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中国最新法令 < 速報 >

※月 2 回発行 2021 年 2 月 12 日号（No.346） 

Ⅰ. 全人代レベル 

1.「海警法」

2.「行政処罰法（2021 年改正）」 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

1.「化粧品登録届出管理規則」 

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 

1．「海警法」 

（原文「海警法」） 

中華人民共和国主席令第 71 号 

全国人民代表大会常務委員会 2021 年 1 月 22 日公布、2021 年 2 月 1 日施行 

「海警法」（以下「本法」という。）は、海洋警察機構の職能、位置づけ、権限措置

及び監督について体系的かつ明確に規定し、海上の権益維持と法律執行について、業

務メカニズムを健全なものへと改善し、その責任の履行に対し法律による保障を提供

するものとされており1、人民武装警察法247 条の「人民武装警察部隊の海上の権益維

持と法律執行の任務を執行するのは、別途法律で定める」との規定に基づいて、中央

軍事委員会のもと、行政法及び海洋法方面の専門家や学者の意見を聴取したうえで制

定された3。草案公表時の中国人民武装警察部隊司令員による説明によれば、中国の

海上権益に関する争いは深刻で複雑な局面に直面しているところ、本法施行前は、海

警機構が海上権益の維持に関して法律執行活動を展開する法的根拠が分散しており、

法律執行に関する一部の文書は内部的効力しか有しておらず、法的効力に欠けるとい

う問題があり、これを解決するため本法の制定が必要とされた。 

本法は、①総則、②機構と職責、③海上安全警備、④海上行政法律執行、⑤海上犯

罪捜査、⑥警察装備品と武器の使用、⑦保障と協力、⑧国際協力、⑨監督、⑩法律責

任及び⑪附則の 11 の章、合計 84 条によって構成される。以下では、重要な内容に絞

って紹介する。 

1 http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202101/e496ce89079c4565aefceeca6ef8b97c.shtml 
2 本ニュースレターNo.333（2020 年 8 月 7 日発行）をご参照ください。 
3 注[1] 
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（1）海警機構の構成、基本的任務の明文化 

本法は、海警機構の構成を法律上初めて明確に規定した4。人民武装警察部隊海警

部隊が、海警機構として、海上権益の維持に係る法律執行の職責を統一的に履行す

る。海警機構には、中国海警局及びその海区分局、直属局、省級海警局、市級海警

局及び海警業務ステーションが含まれる（2 条）。 

海警機構は中華人民共和国の管轄海域（後述）及びその上空において海上権益維

持・法律執行活動を行う（3 条）。その基本的任務は、①海上の安全警備を展開し、

②海上における治安秩序を維持し、③海上密輸・密航犯罪を防止し、④職責の範囲

内で海洋資源の開発利用・海洋生態環境の保護・海洋漁業生産業務等に対する監督・

検査を行い、⑤海上における違法な犯罪活動を予防・阻止・処罰することである（5

条）。 

 

（2）海上の安全警備 

海警機構は、下表の海上安全警備のための措置をとることができる。当該措置に

は、武器使用も含まれる（武器使用については次項も参照されたい。）。 

項目 対象地域 措置内容 

外国船舶

への識別

調査、追跡

監視、臨

検、逃亡阻

止等 

中国の 

管轄海域 

（後述） 

左記海域で航行し、停泊し、作業する外国船舶に対し識別・調査

を行い、当該船舶の基本的情報及びその航行・作業の基本的状况

を調査した上、違法の疑いがある外国船舶に対して、追跡監視な

どの措置を取ることができる（16 条）。 

左記海域で航行、停泊、作業する船舶に対し、臨検し検査を行う

ことができる（18 条 1 項）。検査への協力を拒んだ場合には強制

検査を行うことができ、現場から逃亡する場合は、それを阻止、

追跡するに必要な措置をとることができる（18 条 2 項）。 

外国船舶 中国領海 左記海域に不法に進入した外国船舶に対して、直ちに退去を命

 
4 中国海警局の管轄機関や設立の経緯は下表のとおりである。中国海警局に関する職権は、2018 年に国

務院から中央軍事委員会に移管された。 

年 機関 根拠規定 

2013 

国家海洋局の中国海監、公安部の辺防海警、農業部

の中国漁政、海関総署の海上密輸防止警察 

 

↓ 

国家海洋局（中国海警局） ※国務院公安部の指導下 

 

↓ 

人民武装警察部隊  ※中央軍事委員会の指揮下 

「国務院機構改革及び職能転換方

案」* 

「国家海洋局主要職責内設機構及

び人員編制規定」** 

2018 

「党及び国家機構改革深化方案」

*** 

「中共中央中国人民武装警察部隊

指導、指揮体制の調整に関する決

定」**** 

* http://www.ce.cn/ztpd/xwzt/guonei/2013/jjgg/参照 

** http://politics.people.com.cn/n/2013/0710/c1001-22139277.html 参照 

*** http://www.gov.cn/zhengce/2018-03/21/content_5276191.htm#1 参照 

**** http://www.gov.cn/zhengce/2017-12/27/content_5250896.htm 参照 

http://www.ce.cn/ztpd/xwzt/guonei/2013/jjgg/
http://politics.people.com.cn/n/2013/0710/c1001-22139277.html
http://www.gov.cn/zhengce/2018-03/21/content_5276191.htm#1
http://www.gov.cn/zhengce/2017-12/27/content_5250896.htm
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の退去等 内の海域 じ、又は差押、駆逐、強制退去などの措置を取ることができる（17

条）。 

突発的 

事件への

措置 

海上 

海上で突発的事件を処置する緊急の必要がある場合は、以下の措

置をとることができる（19 条）。 

① 船舶に航行、作業の停止を命ずること 

② 船舶に航路の変更又は指定地点へ向かう旨命ずること 

③ 船舶上の人員に下船を命じ、又は人員の乗船、下船を制限

し若しくは禁止すること 

④ 船舶に貨物の荷下ろしを命じ、又は貨物の荷下ろしを制限

し若しくは禁止すること 

⑤ 法令が定めるその他の措置 

建築物等

の設置停

止、撤去 

中国の 

管轄海域

及び島嶼 

（後述） 

外国の組織及び個人が、認可なく左記地域において建築物、構築

物を建造し、又は各種の固定若しくは浮動する装置を設置した場

合、これらの違法行為を停止すること、期限内にこれらを撤去す

ることができる（20 条前段）。 

命令が遵守されない場合には、違法行為を阻止し又は前記構造物

等を強制的に撤去することができる（同条後段）。 

外国軍用

船舶等へ

の離脱命

令等 

中国の 

管轄海域 

（後述） 

外国の軍用船舶又は非商業目的で利用する外国政府の船舶が左

記海域で中国の法令に違反する行為を行った場合、必要な警告と

管理措置を講じて制止し、直ちに関連海域からの離脱を命じるこ

とができる（21 条 1 項）。 

離脱を拒みかつ重大な危害又は脅威を生じさせる場合は、強制駆

逐、強制曳航等の措置をとることができる（21 条 2 項）。 

武器使用

等 
海上 

国家主権、主権的権利及び管轄権が、海上において外国の組織、

個人により不法な侵害を受けている場合又は不法な侵害を受け

る急迫の危険に直面している場合、本法又は他の法令に基づき、

当該外国の組織、個人に対して「武器の使用を含む侵害を制止し

危険を排除するに必要なあらゆる措置」をとることができる（22

条）。 

 

（3）武器使用権限 

海警機構の人員は、次の各号に掲げる行為のいずれかに該当する場合であり、か

つ、警告が功を奏しなかった場合には、携帯する武器を使用できるものとされる（47

条）。警告が間に合わず又は警告によってさらに重大な危害結果が生じる可能性があ

る場合は、警告をせず直接武器を使用することもできる（49 条）。 

① 当該船舶に犯罪被疑者が乗船していること、又は武器、弾薬、国家秘密資料、

麻薬等を違法に積載輸送していることを示す証拠が存在する場合であって、

停船命令に従うことを拒否する場合 
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② 外国船舶が中国の管轄する海域に侵入して不法に生産活動に従事し、停船命

令に従うことを拒否し又はその他の方法で乗船、検査を受けることを拒否し、

武器使用以外の措置を用いては違法行為を止めることができない場合 

また、次の各号に掲げる行為のいずれかに該当する場合には、海警機構の人員は、

携帯する武器以外に、船舶又は航空機に搭載された武器を使用することができる（48

条）。 

① 海上のテロリズム防止任務を執行する場合 

② 海上の重大な暴力事件を処理する場合 

③ 法律の執行を行っている船舶、航空機が武器又はその他の危険な方法で攻撃

された場合 

海警機構の人員は、違反犯罪行為の程度及び緊急性に基づいて、武器使用の必要

限度を合理的に判断しなければならないとされている（50 条）。 

 

（4）適用対象地域 

本法の適用対象地域となる「中国の管轄海域」及び「島嶼」5について、本法上定

義されていない。 

本法の草案段階では、「中国の管轄海域」を「中華人民共和国の内海、領海、接続

水域、排他的経済水域、大陸棚、及び中華人民共和国が管轄するその他の海域」と

広く定義する規定を置いていた6（同 74 条 2 号）7が、立法段階で削除された（78

条）。 

また、管轄海域以外の区域においても、海警機構が法令や中国の締結、参加した

国際条約に基づき法執行任務を執行するときは、本法の関連規定を参照して関連手

続を執行できるとも定める（81 条）。 

 

上記のほか、本法は、海警機構の職責（12 条）、海上における行政法律執行の手

続（23～37 条）、海上における犯罪捜査、証拠収集及び刑事強制措置の手続（38～

45 条）、国際協力（63～65 条）のほか、外国が中国公民、法人及びその他の組織に

対し海上の法執行につき差別的禁止、制限等の特別な措置をとる場合は、海警機構

は相応の対等の措置をとることができる旨（79 条）等を規定している。 

 

（全 84 条） 

 

 
5 さらに、1992 年に制定された中華人民共和国領海及び接続水域法 2 条 2 項は、中華人民共和国の陸

地領土に、尖閣諸島（原文「釣魚島在内的付属各島」）や南沙群島が含まれる旨明示している

（http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/05/content_4562.htm）。 
6 https://npcobserver.com/wp-content/uploads/2020/11/Coast-Guard-Law-Draft.pdf 
7 このほか、2016 年に最高人民法院が定めた「我が国の管轄海域において発生した関連案件の審理の若

干問題に関する規定（一）」1 条も、「管轄海域」を「中華人民共和国の内水、領海、接続水域、排他的

経済水域、大陸棚、及び中華人民共和国が管轄するその他の海域」と広く定義していた

（http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-24261.html）。 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/05/content_4562.htm
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-24261.html
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2．「行政処罰法（2021 年改正）」 

（原文「行政处罚法」） 

中華人民共和国主席令第 70 号 

全国人民代表大会常務委員会 2021 年 1 月 22 日公布、2021 年 7 月 15 日施行 

 

2021 年 1 月 22 日、全国人民代表大会常務委員会は、「行政処罰法（2021 年改正）」

（以下「2021 年改正法」という。）を公布した。 

改正の背景は、現行の行政処罰法（以下「現行法」という。）施行以来積み重ねら

れてきた経験に基づき、実務上生じてきた新たな問題に対応することにあると説明

されている8。 

2021 年改正法の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）行政処罰の定義、種類について 

2021 年改正法は、現行法で規定の無かった行政処罰の定義について、行政処罰と

は、行政機関が行政管理秩序に違反した公民、法人又はその他の組織に対して、権

益の減損又は義務の増加を通じて懲戒を与える行為をいうものと規定した（2 条）。 

また、2021 年改正法は、現行法 8 条が定めた行政処罰の類型9に加えて、①通報10、

②資格等級の引き下げ、③生産経営活動の展開の制限、④閉鎖命令、⑤一定の事業

への従事の制限という類型を追加した（9 条）11。 

 

（2）行政処罰の管轄及び適用について 

a. 機関 

現行法では、県レベル以上の地方人民政府の行政機関のみ、行政処罰の権限を有

するとされている。2021 年改正法は、これを原則としつつ、必要な場合は郷鎮人民

政府及び街道弁事処に行政処罰を行う権限を委任することができるとし、行政処罰

を行う権限の委任手続を定めている（24 条）。 

 

 
8 2020 年 6 月 28 日第十三回全国人民代表大会常務委員会第 20 次会議における「行政処罰法（改正草

案）」に関する説明：www.npc.gov.cn/npc/c30834/202101/5936c4478a8b4d79a0edcdc589151a9b.shtml。 
9 8 条 行政処罰の種類は以下のとおりである。 

(1)警告 

(2)過料 

(3)違法所得の没収、不法財物の没収 

(4)生産停止・営業停止の命令 

(5)許可証の暫時没収又は取消、免許の暫時没収又は取消 

(6)行政拘留 

(7)法律、行政法規の定めるその他の行政処罰 
10 原文「通報批評」。行政処罰の内容等を関係部署等に通知報告し、企業信用情報システム等において

公開することをいう。 
11 これは、実務上にはなかった行政処罰を新たに設定するのではなく、各部門法に既に存在している行

政処罰を吸収して 2021 年改正法により統合されたと理解される。例えば、①が証券業の「顧客取引決

済資金管理規則」30～35 条、②が建築業の「建設工事品質管理条例」60～68 条、③及び⑤が「生物安

全法」74、79 条、④が「薬品管理法」115 条などに既に存在していることが挙げられる。 

www.npc.gov.cn/npc/c30834/202101/5936c4478a8b4d79a0edcdc589151a9b.shtml
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b. 行政処罰の減免事由 

2021 年改正法は、現行法 27 条が定める行政処罰の必要的減軽事由12に加えて、①

勧誘されて違法行為を実行した場合、②行政機関が把握していない違法行為を積極

的に供述した場合を必要的減軽事由に追加した（32 条）。 

また、2021 年改正法は、初めての違法行為であって、危害結果が軽微でありかつ

遅滞なく是正された場合、行政処罰を与えないことができる、さらに当事者が主観

的故意・過失13がないことを証明するに足りる証拠を有する場合、行政処罰を与えな

い旨規定した。なお、法により当事者の違法行為に対して処罰しない場合、行政機

関はその者に対して教育を行わなければならないものとした（33 条）。 

 

c. 行政処罰裁量基準 

2021 年改正法は、行政機関が、行政処罰裁量基準を制定し行政処罰裁量権を行使

することができるとし、行政処罰裁量基準は、社会に公表しなければならないと新

たに規定した（34 条）。 

 

d. 処罰権限の消滅 

2021 年改正法では、違法行為が 2 年以内に発覚しなかった場合、行政処罰を与え

ないと規定されている。ただし、公民の生命健康安全及び金融安全に関わり、かつ

危害結果がある場合は、上記の期間を 5 年に延長した（36 条）。また、法律に別途

の定めがある場合は、この限りでない。 

 

e. 行政処罰の無効 

現行法 3 条は、法定の根拠がない場合又は法的手続をとってない場合は行政処罰

は無効であるとする。これに対して、2021 年改正法は、行政処罰に根拠がないとき、

実施主体が行政主体資格を有しないとき、又は法定手続違反が重大かつ明らかな違

法を構成するときは、行政処罰は無効となると規定した（38 条）14。 

 

（3）行政処罰の手続について 

a. 行政法執行の三制度 

2021 年改正法により、行政法執行につき三つの制度、すなわち①行政処罰の実施

 
12 27 条 当事者に、以下に記載する情状のいずれかがある場合は、法により軽きに従い行政処罰を与

え、又は行政処罰を減軽しなければならない。 

(1)自発的に違法行為による危害結果を除去又は軽減した場合 

(2)他人の脅迫を受けて違法行為を行った場合 

(3)行政機関に協力して違法行為の取締に貢献した場合 

(4)法により軽きに従い行政処罰を与え、又は行政処罰を減軽すべきその他の場合 

違法行為が軽微で遅滞なく是正され、危害結果をきたさなかった場合は行政処罰を与えない。 
13 原文「主観過錯」。 
14 現行法と比べて、実務上、実施主体が行政主体資格を有しないときに、行政処罰がすべて無効となり、

無効の範囲は拡げられたといえよう。しかし一方、法定手続違反が重大かつ明らかな違法を構成すると

きにのみ、行政処罰が無効となり、無効の範囲が従前より縮小されたか否かは懸念されており、現時点

では明らかではなく、これから実務上の動向に注目する必要がある。 
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機関、立件根拠、実施手続及び救済経路等の情報は、公示しなければならない、と

いう公示制度（39 条）、②行政処罰の開始、調査、証拠の調査取得、審査、決定、

送達、執行等につき、全過程の記録を行い、档案として保存しなければならない、

という全過程記録制度（47 条）、③重大な公共利益にかかわる場合などの案件につ

いて、行政機関の責任者が行政処罰の決定を行う前に、行政処罰決定の法制審査に

従事する者が法制審査を行わなければならない、という重大法執行法制審査制度（58

条）が確立された。 

 

b. 突発事象 

新型コロナウイルスに関連して、2021 年改正法は、重大な感染症の発生等の突発

事象が発生した場合、突発事象により引き起こされる社会的危害を制御し、軽減し、

及び除去するため、行政機関は、突発事象対応措置に違反する行為に対し、法によ

り迅速に、重きに従い処罰すると規定している（49 条）。 

 

c. 行政処罰決定期限 

2021 年改正法は、現行法にはなかった行政処罰決定期限を追加し、行政機関は立

案日から 90 日以内に、行政処罰決定を下さなければならないとされた（60 条）。 

 

（4）過料について 

一つの違法行為が複数の法律に違反する場合、過料金額をいかに確定するかにつ

いて、2021 年改正法は過料の金額の高い規定に従って処罰すると明確にした（24

条）。また、現行法では、当事者が期限が到来しても過料を納付しない場合の追徴金

額（1 日につき過料金額の 3 パーセント）の上限を定めていなかったが、2021 年改

正法は当該追徴金額は過料金額を超えないと規定した（72 条）。当事者が行政不服

審査又は行政訴訟を提起する場合、行政不服審査又は行政訴訟期間中は追徴金額は

発生しない（73 条）。 

2021 年改正法は、簡易手続に適用される過料の金額上限を調整した。すなわち、

公民の場合は 50 人民元から 200 人民元に引き上げられ、法人又はその他の組織の場

合は 1,000 人民元から 3,000 元に引き上げられた（51 条）。 

 

（5）外国主体への適用 

外国人、外国組織等が中国領域内で違法行為を行い、行政処罰を与えるべき場合

には、法律に別途の定めがある場合を除き、この法律を適用する旨が明文で規定さ

れた（84 条）。 

 

（6）その他 

その他、2021 年改正法は、行政主体の回避義務（43 条）、決定事項等の公表（5、

20、24、34、41、48 条）、及び守秘義務（50 条）なども規定している。 
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（全 86 条） 

 

Ⅱ.  国務院レベル 

該当なし 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

   

1．「化粧品登録届出管理規則」 

（原文「化妆品注册备案管理办法」） 

国家市場監督管理総局令第 35 号 

国家市場監督管理総局 2020 年 12 月 31 日公布、2021 年 5 月 1 日施行 

 

国家市場監督管理総局は、2020 年 12 月 31 日、「化粧品登録届出管理規則」（以下

「本規則」という。）を公布した。本規則は 2021 年 5 月 1 日より施行される。 

本規則公布に先立って、国務院は、2020 年 6 月に「化粧品監督管理条例」（以下「本

条例」という。）を公布し、国内において生産され又は取扱われる化粧品15に対して、

特殊化粧品16及び高リスクの化粧品新原料17について登録管理制を実行し、普通化粧

品及び高リスクではない化粧品新原料について届出管理制を実行する、という分類管

理制度を確立した。本規則は、本条例の関連規則として、本条例により確定された化

粧品管理制度（登録、届出手続及び監督管理手法等）の詳細を明確化し、化粧品の品

質の安全性を図るものである。 

本規則の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1）化粧品新原料及び化粧品登録届出主体 

化粧品、化粧品新原料の登録者、届出者は、法に従い関連登録、届出義務を履行

しなければならず、化粧品、化粧品新原料の品質の安全性に対して責任を負う（7

条 1 項）。 

登録者、届出者が国外にいる場合、中国における企業法人を国内責任者として指

定しなければならない。国内責任者は、海外にいる登録者、届出者の名義で登録又

は届出手続を代行し、登録者、届出者との契約により、国内市場に投入した化粧品、

化粧品新原料に対して相応の品質安全責任を負う等の義務を負う（8 条）。 

     

 

 
15 本条例 3 条：「塗布、噴霧またはその他の類似した方法により、皮膚、毛髪、爪、唇等人体の表面に

使用し、清潔、保護、美化、装飾を目的とする日用化学工業製品を指す。」 
16 本条例 16 条：「染髪、パーマ、シミ取り・美白、日焼け対策、脱毛対策に用いる化粧品、及び新たな

効果を公言する化粧品は、特殊化粧品とする。特殊化粧品以外の化粧品は、一般化粧品とする。」 
17 本条例 11 条：「わが国の国内において化粧品に初めて使用される天然または人工の原料は、化粧品の

新原料とする。」 



 

 

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。 

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

9 
 

中国最新法令 < 速報 > 

 
（2）化粧品新原料に対する監督管理 

a. 化粧品新原料の登録、届出手続 

化粧品新原料は、その使用前に登録又は届出を行わなければならず、化粧品新原

料の登録者又は届出者は、当該新原料の効能に応じて、本規則の規定に基づいて必

要資料を提供する18。 

 

b. 化粧品新原料に対する安全性モニタリングと報告 

 本規則は、登録、届出手続が完了した新原料に対して、3 年間の安全性モニタリン

グを実施するよう規定した（19 条）。以下、制度を詳述する。 

まず、当該期間内において、モニタリング対象となる新原料を化粧品生産に使用

することは認められるが、当該新原料を使用する化粧品の登録者、届出者は、当該

化粧品の関連登録、届出手続を行う際に、情報サービスプラットフォーム19を通じて

新原料の登録者、届出者の関連確認を経なければならない（20 条）。 

次に、化粧品新原料の登録者、届出者は、当該新原料の上市後、当該新原料に対

する安全性モニタリング及び評価システムを構築し、当該新原料の使用及び安全性

の状況を継続的にモニタリング及び評価しなければならない（21 条 1 項）。 

そして、安全性モニタリング期間において、登録者、届出者は、毎年、新原料の

使用及び安全性の状況を年度報告として国家薬品監督管理局に提出しなければなら

ない（21 条 2 項）。上記年度報告以外にも、登録者、届出者は、新原料に関する安

全性の状況等（例えば、他国において類似の新原料による重大な化粧品有害反応又

は集団性有害反応事件が発生した疑いがある場合等）について、即時に研究を始め、

技術審査評価機構に報告しなければならない（22 条）。 

 

（3）化粧品に対する監督管理 

 普通化粧品は上市又は輸入前に届出を完成させなければならず、特殊化粧品は生

産又は輸入前に申請書類を提出しなければならない（34、38 条）化粧品の登録者、

届出者は、当該化粧品の登録、届出を行う際、情報サービスプラットフォームを通

じて、当該化粧品に使用される原料の出所又はその安全性情報を明確にしなければ

ならない（30 条）。 

届出手続完了後の普通化粧品に関しては、正当な理由なく製品の名称及び効果を

変更してはならず、かつ、原則として製品の調製方法を任意に変更することも許さ

れない。普通化粧品の届出者は、毎年届出先である薬品監督管理部門に対して当該

 
18 本条例 11 条、12 条及び 13 条並びに本規則 13 条及び 14 条は、化粧品新原料の登録手続を以下のよ

うに規定する：「防腐、日焼け対策、着色、染髪、シミ取り・美白の効能を有する化粧品原料が中国に初

めて使用される場合、登録者は、国務院薬品監督管理部門に対して関連資料を提出し技術審査評価機構

による技術審査評価を受け、登録手続を行わなければならない。」 
19 国家薬品監督管理局ホームページにおける化粧品検索プラットフォーム: 
http://app1.nmpa.gov.cn/data_nmpa/face3/base.jsp?tableId=68&tableName=TABLE68&title=%B9%FA%B
2%FA%CC%D8%CA%E2%D3%C3%CD%BE%BB%AF%D7%B1%C6%B7&bcId=152904508268669766
289794835880&CbSlDlH0=qArTcaqGEcqGEcqGEid8raixvLB.trHQQRaVQi3gVEqqqcq 

http://app1.nmpa.gov.cn/data_nmpa/face3/base.jsp?tableId=68&tableName=TABLE68&title=%B9%FA%B2%FA%CC%D8%CA%E2%D3%C3%CD%BE%BB%AF%D7%B1%C6%B7&bcId=152904508268669766289794835880&CbSlDlH0=qArTcaqGEcqGEcqGEid8raixvLB.trHQQRaVQi3gVEqqqcq
http://app1.nmpa.gov.cn/data_nmpa/face3/base.jsp?tableId=68&tableName=TABLE68&title=%B9%FA%B2%FA%CC%D8%CA%E2%D3%C3%CD%BE%BB%AF%D7%B1%C6%B7&bcId=152904508268669766289794835880&CbSlDlH0=qArTcaqGEcqGEcqGEid8raixvLB.trHQQRaVQi3gVEqqqcq
http://app1.nmpa.gov.cn/data_nmpa/face3/base.jsp?tableId=68&tableName=TABLE68&title=%B9%FA%B2%FA%CC%D8%CA%E2%D3%C3%CD%BE%BB%AF%D7%B1%C6%B7&bcId=152904508268669766289794835880&CbSlDlH0=qArTcaqGEcqGEcqGEid8raixvLB.trHQQRaVQi3gVEqqqcq
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化粧品の生産、輸入状況及びコンプライアンス状況を報告しなければならない（37

条）。  

特殊化粧品に関しては、登録手続完了後に登録証明書（有効期間は最大で 5 年間）

が発行され、更新時に再度の審査を受ける方法で管理される（40 条）。なお、登記

証明書は譲渡してはならず、登録者の合併又は分割等といった組織変更の際に、変

更登録手続を行わなければならない（49 条 1 項）。 

 

（全 63 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 
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文献情報 

➢ 論文    「中国最新法律事情（248）個人情報保護法草案について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.49 No.1 

著者    森 規光 

 

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。 

 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について（2021 年 1 月 14 日更新） 

世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当事務所では下記の対応を実施

しております。 

 

■在宅勤務について 

11 都府県における緊急事態宣言の再発出を受けて、当事務所の国内オフィス（高

松オフィスを除く）では緊急事態宣言に沿う形で在宅勤務の比率を上げ、出勤者

を減らすなどの対応をとることとしております。当事務所のその他のオフィスで

も出勤者を減らすなどの対応をとっております。 

 

国内外すべての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継続で

きる体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切れ目なく継

続してまいります。 

 

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、担当者

の連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきますようお願い

申し上げます。 

 

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。予め

ご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをいただきます

ようお願い申し上げます。 

 

■当事務所主催のセミナーについて 

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は延期い

たします。但し、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの開催は継続

してまいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸いです。 

 

http://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/35.html
http://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/506.html
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なお、中止又は延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにその旨

を記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差し上

げます。既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問い合

わせください。 

 

■非対面会議への移行について 

クライアント等の皆様との会議につきましても、引き続き当面の間、対面での会

議は原則として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での実施すること

としております。 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 

 

 

中国プラクティスグループ 

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、五十嵐充、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、李昕陽、向師慧 

 
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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