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※月 2 回発行                   2019 年 11 月 29 日号（No.315） 

 

Ⅰ. 全人代レベル  

1. 「暗号法」 

2. 「国務院に対する自由貿易試験区における関連法律規定の適用 

の暫定的調整の授権に関する決定」 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

1. 「クロースボーダー貿易投資の手続簡略化のさらなる促進 

に関する通知」 

Ⅳ. 司法解釈 

1. 「情報ネットワークの違法利用、情報ネットワーク犯罪活動 

幇助等の刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関する解釈」 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

 

 

Ⅰ.  全人代レベル 

 

1. 「暗号法」 

（原文「密码法」） 

中華人民共和国主席令第 35号、全人代常務委員会 2019年 10月 26日公布、2020

年 1 月 1 日施行 

 

2019 年 10 月 26 日、全人代常務委員会は、「暗号法」（以下「本法」という。）を公

布した。本法は 2020 年 1 月 1 日より施行される。 

本法は 2014 年から起草が開始され、2017 年 4 月、2019 年 7 月の 2 度の意見募集

を経て、今回の制定に至ったものである。これまで、暗号に関する法規制は、主に「商

用暗号管理条例」1で定められていた。技術の発展及び他の法律と政策の変化により、

暗号管理体制が実情にそぐわない面が出てきたため、新たに本法が制定された2。 

本法の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）「暗号」の定義 

本法は、「暗号」について、「特定の変換方法を採用し、情報等について暗号化保

                               
1 「商用暗号管理条例」国務院令第 273号）、1999年 10 月 7日に公布、施行されている。 
2 国家暗号管理局担当者による記者会見を参照。

http://www.gov.cn/zhengce/2019-10/27/content_5445525.htm、国家暗号管理局局長による「暗号法（草

案）」に関する説明。
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201910/6861b18560574d9ebf0590536e0810ad.shtml 
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護、安全認証を行う技術、製品及びサービス」と定義する（2 条）。 

その上で、本法は、暗号を「核心暗号」、「普通暗号」及び「商用暗号」の三種類

に分類し、各類型ごとに管理について定めている（6 条）。「核心暗号」及び「普通

暗号」とは国家機密の保護に用いられる暗号をいい3、「商用暗号」とはそれ以外の

暗号をいう（7 条、8 条）。本稿では、企業活動と関係性の強い商用暗号の規定を中

心に紹介する。 

 

（2）商用暗号の管理について 

これまで、商用暗号については、主に「商用暗号管理条例」が管理方法を定めて

いた。同条例は、商用暗号の研究、生産、販売、輸出入、使用には、いずれも国家

及び省、自治区、直轄市の暗号管理機構による指定や認証を必要としていた。本法

は、商用暗号の管理方法について大幅に変更し、主に下記の内容を定めている。 

① 非差別原則 

本法では、外資企業を含め、商用暗号の研究開発、生産、販売、サービス、輸

出入を行う企業（商用暗号従事企業）は平等に扱うという非差別原則が掲げられ

ている。行政機関及びその担当者は、行政手段により、商用暗号技術を強制的に

譲渡させてはならない（21 条 2 項）。 

② 標準体系及び認証体系 

本法は、商用暗号について、国家が標準体系を確立し、国家標準化行政主管部

門及び暗号管理部門による国家基準や、各業界による業界基準が制定されるべき

としている（22 条 1 項、2 項）。商用暗号従事企業は、商用暗号活動を行うに際し

て、国家基準のうちの強制基準と当該企業が公開する基準で定められた技術要求

を満たす必要がある（24 条）。 

また、国家は商用暗号検査認証体系の形成を進め、商用暗号従事企業は、自由

意志に基づき当該認証を受けることが推奨される（25 条 1 項）。 

③ 強制検査認証制度及び安全性評価 

国家安全、国の経済と人民の生活又は社会公共の利益に関わる商用暗号製品4、

及び当該製品を利用する商用暗号サービスについては、資格を有する機構による

検査認証を受け、合格となって初めて、販売、提供又は使用することができる。

検査認証の重複を避けるために、当該検査認証については「ネットワーク安全法」

5の規定が適用される（26 条）。 

また、商用暗号を用いて重要情報インフラ6を保護する場合、重要情報インフラ

                               
3 核心暗号と普通暗号はそれによって保護される国家機密の重要性によって区分される（7 条 1項）。 
4 同条では、該当商品については、「ネットワーク重要設備及びネットワーク安全専用商品目録」に記載

しなければならないと記載している。当該目録は、2017 年に第 1次目録が公布、施行されている。今後、

暗号法に対応する改正が行われると予想される。 
5 ネットワーク安全法（主席令第 53号、全国人民代表大会常務委員会 2016年 11月 7日公布、2017年 6月

1 日施行）は、中国が初めてネットワーク空間の安全管理に関する事項を全面的に規範化した基本法である。

本ニュースレターNo.238（2016年 11月 25日発行）をご参照ください。 
6 公共通信及び情報サービス、エネルギー、交通、水利、金融、公共サービス、電子政務等の重要な業
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の運営者は、自ら又は商用暗号検査機構に委託して、商用暗号運用安全性評価を

行わなければならない。当該安全性評価は、重要情報インフラに関する安全検査

評価、ネットワーク安全等級評価制度7と連動すべきとされている（27 条）。 

④ 輸出入について 

国家安全又は社会公共の利益等に関わりのない大衆消費類製品に採用されてい

る商用暗号については、輸入許可又は輸出規制は実施されない（28 条 2 項）。 

 

（3）核心暗号及び普通暗号の管理について 

本法では、国家機密の保護に用いられる核心暗号及び普通暗号の管理についても、

利用する際の安全措置、暗号の研究、製造、サービス、検査、装備、使用、破棄等

にかかわる機構における安全管理制度、秘密保持制度の確立などについて規定して

いる（14 条、15 条）。また、暗号管理部門による暗号安全管理のための安全評価、

情報伝達、応急措置等の制度の確立、及び暗号が漏洩された場合の措置についても

規定する（17 条）。 

 

その他、32 条から 41 条において、本法の規定に違反した場合の法的責任について

規定されている。 

また、暗号管理規則は、国家暗号管理部門により法律、行政法規に基づき制定され

るとされている（42 条）。 

 

（全 44 条） 

 

2. 「国務院に対する自由貿易試験区における関連法律規定の適用の暫

定的調整の授権に関する決定」 

（原文「关于授权国务院在自由贸易试验区暂时调整适用有关法律规定的决定」） 

全国人民代表大会常務委員会 2019 年 10 月 26 日公布、2019 年 12 月 1 日施行 

 

全国人民代表大会常務委員会は、2019 年 10 月 26 日、「国務院に対する自由貿易

試験区における関連法律規定の適用の暫定的調整の授権に関する決定」（以下「本決

定」という。）を公布した。本決定は、2019 年 12 月 1 日より施行される。 

本決定は、国務院に対し、自由貿易試験区において、「対外貿易法」、「道路交通安

全法」、「消防法」、「食品安全法」、「税関法」、「種子法」の関連規定を暫定的に調整し

                                                                                          
界及び分野、並びにその他の一旦機能が破壊され、喪失し、又はデータが漏洩すると国の安全、国の経

済と人民の生活、公共の利益に深刻な危害が及ぶおそれのあるものをいう（ネットワーク安全法 31条）。 
7 ネットワーク安全法では、国家安全や、公共利益等についての重要情報基礎設備の安全保護、及びネ

ットワーク安全等級保護制度について定めている。ネットワーク安全等級保護制度に関連して、2019

年 5 月 13 日、国家市場監督管理総局、国家標準化部により「情報安全技術 ネットワーク安全等級保

護基本要求」「情報安全技術 ネットワーク安全保護測定評価要求」、「情報安全技術 ネットワーク安全

等級保護安全設計技術要求」の三つの国家標準を公布している。また、重要情報インフラに関連する国

家標準も現在制定中である。 
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て適用する権限を付与する8。具体的な調整内容は下表の通りである。 

 

対象 調整内容 

（対外貿易法） 

対外貿易事業者届出登録 

対外貿易事業者届出登録を取り消

す。 

（道路交通安全法） 

トラクター運転養成訓練学校、 

運転養成訓練コースの資格認定 

審査認可を取り消す。 

（消防法） 

消防技術サービス機構の審査認可 

審査認可を取り消す。 

（消防法） 

公衆が集まる施設の使用・ 

営業開始前の消防安全検査 

告知承諾制を実施する。（当事者が、

消防安全基準への適合を確認し、か

つ関連資料を提供した場合、消防救

援機構は、実質的な審査を行わず、

その場で審査認可の決定を出す。） 

（食品安全法） 

食品経営許可（包装食品の販売のみ） 

審査認可から届出に変更する。 

（税関法） 

通関企業の登録登記 

審査認可から届出に変更する。 

（種子法） 

木、草及び種子（輸出入）の生産経

営許可証の審査発行 

省級関連部門の審査認可を取り消

す。 

 

本決定による調整は 3 年間試行され、実施に問題がないことが確認されたものに

ついては、国務院は、関連法律の修正意見を提出するとされている。 

 

Ⅱ.  国務院レベル 

該当なし 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

 

1. 「クロースボーダー貿易投資の手続簡略化のさらなる促進に関する

通知」 

（原文「关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知」） 

国家外貨管理局 2019 年 10 月 25 日公布、同日施行 

 

2019 年 10 月 25 日、国家外貨管理局は、外貨管理措置の最適化及びクロスボーダ

ー貿易投資の利便性の向上を目的として「クロースボーダー貿易投資の手続簡略化の

さらなる促進に関する通知」（以下「本通知」という。）を公布した。具体的な内容は

以下のとおりである。 

 

                               
8 本決定の調整内容について、2019 年 11 月 6 日に公布された「自由貿易試験区における『営業許可書

と関連許可書の分離』改革の全体網羅的な試験運用の展開に関する通知」によれば、国務院は当該事項

の調整に関する内容を正式的に公表した。当該通知の詳細は、次回のニュースレターに紹介する。 
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（1）非投資性外商投資企業による資本金での国内持分投資の制限の撤廃 

これまで、投資を主たる業務とする外商投資企業（外商投資性会社9、外商投資創

業投資企業10及び外商投資持分投資企業11を含む。）を除き、外商投資企業は、その

資本金を国内持分投資に用いてはならないとされていた12。 

本通知により、非投資性外商投資企業が、現行の外商投資参入特別管理措置（ネ

ガティブリスト）に違反せず、かつ国内における投資が真実、かつ法令を遵守して

いることを前提に、その資本金を国内持分投資に用いることができると規定し、資

本金での国内持分投資の制限を撤廃した（2 条）。 

 

（2）資本項目外貨資金の元転使用制限の緩和 

これまで、国内機構が外国投資者に持分を譲渡して、外国投資者が国内機構に対

して譲渡代金を送金する場合、その譲渡代金は国内資産現金化口座に入金されて資

本項目の資金として管理され自由に人民元転して使用することができなかった。本

通知により、当該制限は撤廃され、持分譲渡を行った国内企業等は関連業務登記証

憑により銀行で口座開設、資金の入金及び人民元転等の手続が可能となった（4 条 1

項）。 

また、本通知は、外国投資者が送金した保証金の使用と人民元転の制限を撤廃し、

取引成約後、口座内の保証金を国内の出資及び国内外の対価支払等に直接用いるこ

とができ、取引成約又は違約賠償に際して直接保証金を人民元転して支払うことが

できると規定した（4 条 2 項）。 

 

（3）外債登記管理の改革 

国内機構は外債を借り入れる場合、外貨管理局にて登記を行わなければならず13、

抹消手続も外貨管理局にて行わなければならなかった。本通知は、銀行でない債務

者に対する外貨管理局での外債登記の抹消手続の要求を撤廃し、銀行にて外債の抹

消登記を行うことができると規定した。また、これまで抹消登記の期間について制

                               
9 投資性会社とは、外国投資家が中国において独資又は中国の投資家との合弁の形式で設立した直接投

資に従事する会社をいう（「外国投資家が投資により投資性会社を設立・運営することに関する規定」2

条）。 
10 外商投資創業投資企業とは、外国投資者、又は外国投資者が中国の法律に基づき登録成立した会社、

企業又はその他の経済組織とともに、中国国内で設立する創業投資を経営活動とする外商投資企業をい

い、また、創業投資とは、主に未上場のハイテク企業に対し持分投資を行い、これに対し創業管理サー

ビスを提供することによりキャピタルゲインの獲得を目的とする投資方式をいう（「外商投資創業投資企

業管理規定」2条、3 条）。 
11 外商投資持分投資企業について、全国統一の規制が存在せず、北京、上海、深セン、天津等の地域規

則において当該企業に関する制度が規定されている。例えば、上海において、外商投資持分投資企業と

は、上海市において法に従い外国企業又は個人が投資設立に参加し、非上場企業に対する持分投資を主

たる経営業務とする企業をいう（「当市の外商投資持分投資企業試験運用の展開に関する実施規則」2条）。 
12 2019年 7月 10日、国家外貨管理局上海分局は「中国（上海）自由貿易試験区外貨管理改革試行のさ

らなる推進の実施細則（4.0版）」を公布し、上海自由貿易試験区内の非投資性外商投資企業による投資

が真実、かつ法令を遵守していることを前提に、実際の投資規模に基づき、資本項目外貨収入又は人民

元転により得た人民元資金を国内持分投資に用いることができるとされ、制限が一部緩和されていた（本

ニュースレターNo.309（2019年 8月 23日発行）をご参照ください。）。 
13 「外債管理暫定規則」22条、40条。 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00037187/20190823-123344.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00037187/20190823-123344.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00037187/20190823-123344.pdf
http://www.mhmjapan.com/content/files/00037187/20190823-123344.pdf
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限が存在したが、本通知は当該制限を撤廃すると規定した（6 条 1 項）。 

 

上記のほか、本通知は、国内貸付資産の国外譲渡の試行、貿易外貨収支及び資本項

目収支の利便化試行の拡大、貨物貿易外貨業務の報告方法の改善等も規定した。 

 

（全 12 条） 

 

Ⅳ.  司法解釈 

 

1. 「情報ネットワークの違法利用、情報ネットワーク犯罪活動幇助等

の刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関する解釈」 

（原文「关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若

干问题的解释」） 

最高人民法院、最高人民検察院 2019 年 10 月 21 日公布、2019 年 11 月 1 日施行 

 

最高人民法院及び最高人民検察院は、2019 年 10 月 21 日、「情報ネットワークの違

法利用、情報ネットワーク犯罪活動幇助等の刑事事件の処理における法律適用の若干

問題に関する解釈」（以下「本解釈」）という。）を公布した。本解釈は、2019 年 11

月 1 日から施行されている。 

本解釈は、刑法 286 条の 1、287 条の 1、287 条の 2 の構成要件につき、明確化を

図るものである。以下では、上記それぞれの条文ごとに、刑法上の規定内容と、本解

釈による明確化の内容につき説明する。 

 

（1）情報ネットワーク安全管理義務不履行罪（刑法 286 条の 1） 

刑法 286 条の 1 第 1 項では、ネットワークサービスの提供者が、法律、行政法規

が規定している情報ネットワーク安全管理義務を履行せず、監督部門による改善措

置実施命令を受けたにもかかわらず、これに従わない場合で、以下のいずれかの状

況が認められる場合には、3 年以下の有期懲役等及び罰金が課されるものとされて

いる。 

①違法な情報を大量に伝播させたこと 

②ユーザーの情報を漏洩させ、重大な結果を生じさせたこと 

③刑事事件の証拠を滅失させ、情状が重大である場合 

④その他重大な情状が認められる場合 

本解釈では、①違法なビデオファイル 200 個以上の伝播、②ビデオファイル以外

の違法な情報 2,000 個以上の伝播、③①と②の基準を満たしていないが、対応する

比率で計算して合算すれば①と②の基準を満たした場合、④2,000 個以上のユーザー

アカウントに向けた違法な情報の伝播、⑤利用しているユーザーアカウント数累計

が 3,000 以上であるメッセージグループ又は登録ユーザーアカウント数累計が 3 万

以上であるソーシャルメディアに違法な情報を伝播させた場合、⑥情報への実際の
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違法なアクセス数が 5 万アクセス以上に達したこと、⑦違法な情報を大量に伝播さ

せるその他の状況は、「違法な情報を大量に伝播」に該当するものとされている（3

条）。また、本解釈では、刑法 286 条の 1 第 1 項の「ネットワークサービスの提供

者」「監督部門による改善措置実施命令」「重大な結果を生じさせたこと」「情状が重

大である場合」及び「その他重大な情状が認められる場合」についても詳しく解釈

している（1 条、2 条、4 条、5 条、6 条）。 

 

（2）情報ネットワーク違法利用罪（刑法 287 条の 1） 

刑法 289 条の 1 第 1 項では、情報ネットワークを用いて以下の行為のいずれかを

行った場合で、情状が重大である場合には、3 年以下の有期懲役等及び罰金が課さ

れるものとされている。 

①詐欺の実施、犯罪方法の伝授、禁制品の製造又は販売等の違法な犯罪活動を行

うためのウェブサイト、メッセージグループの設立 

②ドラッグ、武器、わいせつ物等の禁制品の製造、販売その他の違法な犯罪と関

連する情報の発信 

③詐欺等の違法な犯罪活動を実施するための情報の発信 

本解釈では、「違法な犯罪」には、犯罪行為及び、刑法各論に規定されている行為

累計に属するが、犯罪を構成しない違法な行為も含まれるものとされている（7条）。

また、本解釈は、刑法 289 条の 1 の「詐欺の実施、犯罪方法の伝授、禁制品の製造

又は販売等の違法な犯罪活動を行うためのウェブサイト、メッセージグループの設

立」「情報の発信」及び「情状が重大である場合」の詳細についても定めている（8

条～10 条）。 

  

（3）情報ネットワーク犯罪活動幇助罪（刑法 287 条の 2） 

刑法 287 条の 2 第 1 項では、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行うこと

を知りながら、その犯罪のためにネットワークへの接続、サーバー管理、クラウド

サーバー、メッセージ送受信等の技術を提供し、又は広告宣伝、支払決済等の幇助

を提供した場合で、情状が重大である場合には、3 年以下の有期懲役等及び罰金が

課されるものとされている。 

本解釈では、①3 個以上の対象に幇助を提供した場合、②支払決算金額が 20 万元

以上である場合、③広告の放送等により提供した資金が 5 万元以上である場合、④

違法所得が 1 万元以上である場合、⑤2 年以内に、違法に情報ネットワークを利用

したこと、情報ネットワーク犯罪活動を幇助したこと、コンピュータ情報システム

の安全を害したことにより行政処罰を受けたことがあるにもかかわらず、更に情報

ネットワーク犯罪活動を幇助した場合、⑥幇助を受けた対象が実施した犯罪が重大

な結果を生じさせた場合、⑦情状が重大であると認められるその他の状況がある場

合には、「情状が重大」に該当するものとされている（12 条）。 

 

（全 19 条） 
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Ⅴ.  地方レベル 

該当なし 

 

Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

該当なし 

 

 

 

セミナー情報 

➢ セミナー  『現地所長が語る ―中国から見た米中貿易摩擦―』 

開催日時  2019 年 12 月 5 日（木）13:30～16:30 

講師    石本 茂彦 

主催    独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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@mhm-global.com 
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、富永裕貴、水本真矢、福島翔平、

岩佐勇希、真下敬太 

李珉、姚珊、吉佳宜、崔俊、張超、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 

 
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 

 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 

 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 

 beijing@mhm-global.com 
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