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1. 「データ安全法（草案）」 

   （原文「数据安全法（草案）」） 

    全国人民代表大会常務委員会 2020 年 7 月 3 日公布、意見募集期限 2020 年 8 月

16 日 

 

全国人民代表大会常務委員会は、急速なデータ収集・利用の拡大やデータ産業の発
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展を受け、国家の安全保障と経済発展等を目的に、2020 年 7 月 3 日、「データ安全法

（草案）」（以下「本草案」という。）を公表した。 

「ネットワーク安全法」（2017 年 6 月施行）は、国家安全及びネットワークにおけ

る国家主権について言及し1、安全保障に重点を置いた規定を置きつつも、個人情報

及び重要データの保護の観点からのネットワーク運営者に対する規制等について広

く規定している。他方、本草案は、国家安全及び国家主権に加えて、「総体的国家安

全観」2の堅持にも言及し、また、主管部門が中央国家安全指導機構とされる（後記

（3））など、民間のデータ収集活動等におけるセキュリティ等を広く規制対象としつ

つ、国家安全の観点がより強調された内容となっている。 

また、データ（後述のとおり非電子的データも含まれる）及びその取扱いそのもの

に注目して規制する内容となっており、適用範囲は幅広いものとなっている。 

一方、本草案はあくまでも基本法ということで、規制にあたっての運用は法に基づ

くと規定されているにとどまり、運用方法が具体化されておらず、今後立法されてい

く見込みである。そのため、今後の立法過程や実務上の展開に注意が必要となる。 

また、本草案は、現時点では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点に留意されたい。 

主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）本草案の位置づけ 

本草案は、データ安全分野の基本法として位置付けられる3。ただ現時点では、本

草案と、データ安全分野と関連する「ネットワーク安全法」4や「輸出管理法（草案）」

5及び制定準備中の「個人情報保護法」6との整合性については、これからの立法動向

に注意する必要がある。 

 

（2）適用範囲 

本草案は、中国国内でデータ活動を行う場合に適用される。本草案にいう「デー

タ」とは、電子的又は非電子的方式によって情報を記録したものをいう。「データ活

動」とは、データの収集・保存・加工・利用・提供・取引・開示等をいう（3 条）。 

そして、国家秘密に係るデータ活動は「国家秘密保護法」等の規定に、個人情報

に係るデータ活動は制定準備中の「個人情報保護法」等の規定に従うとされ、軍事

データに関しては、中央軍事委員会が別途規定するとされている（49 条・50 条）。 

また、中国国外の組織又は個人がデータ活動を行い、中国の国家安全や公共の利

益又は公民若しくは組織の合法的権益を害した場合は、法に基づき責任が追及され

 
1 ネットワーク安全法 1 条。 
2 習近平総書記談話（2014 年 4 月 16 日中国共産党新聞網）等。 
3 本草案の起草説明（http://www.echinagov.com/info/283219）をご参照ください。 
4 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。 
5 本ニュースレターをご参照ください。 
6 http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202005/b6b0627ffb9e4ab382811b39d7ba9106.shtml をご参照くだ

さい。 

http://www.echinagov.com/info/283219
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202005/b6b0627ffb9e4ab382811b39d7ba9106.shtml
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るとされ、明確に域外適用について言及している点にも注意が必要である（2 条）。 

 

（3）データ安全の主管部門 

中央国家安全指導機構7は、データ安全に係る政策決定、統一的計画・調整を担当

し、国家のデータ安全戦略及び関連重大方針政策の検討制定と実施の指導を行う（6

条）。各地域及び各部門は、その地域又は部門におけるデータ安全について主体的な

責任を負う。そして公安機関、国家安全機関及び国家ネットワーク情報部門もデー

タ安全の監督管理の職責を負う（7 条）。 

 

（4）データ安全に関する制度 

本草案は、データ安全分野の基本法として、データ安全に関する様々な制度を規

定している。重要なものとして以下の制度が挙げられる。 

① データのレベル分け／分類・重要データの保護 

国は、データの重要性及び改竄、破壊若しくは漏洩され、又は違法に取得若し

くは利用された場合の危害の程度に基づき、データをレベル分け／分類し、保護

する。各地域及び各部門は、それぞれの地域、部門又は業種の重要データ保護目

録を作成し、当該目録に記入された重要データに対して重点的な保護を実施しな

ければならない（19 条）。そして、当該重要データの処理者は、データ安全の責

任者及び管理機構を設置し、データ活動について定期的にリスク評価を行い、そ

の結果を関連主管部門に報告しなければならない（25 条・28 条）。なお、本草案

は、レベル分け／分類の具体的基準及び重要データの具体的範囲までは触れてい

ない。 

② データ安全の審査制度 

国は、データ安全の審査制度を構築し、国家安全に影響を与え又は与えるおそ

れがあるデータ活動に対して国家安全審査を行う。法に基づき行った安全審査決

定をもって最終決定とする（22 条）。なお、当該安全審査について具体的にはま

だ法定されていない。 

③ データ輸出規制制度 

国は、国際的な義務の履行及び中国の国家安全の保護に関連して定められる、

規制品目にあたるデータに対して、法に基づき輸出規制を実施する（23 条）。具

体的には制定中の「輸出管理法」による。 

④ 差別的措置に対する報復措置 

本草案では、いかなる国又は地域であっても、データ及びデータの開発利用技

術等に関する投資・貿易に関して、中国に差別的禁止措置等を実施した場合は、

中国は、実際の状況に応じて当該国又は地域に対して相応な措置を取ることがで

きる、との報復措置が明記されている（24 条）。 

 
7 中央国家安全指導機構とは、中央国家安全委員会を指す。 
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（5）データ安全の保護義務 

全ての組織や個人は、データを収集するにあたって、適法かつ正当な手段をとら

なければならず、法律及び行政法規により定められた目的及び範囲に従ってデータ

を収集し、利用しなければならない（29 条）。データ取引の仲介サービスに従事す

る機構は、データの提供者にその出所に関する説明を求めなければならず、取引当

事者双方の身分審査、取引記録の保存をしなければならない（30 条）。オンライン

データ処理等のサービスを提供することを専門とする事業者は法により業務取扱許

可又は届出を取得しなければならない。具体的な方法は、国務院電信主管部門等が

制定する（31 条）。公安機関及び国家安全機関は、国家安全の保護又は犯罪捜査の

ためにデータの取得が必要となる場合、国家の関連規定に従い、厳格な認可手続を

経る必要がある。関連組織及び個人は、当該手続に協力しなければならない（32条）。

そして、中国国外の法執行機構が、中国国内に保存されるデータの取得を求めた場

合、関連組織及び個人は、関連主管機関に報告し、当該関連主管機関の認可を得な

ければ当該データを提供することができない。但し、中国が締結又は参加する国際

条約・協定に別段の定めがある場合は、その定めに従う（33 条）。 

 

（6）罰則等 

本草案は、主管部門が、本草案 25 条、27 条～31 条等に規定する義務に違反した

組織又は個人に対して、面談、警告、禁止命令、罰金等の処罰を課すことができる

旨を規定している（41 条～44 条）。また、データ安全に関する職責に違反する国家

機関の従業員らに対して、処分を与えるとも規定している（45 条・46 条）。 

 

                               （全 51 条） 

 

2. 「輸出管理法（草案二次審議稿）」 

（原文「出口管制法（草案二次审议稿）」） 

全国人民代表大会常務委員会 2020 年 7 月 3 日公布、意見募集期限 2020 年 8 月

16 日 

 

全国人民代表大会常務委員会は、2020 年 7 月 3 日、「輸出管理法（草案二次審議稿）」

（以下「本草案」という。）を公表した。 

本草案は、全国人民代表大会常務委員会が 2019 年に公布した「輸出管理法（草案）」

（以下「常務委一次審議稿」という。）89を踏まえ、一部内容を修正したものである。 

従前から、中国においても、軍事物資（軍需品）、核、生物、化学、ミサイル等を

 
8 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。 
9 なお、全人代常務委員会による第 1 次草稿に先立ち、2017 年 6 月、商務部が「輸出管理法（意見募集

稿）」を公表している。 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00041165/20200124-103509.pdf
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カバーする両用物資についての「初歩的」10な輸出管理の制度は存在している。本草

案（及び先行する商務部草案及び常務委一次審議稿）では、兵器・軍事技術の不拡散

に関する国際レジームや、近時の国際環境等を踏まえつつ、安全保障に関わる物品、

技術、サービスの輸出（国外移転）に対する規制の大幅な整備と強化が企図されてい

る。 

なお、商務部草案の規制内容に対しては、特に国外から強い懸念が示された11。常

務委一次審議稿ではこうした懸念や動きを踏まえて一定の内容の修正及び調整が行

われた12。しかし、いくつかの懸念点は、一次審議稿及び本草案でも残されたままと

なっている。例えば、いわゆる「みなし輸出」の問題、すなわち通常の中国国内か

ら国外への規制品目の移転に加えて、「中国の公民、法人及びその他の組織」から「外

国の自然人、法人及びその他の組織」に対する規制品目の提供も規制の対象に含ま

れている点13が、具体的にどのように適用されることになるのか（例えば、中国国内

の外商投資企業内部における技術等の提供や、中国国外における中国人と外国人の

間の技術等の提供への適用の可能性等）については、引き続き留意が必要である。 

また、規制品目の通過、中継及び通し運送のほか、再輸出（既に中国国外に輸出

された物品等の他国へのさらなる輸出）についても、輸出管理法の関連規定に基づ

き実施される旨が規定されている（45 条）。 

なお、本草案は、現時点でまだ草案であり、意見募集を踏まえて内容は修正される

可能性があり、正式に公布・施行されるまでは法令としての効力を有しない。 

本草案は、常務委一次審議稿から、全体的な体裁及び表現の調整のほか、主に以下

の点について変更をしている。 

 

（1）臨時規制制度の明確化 

本草案は、関連規定を統合して臨時規制制度をより明確に打ち出している。 

すなわち、本草案では、臨時規制制度について、国際義務の履行、国家安全の維

持保護の必要に基づき、国務院又は国務院及び中央軍事委員会の認可を受け、国家

輸出規制管理部門が、「規制リスト外」の貨物、技術及びサービスに対しても、臨時

的に規制対象とすることができる旨が規定された。なお、国家輸出規制管理部門は、

臨時規制実施期間満了前に、遅滞なく評価を行い、評価結果に基づいて臨時規制の

取消、延長又は臨時規制品目を規制リストに追加することを決定しなければならな

いとも規定されている（9 条 2 項）14。 

 
10 商務部「輸出管理法（公開草案）に関する意見募集の通知」（2017 年 6 月 17 日） 
11 米欧日三極共同意見書（2018 年 2 月 14 日提出）等。 
12 例えば、中国国外で生じる「再輸出」に対する、米国のデミニミスルールに基づく再輸出規制に類似

する規制の明確な形での規定は、常務委一次審議稿で削除され、本草稿でもこの点に変更はない。但し、

抽象的、一般的な形での「再輸出」（中国語「再出口」）に対する規制への言及は維持されており（45 条）、

懸念は完全に払しょくされていないともいえる。 
13 本草案 2 条 2 項。 
14 規制リストとは、規制品目を列挙したリストである。一次審議稿の時点から、本草案における、両用

品目、軍需品、核に関する規制リストの制定及びその公表部門についてはそれぞれ定めが置かれていた

が（9 条）、リスト自体はまだ公表されていない。 
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（2）エンドユーザー及び最終用途に対する管理の強化 

本草案では、エンドユーザー（最終使用者）及び最終用途に対する規制が強化さ

れた。 

常務委一次審議稿では、国家輸出規制管理部門が最終使用者及び最終用途証明文

書を評価しなければならないと規定されていた。 

本草案では、評価に加えて、「審査確認（原文：核査）と最終使用者及び最終用途

の管理強化」という文言を追加し、最終使用者及び最終用途に対する規制が一定程

度強化されている（17 条）15。 

 

（3）違法輸出行為に対するサービス提供の禁止 

本草案では、いかなる組織又は個人も輸出業者の違法輸出行為につき、代理、貨

物運送、配達、通関、第三者電子商取引プラットフォーム及び金融等のサービスを

提供してはならないとされている（20 条）。 

 

（4）域外適用規定の追加 

本草案は、「輸出管理法」の域外適用に関する規定を新たに追加した。 

具体的には、中国国外における組織又は個人が本法の輸出管理に関する規定に違

反し、拡散防止等国際義務の履行を妨害し、中国の国家安全及び利益を害した場合

には、法律に従って処理し、法的責任を負うこととなる旨規定した（44 条）。この

点については、その具体的な規制内容や運用によっては、日本企業等の外国企業の

中国ビジネスに影響を与える可能性があり、今後、中国国内外で議論となることが

予想される。 

 

（全 48 条） 

 

文献情報 

➢ 論文   「中国最新法律事情（242）中国の民法典の特色」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.48 No.7 

著者     射手矢 好雄 

 

NEWS 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（随時更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

 
15 なお、商務部草稿の段階で大きな懸念の一つとされた、エンドユーザー及び最終用途に関する証明書

の発行を「輸入者」自身に発行させるとした規定は、常務委一次審議稿で削除され、本草稿でもこの点

に変更はない（15 条）。 

http://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/35.html
http://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/506.html


 

 

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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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、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 

（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 
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