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中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发
展理念做好碳达峰碳中和工作的意见

【发布单位】中共中央、国务院
【发布日期】2021-10-24
【内容提要】该意见提出碳达峰、碳中和工作的主
要目标，并提出推进经济社会发展全
面绿色转型、深度调整产业结构、加
快构建清洁低碳安全高效能源体系、
加快推进低碳交通运输体系建设、提
高对外开放绿色低碳发展水平等重点
工作。其中包括：

目标

到 2025 年，绿色低碳循环发展的经济体系
初步形成，重点行业能源利用效率大幅提
升。

到 2030 年，经济社会发展全面绿色转型取
得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达
到国际先进水平。


到 2060 年，绿色低碳循环发展的经济体系
和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，
非化石能源消费比重达到 80%以上，碳中和
目标顺利实现。

深度调整产业结构

推动产业结构优化升级
 制定能源、钢铁、有色金属、石化化工、
建材、交通、建筑等行业和领域碳达峰
实施方案；




以节能降碳为导向，修订产业结构调整
指导目录；
加快推进工业领域低碳工艺革新和数
字化转型；
开展碳达峰试点园区建设；



加快商贸流通、信息服务等绿色转型。





遏制高耗能高排放项目盲目发展
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新しい発展理念を完全、正確、且つ全面的に貫
徹し、温室効果ガス排出量のピークアウト、カーボ
ンニュートラル作業を貫徹することに関する中国共
産党中央委員会、国務院による意見

【発布機関】中国共産党中央委員会、国務院
【発 布 日】2021-10-24
【概
要】本意見では、温室効果ガス排出量のピーク
アウト、カーボンニュートラル作業の主要目
標を打ち出し、且つ経済及び社会発展の
全面的なグリーンモデル転換の推進、産業
構造の深い次元での調整、クリーン・低炭
素・安全で効率的なエネルギー体系構築の
加速化、低炭素交通輸送体系建設推進
の加速化、対外開放のグリーン低炭素発
展レベルの向上等の重点作業を打ち出し
た。具体的には、以下の内容が含まれる。
目標

2025 年までに、グリーン・低炭素・循環発展の経
済システムをさしあたり形成され、重点産業のエネ
ルギー利用効率を大幅に向上させること。

2030 年までに、経済及び社会発展の全面的な
グリーンモデル転換が著しい効果を上げ、重点エ
ネルギー消費業種のエネルギー利用効率が国際
的な先進レベルにまで達すること。

2060 年までに、グリーン・低炭素・循環発展の経
済システム及びクリーン・低炭素・安全で効率的
なエネルギー体系を全面的に構築し、非化石エ
ネルギー消費の割合が 80%以上に達し、「カーボ
ンニュートラル」の目標が順調に達成されること。
産業構造の深い次元での調整

産業構造の最適化及びアップグレードを推進する。
 エネルギー、鉄鋼、非鉄金属、石油化学工
業、建材、交通、建築等の業界及び分野
における温室効果ガス排出量のピークアウト
実施案を策定する。
 省エネルギー及び炭素削減を指針とし、「産
業構造調整指導目録」を改正する。
 工業分野の低炭素プロセス革新及びデジタ
ル化モデル転換の推進を加速させる。
 温室効果ガス排出量のピークアウト試行園
区の建設を展開する。
 商業貿易流通、情報サービス等のグリーンモ
デル転換を加速させる。

高エネルギー消費・高排出プロジェクトの盲目的

2/8

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5
644613.htm

な発展を抑制する。
 鉄鋼、セメント、板ガラス、電解アルミニウム
等の高エネルギー消費・高排出プロジェクト
の新設、拡張は、生産能力の同等量又は
減量置き換えを厳格に貫徹し、石炭火力
発電、石油化学工業、石炭化学工業等の
生産能力抑制政策を公布する。
 国の関連分野の産業計画に組み込まれて
いない場合、石油精製プロジェクトを一切新
設、改築、拡張してはならず、またエチレン、
パラキシレン、石炭からのオレフィン製造プロ
ジェクトを新設してはならない。
 高エネルギー消費・高排出プロジェクトのエネ
ルギー消費量基準を引き上げる。

グリーン・低炭素産業の発展に力を入れる。
 次世代情報技術、バイオテクノロジー、新エ
ネルギー、新素材、ハイエンド装備、新エネ
ルギー自動車、グリーン・環境保護及び航
空宇宙、海洋装備等の戦略的新興産業
の発展を加速させる。
 インターネット、ビッグデータ、人工知能、第 5
世代移動通信（5G）等の新興技術及びグ
リーン・低炭素産業との深い融合を推進す
る。
対外開放のグリーン・低炭素の発展レベルを向上させる

グリーン貿易体系の構築を加速させる。
 貿易構造を持続的に最適化し、高品質、
高技術、高付加価値のグリーン製品貿易の
発展に力を入れる。
 輸出政策を整備し、高エネルギー消費・高
排出製品の輸出を厳格に管理する。
 グリーン・低炭素製品、省エネ・環境保護サ
ービス、環境サービス等の輸入を積極的に
拡大する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5
644613.htm









新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电
解铝等高耗能高排放项目严格落实产
能等量或减量置换，出台煤电、石化、
煤化工等产能控制政策；



未纳入国家有关领域产业规划的，一律
不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二
甲苯、煤制烯烃项目；



提升高耗能高排放项目能耗准入标准。

大力发展绿色低碳产业
 加快发展新一代信息技术、生物技术、
新能源、新材料、高端装备、新能源汽
车、绿色环保以及航空航天、海洋装备
等战略性新兴产业；


推动互联网、大数据、人工智能、第五
代移动通信（5G）等新兴技术与绿色
低碳产业深度融合。

提高对外开放绿色低碳发展水平

加快建立绿色贸易体系
 持续优化贸易结构，大力发展高质量、
高技术、高附加值绿色产品贸易；



完善出口政策，严格管理高耗能高排放
产品出口；
积极扩大绿色低碳产品、节能环保服
务、环境服务等进口。

国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的
通知

【发布单位】国务院
【发布文号】国发〔2021〕23 号
【发布日期】2021-10-26
【内容提要】该方案提出能源绿色低碳转型行动、
节能降碳增效行动、工业领域碳达峰
行动、交通运输绿色低碳行动、循环
经济助力降碳行动、绿色低碳科技创
新行动等十大行动。其中包括：



全面推进风电、太阳能发电大规
模开发和高质量发展，坚持集中
式与分布式并举，加快建设风电
和光伏发电基地。



实施重点行业节能降碳工程，推

Leezhao Law Office · All rights reserved.

2030 年までの温室効果ガス排出量のピークアウト
行動方案の印刷配布に関する国務院による通知

【発布機関】国務院
【発布番号】国発〔2021〕23 号
【発 布 日】2021-10-26
【概
要】本方案では、エネルギー・グリーン・低炭素モ
デル転換行動、省エネ・炭素削減・効果向
上行動、工業分野における温室効果ガス
排出量のピークアウト行動、交通輸送グリ
ーン・低炭素行動、循環経済支援・炭素
削減行動、グリーン・低炭素科学技術革
新行動等 10 大行動を打ち出した。それに
は、以下の内容が含まれる。

風力発電、太陽光発電の大規模開
発及び高品質発展を全面的に推進
し、集中型と分散型を並行して推進
し、風力発電及び太陽光発電基地の
建設を加速させる。

重点産業の省エネ・炭素削減プロジェ
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动电力、钢铁、有色金属、建材、
石化化工等行业开展节能降碳
改造，提升能源资源利用效率。



以电机、风机、泵、压缩机、变
压器、换热器、工业锅炉等设备
为重点，全面提升能效标准。



优化贸易结构，大力发展高质
量、高技术、高附加值绿色产品
贸易。加强节能环保产品和服务
进出口。

【法令全文】请点击以下网址查看：
2030 年前碳达峰行动方案
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/c
ontent_5644984.htm
官方解读
http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/27/content_5
645109.htm



国务院关于印发“十四五”国家知识产权保护
和运用规划的通知

クトを実施し、電力、鉄鋼、非鉄金
属、建材、石油化学化学工業などの
産業における省エネ・炭素削減改造を
推進し、エネルギー資源の利用効率を
向上させる。

機械装置、ファン、ポンプ、コンプレッサ
ー、変圧器、熱交換器、工業ボイラー
等の設備を重点として、エネルギー効
率基準を全面的に引き上げる。

貿易構造を最適化し、高品質、高技
術、高付加価値のグリーン製品貿易
の発展に力を入れる。省エネ・環境保
護製品およびサービスの輸出入を強化
する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
2030 年までの温室効果ガス排出量のピークアウト行動
方案
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/c
ontent_5644984.htm
公式解説
http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/27/content_5
645109.htm



「第 14 次五か年計画」国家知的財産権保護及び
運用計画の印刷配布に関する国務院による通知

全面建立并实施知识产权侵权
惩罚性赔偿制度，加大损害赔偿
力度。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/28/c
ontent_5647274.htm

【発布機関】国務院
【発布番号】国発〔2021〕20 号
【発 布 日】2021-10-28
【実施期間】2021-2025
【概
要】本計画では、「知的財産権保護の全面的
な強化」、「知的財産権移転・転化効果の
向上」、「国民に便宜を図る知的財産権サ
ービス体系の構築」、「知的財産権国際提
携の推進」等 6 つの重点作業を打ち出し
た。それには、以下の内容が含まれる。

知的財産権法律政策体系を整備
し、特許法、商標法、著作権法、独
占禁止法、科学技術進歩法、電子
商取引法等の法律法規の改正・整備
を統一的に推進する。

地理的標識、営業秘密等の分野の
立法を強化し、営業秘密保護規定を
公布する。

知的財産権侵害に対する懲罰的賠
償制度を全面的に構築、実施し、損
害賠償を強化する。
【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/2021-10/28/c
ontent_5647274.htm





【发布单位】国务院
【发布文号】国发〔2021〕20 号
【发布日期】2021-10-28
【实施期间】2021-2025
【内容提要】该规划提出“全面加强知识产权保
护”、“提高知识产权转移转化成效”、
“构建便民利民知识产权服务体系”、
“推进知识产权国际合作”等六方面
重点工作。其中包括：




完善知产法律政策体系，统筹推
进专利法、商标法、著作权法、
反垄断法、科学技术进步法、电
子商务法等法律法规的修改完
善。
加强地理标志、商业秘密等领域
立法，出台商业秘密保护规定。



财政部关于在政府采购活动中落实平等对待
内外资企业有关政策的通知

【发布单位】财政部
【发布文号】财库〔2021〕35 号
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政府調達活動における国内資本企業と外資企
業の対等な扱いの関連政策の貫徹に関する財政
部による通知

【発布機関】財政部
【発布番号】財庫〔2021〕35 号
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【发布日期】2021-10-25
【内容提要】该通知要求保障内外资企业平等参与
政府采购，在政府采购活动中落实平
等对待内外资企业的要求，平等维护
内外资企业的合法权益。

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202110/t202
11020_3759590.htm

【発 布 日】2021-10-25
【概
要】本通知では、国内資本企業と外資企業の
政府調達への平等な参与を保障し、政府
調達活動において国内資本企業と外資企
業とを平等に扱うという要求を貫徹し、国内
資本企業と外資企業の適法な権益を平
等に保護するよう求めている。

国家安全と国家秘密に係る調達プロ
ジェクトを除き、国内資本企業と外資
企業が中国国内で生産した製品を区
別して扱うことはできない。

政府調達情報の公開、サプライヤー資
格条件の確定及び資格レビュー、評
価基準等の方面において、国内資本
企業又は外商投資企業に対し異な
る、又は不当な扱いを行ってはならな
ず、所有制形式、組織形態、持分構
造、投資者国別、製品ブランド、及び
その他不合理的な条件により、サプラ
イヤーに制限を設けてはならない。

国内外資本企業は、政府調達活動
において、調達書類、調達プロセス、
落札又は取引結果により自身の権益
が損害を受けたと判断した場合は、い
ずれも関連規定に従って質疑や苦情
を申し入れることができる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202110/t202
11020_3759590.htm







除涉及国家安全和国家秘密的
采购项目外，不得区别对待内外
资企业在中国境内生产的产品。



在政府采购信息发布、供应商资
格条件确定和资格审查、评审标
准等方面，不得对内资企业或外
商投资企业实行差别待遇或者
歧视待遇，不得以所有制形式、
组织形式、股权结构、投资者国
别、产品品牌以及其他不合理的
条件对供应商予以限定。



内外资企业在政府采购活动中，
凡认为采购文件、采购过程、中
标或者成交结果使自身权益受
到损害的，均可依照相关规定提
起质疑和投诉。

商务部等三部门关于印发《“十四五”电子商
务发展规划》的通知

「『第 14 次五か年計画』電子商取引発展計画」
の印刷配布に関する商務部等三部門による通知

【发布单位】商务部、中央网信办、国家发展和改
革委员会
【发布文号】商电发〔2021〕191 号
【发布日期】2021-10-26
【实施期间】2021-2025
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/20
2110/20211003211545.shtml

【発布機関】商務部、中央インターネット情報弁公室、
国家発展改革委員会
【発布番号】商電発〔2021〕191 号
【発 布 日】2021-10-26
【実施期間】2021-2025
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/20
2110/20211003211545.shtml





上海市人民政府关于加强第四届中国国际进
口博览会期间枪支弹药、爆炸、剧毒、放射性
易制毒等危险物品安全管理的通告

【发布单位】上海市人民政府
【发布文号】沪府规〔2021〕16 号
【发布日期】2021-10-24
【内容提要】根据该通告：

2021 年 11 月 01 日 0 时至 2021
年 11 月 12 日 24 时，车辆运输
危险物品具有下列情形之一的，
应当委托具有武装押运资质的
保安公司进行押运：
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第四回中国国際輸入博覧会期間中の銃器弾
薬物、爆発物、劇毒物、放射性物質、麻薬及び
向精神薬に転換され得る危険物の安全管理を強
化することに関する上海市人民政府による通告

【発布機関】上海市人民政府
【発布番号】滬府規〔2021〕16 号
【発 布 日】2021-10-24
【概
要】本通告によると、以下の通りである。

2021 年 11 月 1 日 0 時から 2021 年
11 月 12 日 24 時までの間に、車両が
危険物を輸送し所定の状況のいずれ
かに該当するときは、武装護送資格を
有する警備会社に護送を依頼しなけ
ればならない。
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在上海市范围内，运输枪支
弹药、民用爆炸物品、剧毒
化学品、一类放射性物品
的；
2) 在嘉松南路—嘉松中路—
G2 京沪高速—S20 外环线
—漕宝路—沪松公路—泗
陈公路—嘉松南路合围区
域内，运输二、三类放射性
物品（医疗用短寿命放射性
药品除外），运输盐酸、硫
酸、丙酮、高锰酸钾四种易
制毒化学品中一种或几种
的。
2021 年 11 月 01 日 0 时至 2021
年 11 月 12 日 24 时，运输危险
物品车辆进出上海市的，应当从
14 个指定道口通行。

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

上海市範囲内で、銃器弾薬物、
民用爆発物、劇毒化学品、一
類放射性物品を輸送する場合。
2) 嘉松南路—嘉松中路—G2 京
滬高速—S20 外環線—漕宝路
—滬松公路—泗陳公路—嘉松
南路合囲区域内において、二類
又は三類放射性物品（医療用
短寿命放射性薬品を除く）を輸
送し、塩酸、硫酸、アセトン、過マ
ンガン酸カリウムの 4 種類の麻薬
及び向精神薬に転換され得る化
学品のうちの 1 種類又は複数の
種類を輸送する場合。

2021 年 11 月 1 日 0 時から 2021 年
11 月 12 日 24 時までの間に、危険物
輸送車両が上海市を出入りする場合
は、14 箇所の所定の路の入り口から
走行しなければならない。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.shanghai.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。

二、最新资讯

二、新着情報





1)



全国人大就《反垄断法（修正草案）》、《民事
诉讼法（修正草案）
》等公开征求意见

1)

全 国 人 民 代 表 大 会 が「 独 占禁 止 法 （ 改 正 草
案）」、「民事訴訟法（改正草案）」等についてパブ
リックコメントを募集している

日前，全国人民代表大会常务委员会对《中华
人民共和国反垄断法（修正草案）
》、
《中华人民共和
国民事诉讼法（修正草案）
》等多部法律草案进行了
审议，并对外公布全文，面向社会征求意见（截止
日期为 2021 年 11 月 21 日）
。

先頃、全国人民代表大会常務委員会は、「中華人
民共和国独占禁止法（改正草案）」、「中華人民共和
国民事訴訟法（改正草案）」等複数の法律草案につい
て審議を行い、その全文を対外に公布し、パブリックコメ
ントを募集している（締切日は 2021 年 11 月 21 日であ
る）。

《中华人民共和国反垄断法（修正草案）
》主要
作出以下四个方面修改：
一是明确了竞争政策的基础地位和公平竞争审
查制度的法律地位。
二是进一步完善反垄断相关制度规则。如：具
有市场支配地位的经营者利用数据和算法、技术以
及平台规则等设置障碍，对其他经营者进行不合理
限制的，属于滥用市场支配地位的行为。

「中華人民共和国独占禁止法（改正草案）」は、主
に以下の 4 つの方面で改正された。
一、競争政策の基礎地位及び公正競争審査制度
の法的地位を明確にする。
二、独占禁止に関する制度、規則を更に整備した。
例えば、市場支配的地位を有する事業者が、データや
アルゴリズム、技術、プラットフォームのルール等を利用し
て障害を設け、その他の事業者に不合理的な制限を加
えることは、市場支配的地位の濫用行為にあたる。
三、独占禁止法執行に対する保障を更に強化する。
四、法的責任を整備し、処罰の度合いを高める。

三是进一步加强对反垄断执法的保障。
四是完善法律责任，加大处罚力度。
（里兆律师事务所 2021 年 10 月 29 日编写）
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（里兆法律事務所が 2021 年 10 月 29 日付で作成）
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国家互联网信息办公室就《数据出境安全评估
办法》公开征求意见



国家インターネット情報弁公室が「データ国外移
転セキュリティ評価弁法」についてパブリックコメント
を募集している

为规范数据出境活动，促进数据跨境安全、自
由流动，国家互联网信息办公室起草了《数据出境
安全评估办法（征求意见稿）》
，现向社会公开征求
意见（截止日期为 2021 年 11 月 28 日）
。

データ国外移転活動を規範化し、国外向けのデータ
の安全で、自由な流動を促進するために、国家インター
ネット情報弁公室は、「データ国外移転セキュリティ評価
弁法（意見募集案）」を起草し、パブリックコメントを募集
している（締切日は 2021 年 11 月 28 日である）。

根据该征求意见稿：

数据出境安全评估坚持事前评估和持续
监督相结合、风险自评估与安全评估相结
合，防范数据出境安全风险，保障数据依
法有序自由流动。

本意見募集案によると、以下の通りである。

データ国外移転セキュリティ評価は、事前評
価と継続的な監督の結合、リスク自己評価
とセキュリティ評価の結合を堅持し、データ国
外移転のセキュリティリスクを防止し、データが
法律に依拠して、秩序正しく、自由に流動
することを保障する。

データ取扱者がデータを国外に提供し、「重
要情報インフラストラクチャー運営者が収集
し生成した個人情報及び重要データ」等の
5 つの状況のいずれか 1 つに該当する場合、
所在地の省級インターネット情報部門を通じ
て、国家インターネット情報部門にデータ国
外移転セキュリティ評価を申告しなければな
らない。

データ取扱者が国外にデータを提供する前
に、事前にデータ国外移転リスクの自己評
価を実施しなければならず、「データの国外
移転及び国外提供先がデータを処理する目
的、範囲、方法等の適法性、正当性、必
要性」など 6 種類の事項を重点的に評価し
なければならない。

データ国外移転評価結果の有効期間は 2
年間である。有効期間内において、「国外へ
のデータ提供の目的、方式、範囲、類型及
び国外提供先によるデータ取扱の用途、方
式に変更が生じた場合、又は個人情報及
び重要データの国外保存期間が延長された
場合」等の 3 つの状況のいずれか 1 つに該当
する場合、データ取扱者は、改めて評価を
申告しなければならない。

有効期間が満了し、元のデータ国外移転活
動を引き続き実施する必要がある場合は、
データ取扱者は、有効期間満了日の 60 営
業日前に改めて評価を申告しなければなら
ない。



数据处理者向境外提供数据，符合“关键
信息基础设施的运营者收集和产生的个
人信息和重要数据”等五种情形之一的，
应当通过所在地省级网信部门向国家网
信部门申报数据出境安全评估。



数据处理者在向境外提供数据前，应事先
开展数据出境风险自评估，重点评估“数
据出境及境外接收方处理数据的目的、范
围、方式等的合法性、正当性、必要性”
等六类事项。



数据出境评估结果有效期二年。在有效期
内，出现“向境外提供数据的目的、方式、
范围、类型和境外接收方处理数据的用
途、方式发生变化，或者延长个人信息和
重要数据境外保存期限”等三种情形之一
的，数据处理者应当重新申报评估。



有效期届满，需要继续开展原数据出境活
动的，数据处理者应当在有效期届满六十
个工作日前重新申报评估。

（里兆律师事务所 2021 年 10 月 29 日编写）



北京知识产权法院发布《侵犯商业秘密民事案
件诉讼举证参考》

日前，北京知识产权法院召开新闻发布会，发
布《北京知识产权法院侵犯商业秘密民事案件诉讼
举证参考》（中英文版），为当事人在诉讼中积极有
效举证提供指引。
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（里兆法律事務所が 2021 年 10 月 29 日付で作成）



北京知的財産権法院が「営業秘密侵害民事事
案訴訟立証参考」を発表した

先頃、北京知的財産権法院は記者会見を開き、
「北京知的財産権法院営業秘密侵害民事事案訴訟
立証参考」（中英文版）を発表し、当事者が訴訟におい
て積極的且つ効果的に立証するためのガイドラインを提
供した。
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该《举证参考》以现行法律法规为基础，总结
归纳涉及商业秘密保护各方面的规定，包括权利基
础、侵权行为、请求承担民事责任、程序事项四部
分内容。重点围绕商业秘密的法定条件、常见的侵
权行为表现形式、侵权行为的抗辩事由、损害赔偿
的举证责任及认定、惩罚性赔偿的考量因素、诉讼
保全、律师调查令、刑民交叉等问题作出了相应指
引。

本「立証参考」は、現行の法律法規をベースにして、
営業秘密保護の各方面に及ぶ規定をまとめており、これ
には、権利の基礎、不法行為、民事責任負担の請求、
手続き事項といった 4 つの部分の内容が含まれる。とりわ
け、営業秘密の法定条件、よくある不法行為の表現形
式、不法行為の抗弁事由、損害賠償の立証責任及び
認定、懲罰的賠償の勘案要素、訴訟保全、弁護士調
査令状、刑事・民事交差等についての視点から係るガイ
ドラインを提供している。

（里兆律师事务所 2021 年 11 月 01 日编写）

（里兆法律事務所が 2021 年 11 月 1 日付で作成）

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）



《个人信息保护法》要求下，企业急需补充、
完善的规章制度、协议书、同意书等





集团内共享个人信息的应对方案
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「個人情報保護法」の要求により、企業が急ぎ補
充、整備する必要のある規則制度、協議書、同
意書など
グループ企業内における個人情報の共有に係る対
応策
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