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※月 2 回発行                   2020 年 4 月 3 日号（No.324） 

 

Ⅰ. 全人代レベル 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

1. 「情報安全技術 個人情報安全規範」 

2. 「証券会社の一部行政審査認可項目等事項の取消又は 

調整に関する公告」 

Ⅳ. 司法解釈 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

 

 

Ⅰ. 全人代レベル 

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 

 

1. 「情報安全技術 個人情報安全規範」 

（原文「信息安全技术 个人信息安全规范」） 

中華人民共和国国家標準公告 2020 年第 1 号、国家市場監督管理総局、国家標準

化管理委員会 2020 年 3 月 6 日公布、2020 年 10 月 1 日施行 

 

2017 年 12 月 29 日、国家品質監督検査検疫総局及び国家標準化管理委員会は、企

業等の組織又は個人による個人情報の収集、保存、使用、共有、譲渡、並びに公開及

び開示等の各情報処理プロセスに関する具体的な取扱いの基準を定めた国家標準で

ある「情報安全技術 個人情報安全規範」1を公布した。 

同規範は、法的な強制力を有さず、その内容の遵守が推奨されるに留まる「推奨国

家標準」ではあるものの、個人情報保護に関する取扱いの基準を全般的に規定した唯

一の国家標準として、2017 年 6 月 1 日から施行された「ネットワーク安全法」の下

での個人情報保護に関する実務上の重要なガイドラインとして機能してきた。 

しかし、情報技術の発展やビジネスモデルの革新が急速に進む中で、より実情に即

した形で、既存の基準を具体化・調整したり、新たな事象に対する基準の規定等の必

 
1 本ニュースレターNo.274（2018 年 3 月 30 日発行）をご参照ください。 

森・濱田松本法律事務所 

中国プラクティスグループ 

http://www.mhmjapan.com/ 
 
 

弁護士 射手矢 好雄 

 03-5223-7713 
 

弁護士 石本 茂彦 

 03-5223-7736 
 

弁護士 江口 拓哉 

 06-6377-9402 
 

弁護士 小野寺 良文 

 03-5223-7769 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00036645/20190508-010811.pdf
http://www.mhmjapan.com/


 
 

 

 

 

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。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

2 
 

中中国国最最新新法法令令  <<  速速報報  >> 

要性が高まってきていた。そのような中で、全国情報安全標準化技術委員会2により、

2019 年 2 月 1 日、2019 年 6 月 25 日及び 2019 年 10 月 24 日の 3 回にわたり、同規

範の改正案が公表され、意見募集が行われてきた。 

そして、2020 年 3 月 6 日に、「情報安全技術 個人情報安全規範」の改正が公布さ

れ、2020 年 10 月 1 日から施行されることとなった（以下、今回の改正後の規範を「改

正規範」といい、改正前の現行の規範を「現行規範」という。）。改正規範では、個人

情報の収集に関する基準が厳格化され、新しいビジネスモデルに関する個人情報の取

扱基準が新設される等、個人情報管理者3への要請が強まる形となっている。 

改正規範の主な改正内容は、以下のとおりである。 

 

（1）「授権的同意」の定義の追加（消極的同意の有効性の明確化） 

 「ネットワーク安全法」では、個人情報の取得、使用、第三者への提供等の取扱

いに際して個人情報主体の同意の取得が求められているが、同意の具体的な取得方

法は定められておらず、実務上は、いかなる行為が同意に該当するかが重要となる。 

この点、現行規範では、個人センシティブ情報4の取得等に際して特に要求される

「明示的同意」については明確な定義が存在する一方、それ以外の場合に要求され

る一般的な同意について、消極的不作為による同意（いわゆる消極的同意）も同意

の一種として認められるか否かは明確にされていなかった。 

しかし、改正規範では、個人情報主体がその個人情報に特定の処理を行うことに

つき明確に権限を付与する行為として「授権的同意」の概念を設け、明示的同意の

ほか、消極的不作為により授権を行うこと（消極的同意）も授権的同意に含まれる

とされた（改正規範 3.7 条）。そして、消極的同意の例として、個人情報主体が個人

情報を取得することを告知された後にも情報収集が行われるエリアから離れないこ

とが挙げられている（改正規範 3.7 条注）。 

また、改正規範では、明示的同意に関しても、その手段としての同意の意思の表

明方法につき、従来の書面による表明に加えて、口頭等の方法による自発的な紙媒

体又は電子形式の表明も追加されている（改正規範 3.6 条）5。 

 

（2）個人の生体認証情報の取扱いの厳格化 

現行規範では、個人の生体認証情報6は個人センシティブ情報の一類型となってい

 
2 個人情報の保護に関する国家標準の起案等を担当する部署である。 
3 個人情報管理者とは、個人情報の処理の目的、方式等を決定する能力を有する組織又は個人をいう

（改正規範 3.4 条）。 
4 一旦漏えい、不法に提供又は濫用されると、人身や財産の安全を害するおそれがあり、さらには個人

の名誉・心身の健康が害されたり、偏った待遇等をもたらすおそれがある個人情報を意味する（現行規

範 3.2 条）。 
5 明示的同意とは、個人情報主体が、書面並びに口頭等の方法による自発的な紙媒体又は電子形式の表

明又は自主的にする肯定的動作により、その個人情報に特定の処理を行うことにつき明確な権限付与を

する行為をいう。また、当該肯定的動作には、個人情報主体による「同意」、「登録」、「送信」、「ダ

イヤル発信」の自発的選択、自発的クリック、自発的な記入又は提供等が含まれる（改正規範 3.6 条）。 
6 個人の身体認証情報には、個人の遺伝子、指紋、声紋、手相、耳介、虹彩、顔の特徴等が含まれる
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るのみで、個人センシティブ情報としての保護措置以上の特別な保護措置は講じら

れていない。これに対し、改正規範では、個人の生体認証情報の収集、保存、共有

及び譲渡のルールが独立して規定され、これらの情報に対する保護が厳格化されて

いる。 

具体的には、個人情報管理者が個人の生体認証情報を収集する前に、その収集の

目的、方法、範囲及び保存期間の規則等を単独に個人情報主体に告知し、かつ個人

情報主体の明示的同意を取得しなければならないと規定されている（改正規範 5.4

条の c）。 

また、個人の生体認証情報の保存について、改正規範では、個人の生体認証情報

を個人の身分情報7と分けて保存しなければならないこと、原則として個人の生体認

証情報の元の情報を保存してはならず、①個人の生体認証情報の摘要情報8のみを保

存する、②個人の生体認証情報を保存せずに、端末で本人を識別・認証を行うため

に直接使用する、又は③個人の生体認証情報を使って本人を識別・認証した後に直

ちにその元の情報を削除するといった形で取扱いをすべきことが規定されている

（改正規範 6.3 条の b、c）。 

さらに、個人の生体認証情報の共有・譲渡について、改正規範では、原則として

個人の生体認証情報を共有・譲渡してはならず、業務上の必要により共有・譲渡す

る必要がある場合、その目的、関係する個人の生体認証情報の類型、データ受領者

の身分及びデータ安全能力を個人情報主体に個別に告知し、個人情報主体から明示

的同意を取得しなければならないとされている（改正規範 9.2 条の i）。 

 

（3）ユーザープロファイリング及びパーソナライズの使用制限 

現行規範では、ユーザープロファイリング9及びパーソナライズ10に関する規則は

規定されていないが、改正規範では、その方法、使用の制限について規定されてい

る。 

具体的には、①ユーザープロファイリングにおいて、ポルノ、テロ、暴力的内容

又は差別的内容等を含む形で個人情報主体の特徴を記述してはならず、②ユーザー

プロファイリングを使用することで公民、法人等の合法的権益を侵害し又は国の安

全や社会秩序を乱してはならず、さらに、③使用目的を達成するために必要な場合

を除き、身分を明確に指し示す内容を消去し、特定の個人が正確に識別されること

を回避しなければならないと規定されている（改正規範 7.4 条）。 

 
（改正規範 5.4 条の c の注記）。 
7 個人の身分情報の例として、身分証、士官証、パスポート、運転免許証、従業者証、出入許可証、社

会保険カード、居住証等記載の情報が挙げられる（改正規範の別紙 A）。 
8 摘要情報とは、撤回不可の特徴を有し、元の情報に復元できない情報をいう（改正規範 6.3 条注 1）。 
9 ユーザープロファイリングとは、個人情報の収集、集約、分析により、ある特定の自然人個人の特徴

（例えば、職業、経済、健康、教育、個人的嗜好、信用、行動等）について分析又は予測し、その個人

の特徴モデルを形成するプロセスをいう（改正規範 3.8 条）。 
10 パーソナライズとは、表示特定の個人情報主体のネットワーク閲覧履歴、興味嗜好、消費記録及び

習慣等の個人情報に基づき、当該個人情報主体向けに情報内容を表示し、商品又はサービスの検索結果

を提供する等の行為をいう（改正規範 3.16 条）。 
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また、個人情報管理者がパーソナライズを行う場合、パーソナライズされた内容

とパーソナライズされていない内容とが峻別できるように表示しなければならず、

パーソナライズ表示モードに対するオプトアウト又は無効化を簡易かつ直観的に選

択できるような機能を実装しなければならないといったこと等が規定されている

（改正規範 7.5 条）。 

 

（4）個人情報主体によるアカウント抹消要求への対応に関する基準の厳格化 

現行規範では、個人情報管理者は個人情報主体に簡易な操作でアカウントを抹消

できる方法を提供しなければならず、アカウント抹消後、その個人情報を遅滞なく

削除し、又は匿名化処理しなければならないとのみ規定されていたが（現行規範 7.9

条）、改正規範では、抹消に関する要請がさらに追加されている。 

具体的には、①アカウントの抹消申請に対する対応は 15 営業日以内に行うこと、

②抹消の際に身分確認等のために再度個人情報主体に提供を求める個人情報の内容

は、登録や使用の際に要求された内容を超えてはならないこと、③複数の製品又は

サービスのアカウントを一括で抹消しなければならないといった不合理な条件又は

不必要な要求を課し、個人情報主体の義務を加重してはならないこと等が規定され

ている（改正規範 8.5 条 b～d）。また、アカウント抹消後、法律法規の要求で個人情

報を保存しなければならない場合でも、当該個人情報を通常の業務に利用してはな

らない旨が規定されている（改正規範 8.5 条 f）。 

 

（5）第三者接続の管理規則の新設 

改正規範では、個人情報管理者が提供する製品又はサービスに、個人情報収集機

能のある第三者の別の製品又はサービスを接続している場合で、個人情報の処理の

委託（改正規範 9.1 条）及び個人情報共同管理（改正規範 9.6 条）に該当しない場

合において、個人情報管理者は接続管理体制を確立すること、個人情報主体に対し

て当該製品又はサービスが第三者の提供によるものであると明確に表示すること、

当該第三者を監督すること等の義務が新しく規定されている（改正規範 9.7 条）。 

 

上記のほか、改正規範では、複数の業務サービスを提供する場合に、個人情報の収

集の同意を当該複数のサービスに関して一括して要求すること等の禁止（改正規範

5.3 条）、プライバシーポリシーの個人情報保護ポリシーへの改称（改正規範 5.5 条）、

業務目的別に収集された個人情報を集約統合する際の取扱いの制限（改正規範 7.6条）、

個人情報取扱いに関する責任部門及び責任者の明確化（改正規範 11.1 条）等につい

ても新設・改正を行っている。 

 

（全 11 条） 
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2. 「証券会社の一部行政審査認可項目等事項の取消又は調整に関する

公告」 

（原文「关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告」） 

中国証券監督管理委員会公告[2020]18 号、中国証券監督管理委員会 2020 年 3 月 3

日公布、同日施行 

 

中国証券監督管理委員会（以下、「中国証監会」という。）は、2020 年 3 月 3 日、

「証券会社の一部行政審査認可項目等事項の取消又は調整に関する公告」（以下、「本

公告」という。）を公布した。2019 年に改正された「証券法」11は、証券会社に関す

る行政審査認可項目を削減したが、本公告は、その詳細を規定したものである。本公

告における行政審査認可項目に関する取消又は調整は 2020 年 3 月 1 日から施行され

た。 

本公告が規定する取消又は調整の概要は下表のとおりである。 

 

番号 項目 本公告 2019 年改正前の証券法 

1 証券会社の支店等

の開設、買収又は

抹消の審査認可 

設立等から 5 営業日

以内に中国証監会の

出先機構に対して届

出なければならない
12 

国務院証券監督管理機

構13の認可を得なければ

ならない（2019 年改正

前証券法 129 条） 

2 証券会社の董事、

監事、高級管理職

の就任資格の審査

確認 

董事等の任命等から

5 営業日以内に中国

証監会の出先機構に

対して届出なければ

ならない（証券法 124

条） 

就任前に国務院証券監

督管理機構の審査確認

を得た就任資格を取得

しなければならない

（2019 年改正前証券法

131 条） 

3 証券会社の国外で

の設立、買収又は

証券経営機構への

株式参入の審査認

可 

設立等の決議日から

5 営業日以内に中国

証監会に対して届出

なければならない 

国務院証券監督管理機

構の認可を得なければ

ならない（2019 年改正

前証券法 129 条） 

4 保証推薦機構の登

録 

証券会社の業務範囲

の審査認可手続の一

環として審査認可を

行う14 

独立の審査認可事項と

して審査認可を行う

（「証券発行上場保証推

薦業務管理規則」3 条） 

5 証券会社が顧客の

証券売買のために

証券会社の業務範囲

の審査認可手続の一

独立の審査認可事項と

して審査認可を行う

 
11 本ニュースレターNo.319（2020 年 1 月 24 日発行）をご参照ください。 
12 脚注 13 に記載の通り、中国証監会及びその出先機構が国務院証券監督管理機構を構成するものであ

り、所轄の行政機関の変更を伴うものではない。 
13 国務院証券監督管理機構は、中国証監会及びその出先機構により構成される。中国証監会は中国証券

監督管理機構の直轄の公的機関である（「国務院弁公庁による中国証券監督管理委員会職能配置、内部

機構及び人員編成規定を公布する通知」）。 
14 当該項目は改正以前より証券会社の業務範囲として規定されており、本公告は証券会社の業務範囲を

変更するものではない。 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00041165/20200124-103509.pdf
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金銭又は証券の貸

付サービスを提供

する業務の審査認

可 

環として審査認可を

行う15 

（2019 年改正前証券法

142 条） 

6 登録資本の増加に

伴う持分構成の重

大な変更調整の発

生、登録資本の減

少、会社定款中の

重要な条項の変更 

変更等から 5 営業日

以内に中国証監会出

先機構に対して届出

なければならない16 

 

国務院証券監督管理機

構の認可を得なければ

ならない（2019 年改正

前証券法 129 条） 

 

また、本公告は、財務顧問機構が証券サービス業務に従事することにつき審査認可

による管理から事後届出による管理に変更すること及び中国証券業協会に、証券業務

従事者についての事後登記管理の実施の権限を与えること等も規定している。 

 

（全 4 条） 

 

Ⅳ.  司法解釈 

該当なし 

 

Ⅴ.  地方レベル 

該当なし 

 

Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

   該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 当該項目は改正以前より証券会社の業務範囲として規定されており、本公告は証券会社の業務範囲を

変更するものではない。 
16 なお、証券会社の業務範囲の変更、主要株主（当該証券会社の 25％以上の持分を保有する株主又は 5％

以上の持分を保有し、かつ持分の保有比率が最も高い株主）又は実質的支配者の変更、合併・分割は、

国務院証券監督管理機構の審査確認を要する（証券法 122 条）。 



 
 

 

 

 

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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（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、富永裕貴、水本真矢、福島翔平、 

岩佐勇希、真下敬太、木内遼、塩崎耕平、紫垣遼介、本嶋孔太郎 

李珉、姚珊、吉佳宜、崔俊、張超、解高潔、胡勤芳、高玉婷、柴巍、戴楽天、 

呉馳、孟立恵、張雪駿、沈暘 

 

 
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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