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全人代常務委員会、「データ安全法」を可決 

国外への持出管理を強化 

 

 

2021 年 6 月 10 日、第 13 回全国人民代表大会常務委員会において、≪中華人民共和国データ安全法≫（中

華人民共和国主席令第 84 号、以下、本法）が可決され、2021 年 9 月 1 日より施行されます。本法は、

全 7章・55 条から成り、データ安全制度・データ安全保護義務などを規定しています。 

 

本法でいう「データ」とは、電子またはその他方式を用いた情報の記録を指します。本法は、中国国内

におけるデータの収集・保存・使用・提供などのデータ処理活動、その安全監督管理に適用されます。

また、本法では国外におけるデータ処理も対象としており、中国の安全・公共利益などを損害する場合

には法的責任が追及されると規定されています。 

 

データの国外持出については、「基幹情報インフラ運営者」が中国国内で収集・発生した重要データを

国外に持ち出す場合、2017 年施行の「ネットワーク安全法」（サイバーセキュリティ法）の規定※が適用

されます。一方で「その他のデータ処理者」の国外持出については別途規定が制定される見込みです。 

 

このほか、管制品目に属するデータに対する輸出管制の実施、主管機関からの批准なしでの外国の司法

または法律執行機関への国内保存データの提供禁止も明確化しています。 

※ ≪中華人民共和国ネットワーク安全法≫第 37 条 

基幹情報インフラ運営者は、中華人民共和国国内の運営において収集および発生した個人情報および重要データは、

国内に保存しなければならない。業務の必要から、確かに国外に提供する必要がある場合、国家網信部門が国務院関

連部門と共同で制定する弁法に基づき安全評価を行わなければならない。（後略） 

 

 

＜本法の概要＞ 

総則 

 目的（第 1条） 

・ データ処理活動を規範化し、データの安全を保障し、データの開発・利用を促進し、個人・組織の

合法的な権益を保護し、国家の主権・安全および発展・利益を維持するため、本法を制定する 

 適用範囲（第 2条） 

・ 中華人民共和国国内におけるデータ処理活動の実施およびその安全監督管理に本法を適用する 

・ 中華人民共和国国外におけるデータ処理活動の実施が、中華人民共和国の国家の安全・公共利益ま

たは公民・組織の合法的な権益を損害する場合、法に基づき法的責任を追及する 

 用語の定義（第 3条） 

・ データ：電子またはその他方式を用いた情報の記録 

・ データ処理：データの収集・保存・使用・加工・伝送・提供・公開など 

・ データの安全：必要な措置を講じることで、データが有効に保護および合法的に利用される状態に

あることを保証し、安全な状態の継続を保障する能力を備えていること 
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 責任機関（第 5条・第 6条） 

責任機関 職責 

中央国家安全指導機関 
 国家のデータ安全業務の政策決定・議事調整、国家データ安全戦

略および関連重要方針・政策の研究制定・指導実施 

各地区・各部門 
 本地区・本部門の業務において収集および発生したデータおよび

データの安全責任 

各主管部門米  本業種・本分野のデータ安全監督管理 

公安機関・国家安全機関など  各自の職責の範囲内のデータ安全監督管理 

国家網信部門  ネットワークデータの安全・関連監督管理業務の統一計画・調整

※ 工業・電信・交通・金融・自然資源・衛生健康・教育・科学技術などの主管部門 

 業界の自律強化（第 10 条） 

・ 関連業界組織は、方策に基づき、法に従いデータ安全行為規範および団体基準を制定し、会員のデ

ータ安全保護の強化を指導する 

データの安全および発展 

 ビッグデータ戦略の実施（第 14 条） 

・ 国家は、ビッグデータ戦略を実施し、データインフラの構築を推進し、データの各業界・各分野に

おけるイノベーション・応用を奨励および支持する 

 各方面からの協力（第 18 条） 

・ 国家は、関連部門・業界組織・企業・教育および科学研究機関・関連専門機関などのデータ安全リ

スク評価・防止・処置などの方面における協力を支持する 

 データ取引管理制度（第 19 条） 

・ 国家は、データ取引管理制度を構築・整備し、データ取引行為を規範化し、データ取引市場を育成する 

データ安全制度 

 各種安全制度の構築（第 21～26 条） 

分類級別保護 

 データの経済社会の発展における重要度、および改竄・破壊・漏洩ま

たは不正取得・不正利用に見舞われた場合の国家の安全・公共利益ま

たは個人・組織の合法的な権益への危害度に基づき分類級別に保護 

 重要データ目録を制定し、重要データに対する保護を強化 

 国家コアデータ（国家の安全・国民経済のライフライン・重要な民生・

重大公共利益などに関わるデータ）に対してさらに厳格に管理 

 各地区・各部門は、本地区・本部門および関連業界・分野の重要デー

タの具体的な目録を確定し、目録上のデータを重点保護 

データ安全リスク評価 
 関連部門のデータ安全リスク情報の取得・分析・検討評価・事前アラ

ート業務を強化 

データ安全応急処置 
 データ安全事件が発生した場合、応急処置案を始動し、併せて速やか

に社会に公衆に関わる警告情報を発布 

データ安全審査 
 国家の安全に影響を及ぼすまたは影響を及ぼす可能性のあるデータ

処理活動に対して国家安全審査を実施 
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データの輸出管制 
 国家の安全および利益の維持・国際義務の履行に関わる管制品目に属

するデータに対して輸出管制を実施 

国外制裁対抗措置 

 データおよびデータ開発利用技術などに関わる投資・貿易などの方面

において、中華人民共和国に対して差別的な禁止・制限またはその他

の類似する措置を講じた場合、中華人民共和国は、実情に基づき当該

国家または地区に対して対等な措置を講じることが可能 
 

データ安全保護義務 

 データの国外持出管理（第 31 条・第 36 条） 

・ 基幹情報インフラ運営者が中華人民共和国国内の運営において収集および発生した重要データの国

外への持出安全管理は、≪中華人民共和国ネットワーク安全法≫の規定を適用する；その他のデー

タ処理者が中華人民共和国国内の運営において収集および発生した重要データの国外持出安全管理

弁法は、国家網信部門が国務院関連部門と共同で制定する 

・ 中華人民共和国の主管機関の批准を受けずに、国内の組織・個人は、外国の司法または法律執行機

関に中華人民共和国国内に保存されているデータを提供してはならない 

 データの起源管理（第 32 条・第 33 条） 

・ いかなる組織・個人もデータを収集する場合、合法・正当な方式を採用しなければならず、データ

を盗み取る、またはその他の不法な方式にて取得してはならない 

・ データ取引仲介サービスに従事する機構は、サービスを提供する場合、データ提供者にデータの出

所を説明するよう要求し、取引双方の身分を審査しなければならない 

 行政許可の取得（第 34 条） 

・ 法律・行政法規がデータ処理関連サービスは行政許可を取得しなければならないと規定している場

合、サービス提供者は、法に基づき許可を取得しなければならない 

政務データの安全および開放 

 国家機関のデータ安全秘密保護義務（第 38 条・第 40 条） 

・ 国家機関は、職責履行において知りえた個人のプライバシー・個人情報・商業機密・機密のビジネ

ス情報などのデータは、法に基づき秘密を保持し、漏洩または不法に他人に提供してはならない 

・ 国家機関は、他人に電子政務システムの構築・維持、政務データの保存・加工を委託する場合、受

託者が相応するデータ安全保護義務を履行するよう監督しなければならない。受託者は、無断で政

務データを保存・使用・漏洩または他人に提供してはならない 

法的責任 

 違法行為に対する法的責任（第 44～52 条の抜粋） 

違法行為 処罰内容 

規定違反の国外への 

重要データ提供 

（第 46 条） 

 関連主管部門は、是正を命じ、警告を与え、10 万元以上 100 万元以

下の罰金を科すことができ、直接の責任がある主管人員およびその他

の直接責任者に対して 1 万元以上 10 万元以下の罰金を科すことがで

きる 

 状況が重大な場合、100 万元以上 1,000 万元以下の罰金を科し、関連

業務の一時停止・業務停止/整理・関連業務許可証の取消または営業

許可証の取消を命じ、直接の責任がある主管人員およびその他の直接

責任者に対して 10 万元以上 100 万元以下の罰金を科すことができる



          

         4 

SMBC (CHINA) NEWS No.21-20

データ取引仲介サービス

機構の義務の未履行 

（第 47 条） 

 関連主管部門は、是正を命じ、違法所得を没収し、違法所得の 1倍以

上 10 倍以下の罰金をし、違法所得がない、または違法所得が 10 万元

に不足する場合、10 万元以上 100 万元以下の罰金を科し、関連業務

の一時停止・業務停止/整理・関連業務許可証の取消または営業許可

証の取消を命じることができる 

 直接の責任がある主管人員およびその他の直接責任者に対して 1 万

元以上 10 万元以下の罰金を科す 

批准未取得の外国の 

司法または法律施行 

機関へのデータ提供 

（第 48 条） 

 関連主管部門は、警告を与え、10 万元以上 100 万元以下の罰金を科

すことができ、直接の責任がある主管人員およびその他の直接責任者

に対して 1万元以上 10 万元以下の罰金を科すことができる 

 重大な結果をもたらした場合、100 万元以上 500 万元以下の罰金を科

し、関連業務の一時停止・業務停止/整理・関連業務許可証の取消ま

たは営業許可証の取消を命じ、直接の責任がある主管人員およびその

他の直接責任者に対して 5 万元以上 50 万元以下の罰金を科すことが

できる 
 

 

以 上 
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