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一、最新中国法令

一、最新中国法令





国务院关于落实《政府工作报告》重点工作部
门分工的意见

【发布单位】国务院
【发布文号】国发〔2020〕6 号
【发布日期】2020-06-11
【内容提要】国务院就《政府工作报告》确定的重
点工作，提出了部门分工意见。包括：

「政府活動報告書」における重点作業に係る部
門の役割配分に関する国務院による意見

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-06/11/co
ntent_5518699.htm

【発布機関】国務院
【発布番号】国発〔2020〕6 号
【発 布 日】2020-06-11
【概
要】国務院は「政府活動報告書」にて確定され
た重点作業に係る部門の役割配分に関し
て意見を打ち出している。具体的には以下
のものが含まれる。

外資参入ネガティブリストを大幅に削
減する（国家発展改革委員会、商務
部等にて職責に従い配分された役割
を遂行し、6 月末までに完成させる）。

クロスボーダーサービス貿易のネガティブ
リストを公布する（商務部主導の下
で、12 月末までに完成させる）。

自由貿易試験区に対して、より多くの
改革・対外開放に係る自主権を与え
る（商務部主導の下で、年内において
も引き続き推進する）。

サービス業対外開放拡大措置の総合
試行対象を増やす（商務部、税関総
署等において職責に従い配分された
役割を遂行し、12 月末までに完成さ
せる）。

中国企業と外資企業を対等に扱い、
公正な競争環境を整える（国家発展
改革委員会、商務部、市場監督管
理総局等において職責に従い配分さ
れた役割を遂行し、年内においても引
き続き推進する）。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-06/11/co
ntent_5518699.htm







大幅缩减外资准入负面清单。
（国
家发展改革委、商务部等按职责
分工负责，6 月底前完成）



出台跨境服务贸易负面清单。
（商
务部牵头，12 月底前完成）



赋予自贸试验区更大改革开放自
主权。
（商务部牵头，年内持续推
进）



增加服务业扩大开放综合试点。
（商务部、海关总署等按职责分
工负责，12 月底前完成）



营造内外资企业一视同仁、公平
竞争的市场环境。
（国家发展改革
委、商务部、市场监管总局等按
职责分工负责，年内持续推进）

全国重要生态系统保护和修复重大工程总体
规划（2021-2035 年）

【发布单位】国家发展和改革委员会、自然资源部
【发布文号】发改农经〔2020〕837 号
【发布日期】2020-06-03
【实施日期】2021-2035
【内容提要】该规划是国家层面出台的生态保护和
修复领域综合性规划，提出保护优先、
自然恢复为主、坚持科学治理等原则。
该规划将全国重要生态系统保护和修
复重大工程重点布局在青藏高原生态
屏障区、黄河河重点生态区、长江河
重点生态区、东北森林带、北方防沙
带、南方丘陵山地带、海岸带等区域。

【法令全文】请点击以下网址查看：

Leezhao Law Office · All rights reserved.

全国重要生態系統保護・修復重大プロジェクト
全体計画（2021-2035 年）

【発布機関】国家発展改革委員会、自然資源部
【発布番号】発改農経〔2020〕837 号
【発 布 日】2020-06-03
【実 施 日】2021-2035
【概
要】本計画は国レベルで公布された生態保護・
修復に関する包括的な計画であり、保護を
優先し、自然環境の再生を柱とし、科学的
手法による整備の徹底等を原則として掲げ
ている。本計画では全国の重要生態系統
保護・修復重大プロジェクトの重点対象区
域として、チベット高原障壁区、黄河重点
生態区、長江重点生態区、東北森林帯、
北方防砂帯、南方丘陵山地帯、海岸帯
等区域を挙げている。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
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全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划
（2021-2035 年）
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202006/t202
00611_1231112.html
新闻发布会
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202006/t2020
0611_1231140.html

全国重要生態系統保護・修復の重大プロジェクト全体
計画（2021-2035 年）
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202006/t202
00611_1231112.html
記者発表
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202006/t2020
0611_1231140.html





上海市人民政府关于进一步做好稳就业促发
展工作的实施意见

【发布单位】上海市人民政府
【发布文号】沪府规〔2020〕10 号
【发布日期】2020-05-29
【实施日期】2020-05-29
【内容提要】该意见提出 7 方面 26 条措施。包括：

加大减负稳岗力度

将阶段性降低失业保险费率、工伤保险费率
的政策实施期限延长至 2021 年 04 月 30 日。


对部分带动就业能力强、环境影响可控的项
目，制定环评审批正面清单，加大环评“放
管服”改革力度。


降低企业用电、用气、物流成本。
规范裁员行为

支持企业与职工集体协商，采取协商薪酬、
调整工时、轮岗轮休、在岗培训等措施，保
留劳动关系。


对拟进行经济性裁员的企业，指导其依法依
规制定和实施职工安置方案。



因新冠肺炎疫情导致劳动者暂不能返岗提
供正常劳动的，企业不得解除劳动合同或退
回劳务派遣用工。

稳定外贸扩大就业

探索进一步降低制度性成本。


扩大出口信用保险覆盖面、合理降低保费。

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319
/nw12344/u26aw65093.html
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雇用の安定化、発展促進に向けた更なる取組に
関する上海市人民政府による実施意見

【発布機関】上海市人民政府
【発布番号】滬府規〔2020〕10 号
【発 布 日】2020-05-29
【実 施 日】2020-05-29
【概
要】本意見では 7 つの面から 26 項目の措置を
打ち出している。具体的には以下のものが
含まれる。
負担軽減、職場安定化に力を注ぐ

失業保険料の料率、労災保険料の料率を段階
的に引下げる政策の実施期間を 2021 年 4 月
30 日まで延長する。

雇用創出につながることが多いに期待され、環境
への影響を抑制することができる一部のプロジェク
トについて、環境影響評価と審査許可に関する
ポジティブリストを制定し、環境影響評価の「行政
の簡素化と権限委譲、規制緩和と管理強化の
両立、行政サービスの最適化」改革に力を注ぐ。

企業の電力、ガス、物流に係るコストを削減する。
人員削減行為を規範化する

企業が従業員と団体交渉を行い、報酬について
の協議、労働時間の調整、シフト勤務制、職場
内研修等措置を講じ、労働関係を維持すること
を支持する。

経済的人員削減を実施する予定の企業に対し
て、法に依拠して従業員整備方案を制定し実施
するよう指導する。

新型コロナウィルス肺炎発生の影響を受けて、労
働者が一時的に職場復帰できず正常に労働を
提供することができない場合、企業は労働契約を
解除し、又は労務派遣労働者を派遣元に戻して
はならない。
対外貿易の安定化と雇用拡大

制度的なコストを更に引下げることについて検討
する。

輸出信用保険の対象範囲を拡大し、保険料を
合理的に引下げる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319
/nw12344/u26aw65093.html
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上海市商务委员会关于开展 2020 年度贸易型
总部认定申报工作的通知

【发布单位】上海市商务委员会
【发布日期】2020-05-26
【内容提要】该通知对贸易型总部的申报认定条
件、程序和材料要求等进行了明确。



2020 年度貿易型本部認定申告作業実施に関
する上海市商務委員会による通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://sww.sh.gov.cn/dwmy/20200526/368412f98f
774b41a5a3829c509734f7.html

【発布機関】上海市商務委員会
【発 布 日】2020-05-26
【概
要】本通知では、貿易型本部の申告認定条
件、手続き及び材料要件等について明確
にしている。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://sww.sh.gov.cn/dwmy/20200526/368412f98f
774b41a5a3829c509734f7.html





北京市人力资源和社会保障局、北京市财政
局、北京市税务局关于阶段性降低本市工伤保
险费率的通告

北京市の労災保険料料率を段階的に引下げるこ
とに関する北京市人的資源・社会保障局、北京
市財政局、北京市税務局による通告

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://rsj.beijing.gov.cn/xxgk/zcwj/202006/t202006
08_1919215.html

【発布機関】北京市人的資源・社会保障局、北京市
財政局、北京市税務局
【発布番号】京人社発〔2020〕4 号
【発 布 日】2020-06-03
【概
要】2020 年 5 月 1 日から 2021 年 4 月 30
日までの期間において、北京市における一
類から八類業種を対象として、雇用者負
担分の労災保険料料率を現行の料率から
20％引下げる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://rsj.beijing.gov.cn/xxgk/zcwj/202006/t202006
08_1919215.html





【发布单位】北京市人力资源和社会保障局、北京
市财政局、北京市税务局
【发布文号】京人社发〔2020〕4 号
【发布日期】2020-06-03
【内容提要】从 2020 年 05 月 01 日至 2021 年 04
月 30 日，北京市一类至八类行业用
人单位工伤保险费率，在现行费率的
基础上下调 20%。

浙江省人民政府关于做好稳外资工作的若干
意见

外資安定化の取組みに関する浙江省人民政府
による若干意見

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.zj.gov.cn/...

【発布機関】浙江省人民政府
【発布番号】浙政発〔2020〕10 号
【発 布 日】2020-05-28
【概
要】本意見では外資に対する市場参入規制を
更に緩和すること、特色ある産業に焦点を
あて高水準の対外開放プラットフォームを急
ぎ構築すること、外資プロジェクト要素保障
の強化、外資企業による研究開発、イノベ
ーションを後押しすること、外国人の浙江省
における就労の利便性を向上させること、投
資促進に力を注ぐこと、外国投資者の投
資・ビジネス環境を最適化すること、外資企
業の知的財産権保護強化等 9 つの方面に
係る措置を打ち出している。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.zj.gov.cn/...

【注】

如果需要了解法律、法规或政策的全文内容或
需要相关日文翻译服务，请与我们联系；

本栏目所公布的网址通常为官方网址，如果无
法访问，您可以通过搜索引擎查阅或与我们联
系。

【注】

法令・政策の全文の内容や相応の日本語訳のサ
ービスが必要な場合には、私共にご連絡ください。

ご案内する URL は政府筋の公式サイトですが、リ
ンクできない場合は、検索エンジンで検索いただく
か、私共にご連絡いただければと思います。

【发布单位】浙江省人民政府
【发布文号】浙政发〔2020〕10 号
【发布日期】2020-05-28
【内容提要】该意见提出进一步放宽外资市场准
入、聚焦特色产业加快建设高能级开
放平台、加强外资企业要素保障、支
持外资企业研发创新、提高外商来浙
工作便利度、加大投资促进工作力度、
优化外商投资营商环境、加强外资企
业知识产权保护等九方面的措施。

Leezhao Law Office · All rights reserved.
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二、里兆解读
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新版《个人信息安全规范》与《个人金融信息
保护技术规范》简要对比分析

新版「個人情報安全規範」と「個人金融情報保
護技術規範」を簡潔に比較し分析する

2020 年 03 月 06 日国家市场监管总局、国家
标准化管理委员会联合发布《信息安全技术 个人信
息安全规范》
（GB/T 35273-2020；以下简称“
《安
全规范》”
）
，将于 2020 年 10 月 01 日起生效。2020
年 02 月 13 日中国人民银行发布《个人金融信息保
护技术规范》（JR/T 0171—2020；以下简称“《金
融信息规范》”
）
，并于发布当日开始实施。本文将简
要对比《安全规范》和《金融信息规范》在适用范
围、保护对象、信息分类、保护措施等方面的异同。

2020 年 3 月 6 日、国家市場監督管理総局、国家
標準化管理委員会が「情報安全技術個人情報安全
規範」（GB/T 35273-2020、以下「『安全規範』」とい
う）を共同で公布し、2020 年 10 月 1 日から発効するこ
とになっている。2020 年 2 月 13 日には、中国人民銀行
が 「 個 人 金 融 情 報 保 護 技 術 規 範 」 （ JR/T 0171 —
2020、以下「『金融情報規範』」という）を公布し、公布
日当日から実施されている。本稿では、「安全規範」と
「金融情報規範」の適用範囲、保護対象、情報の分
類、保護措置等における共通点・相違点を簡潔に比較
し、考察する。





《安全规范》及《金融信息规范》的适用范围

规范
名称

《安
全规
范》

《金
融信
息规
范》

法律性质及适用
简要解读
范围
 法律性质：推  从法律性质上而言，
荐性国家标准
二者均属于推荐性
 适用范围：适
标准，均无强制约束
用于规范各类
力。但二者均为执法
组织的个人信
机构执法时的参考
息处理活动，
依据，执法机构有可
也适用于主管
能依据两类规范对
监管部门、第
相关企业开展检查、
三方评估机构
约谈等，并要求相关
等组织对于个
企业予以整改。
人信息处理活
动进行监督、
管理和评估。
 法律性质：推
荐性行业标准  《安全规范》的适用
范围大于《金融信息
 适用范围：适
规范》，其适用于所
用于提供金融
有行业。《金融信息
产品和服务的
安全规范》仅适用于
金融业机构，
金融行业，具体为持
并为安全评估
牌金融机构（例如商
机构开展安全
业银行、金融租赁公
检查与评估工
司、证券公司等）及
作提供参考。
涉及个人金融信息
处理的相关机构（可
能包括为持牌金融
机构提供技术服务
的供应商、数据分析
公司等）
。
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「安全規範」及び「金融情報規範」の適用範囲

規範 法的性質及び適用
考察ポイント
名称
範囲
 法的性質：推奨  法的性質からいえば、
性国家標準
この 2 つの規範は、い
 適用範囲：各種
ずれも推奨性標準に
組織の個人情報
該当し、強制的な拘
処理活動を規範
束力を有しない。しか
「安
化すること、並び
し、この両者は、法執
全規
に主管監督管理
行機構が法執行を行
範」
部門、第三者評
う際の参考根拠である
価機構等の個人
ため、法執行機構はこ
情報処理活動に
の 2 つの規範に依拠
対する監督、管
し、係る企業に対して
理、評価に適用
の検査、事情聴取等
される。
を行い、且つ是正を求
める可能性がある。
 法的性質：推奨
 「安全規範」の適用範
性業界標準
囲は「金融情報規
 適用範囲：金融
範」よりも広く、全業種
商品とサービスを
に適用される。「金融
提供する金融業
情報安全規範」は金
機構に適用さ
融業種のみに適用さ
れ、且つ安 全評
れ、具体的には、認
価機構が安全検
可を受けた金融機関
「金
査・評価作業を
（例えば、商業銀行、
融情
行う際に参考に
金融リース会社、証券
報規
することができる。
会社等）及び個人金
範」
融情報 の取 り扱 いに
関連する機構（認可
を受けた金融機関に
対し技術サービスを提
供するサプライヤー、デ
ータ分析会社等が含
まれる可能性があ
る）。
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《安全规范》及《金融信息规范》保护的对象

规范
名称

保护对象

简要解读

 保 护 的 对 象 为 个 人  个人金融信息
信息，即以电子或其
隶属于个人信
他方式记录的能够
息，属于个人
单独或与其他信息
信息的一个子
结合识别特定的自
项 。《 安 全 规
然人身份或反映特
范》保护所有
定自然人活动的各
种类的个人信
《安
种信息。具体包括个
息，而《金融
全规
人身份信息、个人财
信息规范》仅
范》
产信息、个人健康生
保护个人金融
理信息、个人生物识
信息。
别信息、个人教育工
作信息等。

《金
融信
息规
范》



 保护对象为个人金
融信息，指金融业机
构通过提供金融产
品和服务或者其他
渠道获取、加工和保
存的个人信息。具体
可分为账户信息、鉴
别信息1、金融交易信
息、个人身份信息、
财产信息、借贷信息
及其他反映特定个
人某些情况的信息。

保护对象

規範
名称

「安
全規
範」

「金
融情
報規
範」

《安全规范》及《金融信息规范》对于信息的
分类

规范
名称



简要解读

 将个人信息分为个人敏  《 安 全 规
感信息和个人非敏感信
范》和《金
息两类。
融信息规
 个人敏感信息指一旦泄
范》均根据
露、非法提供或滥用可能
信息的敏
《安
危害人身和财产安全，极
感程度，对
全规
易导致个人名誉、身心、
信息进行
范》
健康受到损害或歧视性
了分类。不
待遇等的个人信息。例
同种类的
如，个人财产信息（银行
信息，其保
账户、鉴别信息、存款信
护措施要
息、信贷记录、征信信息
求也不同。



規範
名称

「安全規範」及び「金融情報規範」の保護対象
保護対象

考察ポイント

 保護対象は個人情報  個 人 金 融 情 報
であり、即ち、電磁的
は個人情報に
又はその他方式により
隷属し、個人情
記録される、単独で又
報の下の小項
はその他の情報と結び
目に該当する。
つくことにより、特定の自
「安全規範」は
然人の身元を識別し、
全種類の個人
又は特定の自然人の
情報を保護する
活動を反映する各種
が、「金融情報
情報を指す。具体的に
規範」は個人金
は、本人確認情報、個
融情報のみを保
人財産情報、個人フィ
護する。
ジカ ルヘ ル ス情 報、個
人生体識別情報、個
人の教育・職務経歴情
報等が含まれる。
 保護対象は個人金融
情報であり、金融業機
構が金融商品及びサ
ービスを提供し、又はそ
の他のルートから取得
し、加工及び保存する
個人情報を指す。具
体的には、口座情報、
判別情報 1 、金融取
引情報、本人確認情
報、財 産情 報、貸付
情報及びその他特定
の個人の一部状況を
反映する情報に分ける
ことができる。

「安全規範」及び「金融情報規範」における情報
の分類
保護対象

考察ポイント

 個人情報は、機微情報と  「 安 全 規
非機微情報の 2 種類に分
範」と「金融
けられる。
情報規範」
 機微情報とは、一旦漏えい
のいずれも、
され、不法に提供され、濫
情報の機微
「安
用された場合、人身及び財
度 に 応 じ
全規
産の安全に危害をもたらす
て、情報を
範」
おそれがあり、個人の名誉、
分類してい
心身、健康に対し損害又
る。情報の
は不利な待遇等を極めて
種 類 ご と
受けやすい個人情報を指
に、保護措
す。例えば、個人財産情報
置に対する

鉴别信息指用于验证主体是否具有访问或使用权限的信息，包括但不限于银行卡密码、预付卡支付密码；个人金融信息主体登
录密码、账户査询密码、交易密码；卡片验证码（CVN 和 CVN2）、 动态口令、短信验证码、密码提示问题答案等。
1 判別情報とは、主体がアクセス又は使用権限を有するか否かを認証するための情報をいい、それには銀行カードのパスワード、プリペイドカード
のパスワード、個人金融情報主体のログインパスワード、口座照会パスワード、取引パスワード、カード認証番号（CVN 及び CVN2）、動的コー
ド、ショートメッセージ認証コード、秘密の質問の回答等を含むが、これらに限定されない。
1
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等）、个人健康生理信息
（住院志、检验报告、以
往病史等）、个人生物识
别信息（指纹、面部识别
特征等）、个人身份信息
（身份证、社保卡、居住
证等）
。

 将个人金融信息按敏感
程度从高到低分为 C3、
C2、C1 三个类别。
 C3 类别信息主要为用户
鉴别信息。该类信息一旦
遭到未经授权的查看或
未经授权的变更，会对个
人金融信息主体2的信息
安全与财产安全造成严
重危害。例如银行卡密
码、网络支付交易密码、
证券/保险账户登录密码
/查询密码/交易密码等。

《金
融信
息规
范》

敏感程度
越高，其保
护要求愈
加严格。

 《安全规
范》对于个
人信息的
分类较为
粗略，仅将
其分为敏
感和非敏
感两类。
《金融信
息规范》根
据金融行
业所接触
信息的特
性，细化了
分类，更便
于金融业
机构对其
所持有的
信息进行
分类保护。

 C2 类别信息主要为可识
别特定个人金融信息主
体身份与金融状况的个
人金融信息，以及用于金
融产品与服务的关键信
息。该类信息一旦遭到未
经授权的査看或未经授
权的变更，会对个人 金
融信息主体的信息安全
与财产安全造成一定危
害。例如，支付账号、账
户余额、借贷信息、交易
流水等。

 C1 类别信息主要为机构
内部的信息资产，主要指
供金融业机构内部使用
的个人金融信息。该类信
息一旦遭到未经授权的
査看或未经授权的变更，
可能会对个人金融信息
主体的信息安全与财产
安全造成一定影响。例如
账户开立时间、开户机
构、C2 和 C3 类别中未
包含的其他个人金融信
息。

2
2







「金
融情
報規
範」



（銀行口座、判別情報、預
要求も異な
金情報、信用貸借記録、
る。機 微度
信用情報等）、個人フィジ
が高 け れ ば
カルヘルス情報（入院診療
高いほど、そ
記録、検査報告、既往歴
の保護要求
等）、個人生体識別情報
は厳しくな
（指紋、顔認識の特徴
る。
等）、本人確認情報（本人  「 安 全 規
確認書、社会保険カード、
範」では、
居住証等）である。
個人情報を
機微なも の
個人金融情報の機微度の
と機微でな
高い順から、C3、C2、C1
いものという
という 3 種類に分けられる。
2 種類に大
C3 類情報は主にユーザー
きく分類して
認証情報である。当該種
いる。「金融
類の情報がひとたび授権な
情報規範」
く閲覧され、又は授権なく
は、金融業
変更された場合、個人金
2
界で接触す
融情報主体 の情報安全
る情報の特
及び財産安全に重大な危
性 に 基 づ
害をもたらすことになる。例
き、細かく分
えば、銀行カードのパスワー
類を行うこと
ド、オンライン決済時の取引
で、金融業
パスワード、証券/保険口座
機構が自ら
のログインパスワード/照会パ
の保 有する
スワード/取引パスワード等
情報につい
である。
て一層種類
C2 類情報は、主に特定の
別に保護し
個人金融情報主体の身元
やすくなって
及び金融状況を識別でき
いる。
る個人金融情報、並びに
金融商品とサービスに用い
られる重要情報である。当
該種類の情報が授権なく
閲覧され、又は授権なくし
て変更された場合、個人金
融情報主体の情報安全及
び財産安全に一定の危害
がもたらされることになる。例
えば、支払口座番号、口
座残高、融資情報、入出
金明細等である。
C1 類情報は、主に機構内
部の情報資産であり、金融
業機構の内部で使用する
個人金融情報を指す。当
該種類の情報が授権なく
閲覧され、又は授権なくし
て変更された場合、個人金
融情報主体の情報の安全
性及び財産の安全に一定
の影響が及ぶおそれがあ
る。例えば、口座開設時
間、口座開設機構、C2 類
と C3 類に含まれないその他
の個人金融情報である。

个人金融信息主体指个人金融信息所对应的自然人。
個人金融情報主体とは、個人金融情報に係る自然人をいう。
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《安全规范》及《金融信息规范》对于信息的
分类保护措施



「安全規範」及び「金融情報規範」に基づく情報
の種類別の保護措置

基于上述信息分类标准，
《安全规范》对于个人
敏感信息和个人非敏感信息、
《金融信息规范》对于
C1、C2 及 C3 类别的个人金融信息采取了不同的
保护措施（具体请见下表）
。

上述の情報分類基準によると、「安全規範」では、個
人情報における機微情報と非機微情報について、「金
融情報規範」では、C1、C2 及び C3 類の個人金融情
報について、それぞれ異なる保護措置を講じている（詳
細は下表を参照のこと）。

个人敏感信息与个人非敏感信息分类保护措施对
比表
比较
个人敏感信息
个人非敏感信息
项目
 告知信息收集、使  告知信息收集、
用目的、方式及范
使用目的、方式
围等，并应取得相
及范围，并应取
关个人的明示同
得相关个人的授
意。
权同意。

個人情報における機微情報と非機微情報の種類別の
保護措置の対比
比較
機微情報
非機微情報
対象
 情 報 を 収 集 し 、 使  情報を収集し、使
用する目的、 方式
用する目的、方式
及び範囲等を告知
及び範囲を告知
し、且つ係る個人か
し、且つ係る個人
ら明示的な同意 を
から授権・同意を
得なければならな
得なければならな
い。
い。
 明 示 的 な 同 意 と  授権・同意には、
は、自ら書面、口頭
左記にいう明示的
等の方式により、紙
な同意も黙示の同
媒体もしくは電磁的
意（即ち、消極的
方式による声明を
不作為の方式によ
収集
行い、又は自ら肯
り授権を行うことを
定を表す動作をす
指す。例えば、顔
ることによって、その
認識エリアにいる個
個人情報に対する
人が、顔情報収集
特定の取り扱いにつ
行為を行うことを告
いて、明確に授権す
知された後、同エリ
る行為を行うことを
アから離れなけれ
いう。例えば、「同意
ば、默示の同意が
す る」 ボタ ンを 自 主
なされたとみなされ
的にクリックしたり、
る）も含まれる。
内容を自主的に記
入する等である。
 暗号化等の安全措  特 に 要 求 は な い
置を講じなければな
（但し、個人の非機
伝送
らない。
微情報の漏えいリ
及び
スクを防ぐためにも、
保存
暗号化等の保護
措置を講じておくの
がよい）。
 係る個 人から 明示  係 る 個 人 か ら 授
的な同意を得るとと
権・同意を得なけ
もに、係る個人に対
ればならないほか、
して、共有される予
特に要求はない。
定の個人の機微情
共有
報の類型、データ受
取人の身元情報及
びそのデータ安全保
障能力等を明確に
告知しなければなら
ない。

 明示同意指通过
 授权同意既包括
书面、口头等方式
左列所述的明示
主动作出纸质或
同意，还包括默
电子形式的声明，
示同意（即以消
或者自主作出肯
极不作为的方式
收集
定性动作，对其个
作出授权，例如
人信息进行特定
人脸识别区域内
处理作出明确授
个人被告知人脸
权的行为。例如，
信息收集行为后
主动点击“同意”
、
未离开此区域，
主动填写内容等。
视为其作出默示
同意）
。

 应当采取加密等
安全措施。
传输
及存
储

 应取得相关个人
的明示同意。同时
应明确告知相关
个人待共享的个
人敏感信息的类
共享
型、数据接收方的
身份及其数据安
全保障能力等。

 无特殊要求（为
防止个人非敏感
信息泄露风险，
我们建议仍应采
取加密等保护措
施）
。
 应取得相关个人
的授权同意，此
外无特别的要
求。
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C1 类别与 C2、C3 类别个人金融信息分类保护措
施对比表
比较
C1
C2、C3
项目
 收集所有类别的个人金融信息，均应明
示信息收集、使用目的、方式及范围等，
并取得相关个人的明示同意，不得采用
收集
默认授权的方式收集个人金融信息。

 原则上应确保  强调通过公共网
信息传输过程
络传输 C2、C3 类
中的保密性、安
别信息应使用加
全性及稳定性。
密通道或数据加
传输
密的方式进行传
输。

 未 作 明 确 要 求  强调 C3 类别个人
（但为防止个
金融信息应采用
人金融信息泄
加密措施确保数
露风险，我们仍
据存储的保密性。
存储
建议进行加密
存储）
。
 未禁止共享 C1  禁止共享 C3 类别
类别信息。
信息及 C2 类别中
的鉴别辅助信息
共享
（例如动态口令、
短信验证码、密码
提示问题答案
等）
。

C1 類と C2、C3 類の個人金融情報の種類別の保護措
置の比較表
比較
C1
C2、C3
対象
 個人金融情報を収集するにあたり、種類を問
わず、情報を収集し、使用する目的、方式及
び範囲等を明示し、且つ係る個人から明示
収集
的な同意を得ていなければならず、黙示的な
授権という方式により個人金融情報を収集し
てはならない。
 原 則 上、 情報 を  パブリックネットワーク
伝送する過程に
により C2、C3 類情
おける守秘性、
報を伝送する際に
安全性及び安定
は、暗号化されたルー
伝送
性を確保しなけ
ト又はデータ暗号化
ればならない。
の方式により伝送しな
ければならないことを
強調している。
 明確な要求はな  C3 類個人金融情報
い（但し、個人金
については、データ保
融情報が漏えいリ
存の守秘性を確保す
保存
スクを防ぐために
るために、暗号化措
も、暗号化したう
置を講じなければなら
えで保存するよう
ないことを強調してい
にするのがよい）。
る。
 C1 類情報の共  C3 類情報及び C2
有は禁じられてい
類における判別補助
ない。
情報（例えば、動的コ
共有
ード、ショートメッセー
ジ認証コード、秘密の
質問の回答等）の共
有は禁じられる。

结语：

終わりに：

《安全规范》及《金融信息规范》均为推荐性
国家标准，且均是对上位法（例如《网络安全法》、
《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融
信息保护工作的通知》
）的细化和补充。但二者在适
用范围、信息的分类、信息保护措施等方面存在很
大的差别，普通企业应在上位法存在模糊、缺位时，
参考《安全规范》的规定对个人信息采取保护措施，
而金融业企业应优先参考《金融信息规范》的规定
保护个人金融信息。

「安全規範」及び「金融情報規範」は、いずれも推奨
性国家標準に該当し、且つ上位法（例えば、「サイバー
セキュリティ法」、「銀行業金融機関が個人金融情報保
護作業を貫徹することに関する中国人民銀行の通知」）
を詳細化し、補充するものである。なお、この両者は、適
用範囲、情報の分類、情報保護措置等の方面におい
て、かなり大きな違いがあるが、一般企業であれば、上
位法があいまいであったり、又は該当する定めがみつから
ないときには、「安全規範」の規定を参考にし、個人情
報に対して保護措置を講じるようにし、金融業企業であ
れば、「金融情報規範」の規定を優先的に参考にし、個
人金融情報を保護しなければならない。

（里兆律师事务所 2020 年 06 月 12 日编写）

（里兆法律事務所が 2020 年 6 月 12 日付で作成）
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三、近期热点话题

三、トピックス

※企业近期的关注话题（=律师近期的关注话题）

※企業が最近注目している話題（=弁護士が最近注目
している話題）







民法典
外籍人员入境政策
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民法典
外国籍人員の中国入国政策
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