ウェブサイトの閉鎖を命じ、関連業務許可証を取り上げ、又は営

業許可証を取上げることができる（ネットワーク安全法 64 条 1 項）。 



 
 
 

 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い

申し上げます。 
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セミナー情報 

 セミナー  『中国サイバーセキュリティ法対応セミナー 

～最新アップデート情報と実務対応上のポイント～』 

開催日時  2019 年 6 月 27 日（木）14:00～17:10 

講師    本間 隆浩 

主催    KPMG コンサルティング株式会社、 

ビジネスロー・ジャーナル、 

レクシスネクシス・ジャパン株式会社 

 

 セミナー  『Trade Secret Protection – Legislation, Practice, and  

Enforcement』（台湾） 

開催日時  2019 年 7 月 10 日（水）9:00～17:00 

講師    岡田 淳 

主催    Ministry of Justice、Intellectual Property Office,Ministry of Economic  

Affairs、The Bureau of Foreign Trade,Ministry of Economic Affairs、 

Taiwan Association for Trade Secret Protection、Taiwan Technology 

Law Institute、NCTU Institute of Technology Law   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
※2019 年 7 月 1 日からメールアドレスが mhm_info@mhm-global.com に変わります。 

03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

中国プラクティスグループ 

射手矢好雄、石本茂彦、江口拓哉、小野寺良文、康石、本間隆浩、森規光、原潔、 

山口健次郎、鈴木幹太、宇賀神崇、青山慎一、井上諒一、柿元將希、加藤瑛子、 

富永裕貴、保坂泰貴、水本真矢、福島翔平、岩佐勇希、牧野則子、真下敬太、 

李珉、姚珊、吉佳宜、崔俊、解高潔、李維佳、胡勤芳、高玉婷、柴巍、戴楽天、 

呉馳、楊天翼、孟立恵 

 

提携事務所 北京市中諮律師事務所 

張継文 

 

※弊所のシステム変更に伴い、本年7月1日よりメールアドレスが以下のように変わります。 

恐縮ながら、アドレス帳の登録変更などご対応いただけますと幸甚です。 

 
TOKYO 

〒100-8222 東京都千代田区丸の内 2-6-1 

丸の内パークビルディング 

TEL ： 03-5223-7713 

FAX ： 03-5223-7613 

 旧：tokyo-sec@mhmjapan.com 

 新：tokyo-sec@mhm-global.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 

 旧：shanghai@mhmjapan.com 

 新：shanghai@mhm-global.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEIJING 

北京市朝陽区東三環北路 5 号 

北京発展大厦 316 号室 100004 

TEL ： ＋86-10-6590-9292 

FAX ： ＋86-10-6590-9290 

 旧：beijing@mhmjapan.com 

 新：beijing@mhm-global.com 
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