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中国最新法令 < 速報 > 

 
※月 2 回発行                   2021 年 5 月 14 日号（No.351） 

 

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．「海南自由貿易港の建設支持及び市場参入緩和の 

若干特別措置に関する意見」 

Ⅳ. 司法解釈 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

1．「データ安全法（草案二次審議稿）」 

2．「個人情報保護法（草案二次審議稿）」 

 

 

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 

 

1．「海南自由貿易港の建設支持及び市場参入緩和の若干特別措置に関

する意見」 

（原文「关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见」） 

発改体改〔2021〕479 号 

国家発展改革委員会、商務部、2021 年 4 月 7 日公布、同日施行 

 

「海南自由貿易港の建設支持及び市場参入緩和の若干特別措置に関する意見」（以

下「本意見」という。）は、「市場参入ネガティブリスト」1に定める計 30 項目につ

いて、海南において試験的に制限が緩和するものであり、医療、金融、文化、教育

等の分野における全 22 項目の特別措置を列挙している2。その主な内容は以下のと

おりである。  

 

 

 
1 本ニュースレターNo.344号（2021 年 1月 15 日発行）をご参照ください。 
2 国家発展改革委員会による政策解読

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202104/t20210413_1272190.html をご参照ください。 
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（1）医療分野 

医療分野における市場参入の緩和措置として、本意見は 7 項目を列挙している。

そのうち、重要なものとして、以下の項目が挙げられる。 

① 海南でデジタル処方センターを設立し、国内で販売されている処方薬には、原

則としてデジタル処方センターを通じてインターネット販売することを容認し

た。インターネット販売に当たり別途の審査・承認は行わないとしている（一

（一））。 

② 海南で登記した製薬企業が中国国内で 1～3 期の臨床試験を終えて、上市許可を

取得した新薬を、海南の医療機構が直接使用することを奨励し、関連部門は追

加で参入規制を設けてはならないとしている（一（三））。 

 

（2）金融分野 

 金融分野においては、証券会社、ファンド等の金融機構が海南に拠点を設立する

ことを法律をもって支持し、医療健康、長期介護等の商業保険の発展を奨励し、多

くの種類の養老金融の発展を支持する、とされたが（二（八））、このとおり抽象的

な記載にとどまっている。 

 

（3）その他分野 

 その他、新エネルギー自動車関連では、充電・電池交換インフラの建設運営、自

動運転の推進を（五（二十一））、航空宇宙分野では、航空宇宙分野の市場参入環境

の強化と各種商業宇宙産業の発展を（五（十七））、それぞれ定めている。 

 

（全 22 項目） 

 

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） 

 

1. 「データ安全法（草案）（二次審議稿）」 

   （原文「数据安全法（草案）（二次审议稿）」） 

    全国人民代表大会常務委員会 2021 年 4 月 29 日公布、意見募集期限 2021 年 5

月 28 日 
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全国人民代表大会常務委員会は、2020 年 7 月 3 日、「データ安全法（草案）」3（以

下「一次草案」という。）を公布し、意見募集を行った。そして 13 回全人代常務委

員会第 28 次会議における審議を経て、2021 年 4 月 29 に「データ安全法（草案）（二

次審議稿）」（以下「二次草案」という。）が公布された。 

二次草案は、一次草案の基本構造を維持してデータ処理活動全般について規制し

つつ、データの類別・レベル別保護制度を確立すること、及びデータ処理活動がネ

ットワーク安全等級保護制度4に依拠して行われるべきことについて新たに明言し、

更に罰則も強化した。 

主な内容は以下のとおりである。 

なお、二次草案は、現時点ではまだ意見募集稿であるため、さらに修正される可

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。 

 

（1）適用範囲 

二次草案では、データ安全法は中国国内における「データ処理活動」に適用する

と規定されている。「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

ものであり、「データ処理」とは、データの収集・保存・利用・加工・転送・提供・

開示等と規定されており（3 条）、民法典その他の法律との整合性を図るために一次

草案から文言に変更はあったが実質的な内容に変更はない5。 

また、域外適用について、一次草案では、「中国国外の組織又は個人による」デー

タ活動について法的責任を追及する場合が規定されていたが、二次草案では、「中国

国外で行われるデータ処理活動」により、中国の国家安全、公共利益又は公民、組

織の合法的な権益を害した場合、法に基づき、責任を追及すると規定し、データ安

全法が域外適用される旨をより明確にした（2 条）。なお、域外における具体的な法

的責任の追及方法については明記されていない。 

なお、国家秘密に係るデータ処理活動は「国家秘密保護法」等の規定に、個人情

報に係るデータ処理活動は制定中の「個人情報保護法」等の関連法律、行政法規に

従うものとされ、軍事データに関しては、中央軍事委員会がデータ安全法に基づき、

別途規定するとされている（51 条・52 条）。 

 

 

 

 
3 本ニュースレターNo.332（2020年 7月 27 日発行）をご参照ください。 
4 「ネットワーク安全法」21 条では、ネットワーク安全等級保護制度を実施すると規定している。ネッ

トワーク安全等級保護制度に関わる「ネットワーク安全等級保護条例」は現在制定中であり（2018年 6

月 27 日に意見募集稿が公布されている）、現在は、「ネットワーク安全等級保護検査評価プロセス指南」

「ネットワーク安全等級保護基本要求」等一連の国家基準が公表されている。 
5 全人代常務委員会による修正説明では、民法典等、他の法律との整合性を図るために文言上の修正を

行ったと説明されている

（http://www.npc.gov.cn/npc/c36748/202104/3250454b16324a4aa8da6de0dd85a110.shtml）。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00042709/20200727-041923.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00042709/20200727-041923.pdf
http://www.npc.gov.cn/npc/c36748/202104/3250454b16324a4aa8da6de0dd85a110.shtml
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（2）データ安全の管理監督 

中央国家安全指導機構6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）と規定されている。 

 

（3）データ安全に関する制度 

データ安全法では、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 データ安全協力体制 

国はデータ安全協力体制を構築し、データ安全保護事業について、各部門、業界組

織、企業、個人による共同参加を推進すると規定されている（9 条）。二次草案では、

各業界組織について、データ安全行動規範の制定、業界における自主規制の強化、

会員に対するデータ安全保護強化の指導等が要求されている（10 条）。 

② データ類別・レベル別保護制度 

二次草案は、国はデータの類別・レベル別保護制度を確立すると明記した。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、各データを類別・レベル別に保護し、更に重要データ

目録を確定したうえで重要データ保護を強化するとした。各地域及び各部門は、デ

ータ類別・レベル別保護制度に基づき、当該地域・部門及び業種・分野の重要デー

タ目録を作成し、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

ればならないと規定された（20 条）。 

また、データ処理活動は、インターネット安全等級保護制度の下で、全処理過程

におけるデータ安全管理制度を構築しなければならないと規定された（26 条）。 

なお、二次草案においても、データの分類、レベル分けについての具体的基準は

示されていない。また、二次草案で新たに明記された重要データ目録の確定につい

て、具体的には今後制定されると見込まれている。 

③ 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とした（23 条）。 

④ データの輸出管理規制 

国は、中国の国家安全・利益の維持及び国際義務の履行に関連し、規制品目に該

当するデータに対して、輸出管理規制法等の関連法律法規に基づき輸出規制を実施

するとした（24 条）。 

 
6 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 差別的措置に対する報復措置 

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、中国に対して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対等な措置を採ることができると明記さ

れている（25 条）。 

⑥ データの域外移転安全管理 

 二次草案では、データの域外移転安全管理について新たに規定された。重要情報

インフラ7運営者が中国国内における運営で収集及び生成した重要データの域外移

転安全管理については、施行済みのネットワーク安全法8に従うものと規定されてお

り、その他のデータ処理者による重要データの域外移転安全管理については、ネッ

トワーク情報サービス管理部門及び関連部門と協同して制定するとされている（30

条）。 

 

（4）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当たって、適法かつ正当な手段を採ら

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（31 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、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（32 条）。法律、行政法規によりデー

タ処理関連サービスについて行政許可の取得を要求されている場合、サービス提供

者は当該法に基づき許可を取得しなければならない（33 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てデータ取得を実施する。その際、関

連組織及び個人はデータの取得に協力しなければならない（34 条）。そして、中国

国外の司法又は執行機構が、中国国内に保存されているデータの取り調べを要求し

た際も、中国の主管機関の認可を取得しなければ当該データを提供してはならない。

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

めに従うと規定されている（35 条）。 

 

（5）罰則等 

二次草案では、データ処理活動を行う組織、個人が 26 条、28～30 条に違反した

 
7 「ネットワーク安全法」31 条では「国は、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界及び分野、並びにその他のひとたび破壊され、機能を喪失

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

のある重要情報インフラについて、ネットワーク安全等級別保護制度を基礎として、重点保護を実施す

る。」と規定されている。 
8 「ネットワーク安全法」37条では、「重要情報インフラの運営者は、中華人民共和国国内における運

営において収集し、及び発生した個人情報及び重要なデータについて、国内で保存しなければならない。

業務上の必要により、確かに国外に提供する必要がある場合は、国家ネットワーク情報部門が国務院関

連部門と共に制定した規則に従い安全評価を行わなければならない。法律、行政法規に別段の定めがあ

る場合は、その定めに従う。」と規定されている。 
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場合の法的責任が規定されており、過料の上限が 10 万元から 50 万元に引き上げら

れた。是正を拒んだ場合又は大量なデータの漏洩等重大な結果をもたらした場合は、

50 万元以上、500 万元以下の過料に処し、営業停止整頓、許可証の取消等を併科す

ることができると規定された（44 条）。データ取引の仲介サービス機構が 32 条に違

反した場合の法的責任も規定されている。また、二次草案では、データの取り調べ

に協力しない場合、及び国外の司法又は執行機構に対して 35 条に違反してデータを

提供した場合についても新たに罰則が設けられた（45 条、46 条）。また、データ安

全に関する職責に違反した国家機関の従業員らに対して処罰がなされる旨も規定さ

れている（47 条、48 条）。 

 

                               （全 53 条） 

 

2．「個人情報保護法（草案二次審議稿）」 

（原文「个人信息保护法（草案二次审议稿）」） 

全国人民代表大会常務委員会、2021 年 4 月 29 日公布、意見募集期限 2021 年 5

月 28 日 

 

全国人民代表大会常務委員会は、2021 年 4 月 29 日、「個人情報保護法（草案二次

審議稿）」（以下、「二次草案」という。）を公布した。二次草案は、全国人民代表大

会常務委員会が 2020 年 10 月 21 日に公布した「個人情報保護法（草案）9」（以下、

「一次草案」という。）を一部修正したものである。 

二次草案は、一次草案の枠組みを踏襲しており、また一次草案からの変更点は多

くないため、以下では一次草案からの変更箇所を中心に説明をしている。なお、二

次草案は、現時点では草案であるため、法令として公布・施行されるまでは法的拘

束力を有しないことに留意されたい。 

 

（1）個人情報取扱ルールの補完 

一次草案において、個人情報取扱者が個人情報を取り扱うことができる条件が規

定されていたが、二次草案では、この条件に、すでに公開されている個人情報を合

理的な範囲内で取り扱う場合が付け加えられた10。よって、二次草案においては、個

人情報取扱者11が個人情報を取り扱うことのできる条件は以下のとおりとなる（13

条 1 項）（二次草案で追加された部分は下記⑤下線部分）。 

 

 
9 本ニュースレターNo.340（2020年 11 月 13 日発行）をご参照ください。 
10 なお、「民法典」においても、自然人が自ら公開した情報又はその他のすでに合法的に公開されてい

る情報を合理的に取り扱う場合は、当該自然人が明確に拒絶した場合又は当該情報の使用がその重大な

利益を侵害する場合を除き、民事責任を負わないとされている（民法典 1036 条） 
11 個人情報取扱者とは、取扱目的、取扱方法等の個人情報の取扱に関する事項を自ら決定する組織又は

個人をいう（72 条）。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043566/20201113-120505.pdf
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① 個人の同意を取得しているとき 

② 個人を当事者の一方とする契約の締結又は履行のために必要であるとき 

③ 法定の職責又は法定の義務の履行のために必要であるとき 

④ 突発的な公衆衛生事象に対応するため、又は緊急の場合において自然人の生命

健康及び財産の安全を保護するために必要であるとき 

⑤ 二次草案の規定によりすでに公開されている個人情報を合理的な範囲内で取り

扱う場合 

⑥ 公共の利益のためニュース報道や世論による監督等の行為を実施するために合

理的な範囲内で個人情報を取り扱うとき 

⑦ 法律、行政法規に定めるその他の状況 

 なお、二次草案におけるその他の規定により個人情報を取り扱う場合は、個人の

同意を取得しなければならないが、上記②から⑦に該当する場合は個人の同意の取

得は不要である（13 条 2 項）。 

 また、二次草案は、14 歳未満の未成年の個人情報を取り扱う規制を厳格化した。

一次草案では、個人情報取扱者は、その取り扱う個人情報が 14 歳未満の未成年のも

のであることを知っている場合、又は知り得べき場合、その後見人の同意を取得し

なければならないとされていたが（一次草案 15 条）、二次草案では、主観的な要件

を削除した。そのため、二次草案においては、個人情報取扱者は、その取り扱う個

人情報が 14 歳未満の未成年のものであれば、それを知っているか又は知り得べきか

に関わらず、その後見人の同意を取得する義務を負うことになる（15 条）。 

 さらに、一次草案において、個人の同意に基づいて行う個人情報取扱行為につい

て、個人はその同意を撤回する権利を有することが定められていた（一次草案 16 条）

ところ、これに加えて、二次草案は①個人情報取扱者に対し、同意を撤回しようと

する個人に簡便な同意の撤回方法を提供することを義務付けており（16 条 1 項）、

②個人による同意の撤回は撤回前の同意に基づく個人情報の取り扱いに影響しない

ことを明確にしている（16 条 2 項）。 

  

（2）個人情報の越境提供ルールの明確化 

 一次草案において、個人情報の越境提供に関するルールが規定されていたが、二

次草案では、このルールに、個人情報取扱者が国外の受領者と契約を締結すること

により個人情報を中国国外に提供しようとする場合には、必ず国家ネットワーク情

報部門が制定した標準契約に従って契約を締結しなければならないと付け加えられ

た（38 条）（二次草案で追加された部分は下記③下線部分）。なお、標準契約の内容

は、現時点では、不明である。よって、二次草案においては、中国国外へ個人情報

を提供するためには、少なくとも次に掲げるいずれかの条件を備えていなければな

らないこととなる（38 条）。 

① 国家ネットワーク情報部門が行う安全評価に合格すること 

② 国家ネットワーク情報部門の規定に従い専門機構が行う個人情報保護に係る認
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証を受けていること 

③ 国家ネットワーク情報部門が制定した標準契約に従って国外の受領者と契約を

締結し、双方の権利及び義務を約定し、かつ、その個人情報取扱行為が本法に

定める個人情報保護基準を満たすよう監督すること 

④ 法律、行政法規又は国家ネットワーク情報部門が定めるその他の条件 

 

（3）大規模インターネットプラットフォーム 

二次草案は、基礎的インターネットプラットフォームサービスを提供し、ユーザ

数が多数で、業務の類型が複雑である個人情報取扱者に対して、新たに以下のよう

な義務を定めている（57 条）。これは一次草案に規定されておらず、二次草案で追

加された規定である。 

① 外部のメンバーを中心に構成される独立機構を設立し、個人情報の取扱活動に

ついて監督を行うこと 

② プラットフォーム内において製品又はサービスを提供している者が、法律、行

政法規に著しく違反して個人情報を取り扱っている場合、その者に対するプラ

ットフォームサービスの提供を停止すること 

③ 個人情報保護に関する社会責任報告書を定期的に公布し、社会の監督を受ける

こと 

  

（4）受託者の義務の強化 

二次草案では、個人情報取扱受託者も二次草案第 5 章（個人情報取扱者の義務（51

条～58 条））における義務を履行し、必要な措置を取って取り扱う個人情報の安全

を保障しなければならないとしている（58 条）。これにより、理論上は、外国の個

人情報取扱受託者も、中国国内で専門の機構を設置し、又は、代表を指定する義務

（53 条）などを履行しなければならないことになる。 

 

（5）自然人死亡の場合の権利行使主体の明確化 

二次草案では、自然人が死亡した場合、当該自然人の個人情報処理活動における

権利は、その近親者により行使されることを追加した（49 条）。 

    

（6）法的責任の強化 

 個人情報取扱者が個人情報を共同で取扱う場合において、個人情報の権益を侵害

したとき、一次草案では「法により」連帯責任を負うとされていたが、二次草案は、

当該条文における「法により」を削除した（21 条）。これにより、当該条項は単独

でも請求の根拠となり得、個人情報を共同で取扱う個人情報取扱者に対する連帯責

任の追及がより容易になると思われる。 

 また、二次草案は、個人情報の権益が個人情報の取扱活動により侵害された場合

において、個人情報取扱者は自身に過失がないことを証明できないときは、損害賠
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償など権利侵害責任を負わなければならないとし、個人情報取扱者の挙証責任を加

重した（68 条）。                        （全 73 条） 
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