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はしがき

本書は，すでに法学及び現代中国法の基礎（中国語学習を含む）を学んだ大学
院生・実務家や中国法に関心ある実定法研究者にとって論点を体系的に知る
手引きとなることを目指している。現代中国法研究の到達点と課題とを示し
つつ，それを通じて，中国における立法・法務・法学の到達点と課題とを示
す。
西村幸次郎編『現代中国法講義〔第 3 版〕』（法律文化社，2008 年），小口彦
太・田中信行『現代中国法〔第2版〕』（成文堂，2012年），高見澤磨・鈴木賢・
宇田川幸則『現代中国法入門〔第 7版〕』（有斐閣，2016 年）をすでに読んでい
ることを前提としている。これら 3 書は，中国法の動向をとりいれ，また，
教室での学生の反応や読者からの意見などをもとに版を重ねたものである。
そのうえで自らの研究への準備や実務上遭遇した問題点の体系的整理のため
に本書が読まれることを期待している。
全体で14の章からなっている。各章は，それぞれのテーマごとに中国語・
日本語・英語などで書かれた先行研究を紹介し，世界の学界の基本的な到達
点を示している。また，改革開放が始まったとされる1970年代末以降や市場
メカニズムを全面的に導入し始めた1990年代以降だけではなく，中華人民共
和国成立以来（必要に応じてそれ以前を含む）の現代中国法史をふまえて議論を
行っている。但し，各章のテーマによってその書き方は一様ではない。
本書の構成は以下のとおりである。

第Ⅰ部 法と国家
 第 1 章　法源（高見澤 磨）
 第 2 章　中国共産党と法（鈴木 賢）
第Ⅱ部 憲法・行政法
 第 3 章　人権（石塚 迅）
 第 4 章　統治機構（高見澤 磨）
 第 5 章　行政法（但見 亮）
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第Ⅲ部 民商法
 第 6 章　民事財産法（王 晨）
 第 7 章　家族法（國谷知史）
 第 8 章　企業法（周 劍龍）
第Ⅳ部 司法制度
 第 9 章　民事訴訟法（徐 行）
 第 10 章　紛争解決（宇田川幸則）
第Ⅴ部 刑事法
 第 11 章　刑法（坂口一成）
 第 12 章　刑事訴訟法（坂口一成）
第Ⅵ部 社会問題と法
 第 13 章　環境法（ 岡直樹）

 第 14 章　労働法（山下 昇）
研究の手引き

第Ⅰ部は，中国において何が法なのか，ということについて，中国共産党
（以下，党と記す）が国家を領導するという政治過程を意識しつついかに描き込
むかという課題を論じる。
第 1章は，中華人民共和国における法源について論じるが，全国人民代表
大会が制定する「法律」，国務院が制定する「行政法規」，中央軍事委員会が
制定する「軍事法規」などの上位の法令ではなく，それよりも下位の法令や
慣習，案例などに重点をおいて，文書行政を軸に立法過程や法の執行過程に
着目して整理を試みている。
第 2章は，政策決定や政策執行過程における党の役割の大きさをとくに突
出して描いている。分野によって描き方は異なるであろうが，現代中国法研
究において党の存在を無視しての研究はありえない。なお，描き方は，法分
野の特性のほかに，研究者自身の研究方法によっても異なる。本書はこの点
については特段の統一をはかってはいない。読者には描き方の違い自体を味
わって欲しい。
第Ⅱ部は，公民（または市民もしくは国民）と国家との関係を憲法・行政法の

角度から論じる。
第 3章は，憲法学の観点から，人権について中国法を論じることの困難さ
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を述べる。このことは中国の憲法学者にとっての苦悩であり，その結果とし
て外国人にとっての中国法研究（とくに憲法学的研究や人権研究）のもどかしさ
につながる。
第 4章は，統治機構の章であるが，ここでも党の指導という原理を憲法内
在の原理として読み込むことの意味が論じられる。党を憲法の外側の権力と
し，政治学に傾斜することも説得力ある方法である。それが許されるならば，
他方では，中国近現代史のうちに市民社会の萌芽を読み込み，それと憲法と
の接近（またはその困難）を論じることも頭の体操としては許される。
第 5章は，中国における行政法の形成と課題とを論じる。党による政策決
定が，個別具体的に法の衣装をまとうことが必要となっていることは成果で
あるが，他面では，その内実，とくに政府の活動を抑制するための原理が，
法そのものだけではなく，党の指導や徳を備えた指導者による指導の物語に
頼る姿も見ることができる。
第Ⅲ部は，民商法を扱う。1990 年代に市場メカニズムが全面的に導入され
るようになり，財産，家族，企業などは少なくとも表面的には欧米や日本・
台湾・韓国・香港などと比較可能な法体系を示しつつある。市民の権利の体
系が形成されつつあるかのように見えるものの，しかし，中国の現実に即し，
また，立法における政治過程を見るときに，一貫した説明が困難な場面に遭
遇する。これこそが研究の端緒となる。
第 6章は，民法典編纂の努力が描かれる。民法総則が 2017 年 3 月 1 5日に
公布された。これにより民法典の主要なパーツはそろった。今後それらをあ
わせて民法典が編纂される。我々は立法技術上の巧拙だけではなく，全体を
貫く理念をも検討しなければなならない。
第 7章は，家族法の論点を検討する。民法から独立した家族法という概念
から，民法典の一部としての親族法への転換という大きな流れの中で，現実
に起こる家族の問題について，法学以外の分野の研究とあわせて秩序形成が
行われるつつあることが示される。
第 8章は，企業法と題している。1990 年代に市場メカニズムが全面的に導
入されたことの象徴は会社法（「公司法」）の制定である。ここにいう会社とは
有限責任のそれであり，市場において出資者を獲得することを理念的前提と
している。他方，1950年代中期に急速な社会主義化が行われ，1980年代初期
までは，国営企業と協同組合型企業（「合作社」）とが計画メカニズムのもとで
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国民経済を支えてきた。国営企業は1980年代の改革において企業自主権を得
て国有企業となった。こうした歴史的背景を理解しつつ，会社法をやや詳細
に概観し，さらに競争法に議論を及ばせている。
第Ⅳ部は司法制度であり，民事訴訟制度及びそれ以外の紛争解決（主として

調解と信訪）を見る。第Ⅲ部でかいまみることができる権利の体系性も，権利
の実現の観点からは幾重もの考察を要する場面に遭遇する。これもまた研究
の端緒となる。
第 9章は，民事訴訟法を論じる。財産上の，または，家族法上の権利を侵
害された者は裁判によってその権利を守ることができる，という構造は中国
においても同様である。当事者主義的な方向へと転換がはかられつつあり，
このことは当事者の訴訟法上の権利の尊重を示すものだが，法院の負担の軽
減という側面もある。紛争を解決することで統治の正当性を示すという要請
は民事訴訟制度だけでは満たすことはできない。
第10章は，紛争解決を論じる。ここでは民事事件における裁判外紛争解決

が概観される。中国語で「調解」と表される調停的紛争解決と「信訪」と表
される苦情・相談などの申立とに重点が置かれる。なお，「調解」については
「第14章　労働法」で，「信訪」については「第5章　行政法」でも触れられ
る。裁判・強制執行を軸とする司法の力量不足を補いつつ，統治の正当性を
示すことが論じられる。
第Ⅴ部は刑事法であり，刑法及び刑事訴訟法が論じられる。被疑者・被告
人の権利を守りつつ犯罪者にしかるべき手続を以てしかるべき罰を与える，
という国家的正義の理論付けと現実におけるゆらぎを見ることになる。
第11章は，刑法を社会的危害性を軸に論じている。社会的危害性論は，近
代刑法の大原則である罪刑法定主義と緊張する関係にある。この点への理解
を進めることが現代中国刑法において最も肝要なところである。また，それ
と強く関連するのが，量刑の妥当性へのこだわりである。
第12章は，刑事訴訟法を審判の独立，調書中心主義，被疑者・被告人の権

利保障および自白の 4点から論じている。刑事訴訟法（捜査段階を含む）の条
文やそれを紹介する講学と刑事司法実務との乖離が大きいことの典型として
扱う。
第Ⅵ部は，社会問題への対処としての法を論じる。本書は，環境法と労働
法をとりあげる。環境問題への対処は1970年代以降，市場メカニズムを前提
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とする労働問題への対処は 1950 年代前半を除けば，1990 年代以降である。
第13章は，環境法である。環境法は1970年代末以降の新しい領域である。
狭義の環境問題への対処から，資源・エネルギー問題への対処まで含む体系
へと進みつつある姿が描かれる。他面では，その実効性について批判の対象
となることもあり，運用実態の検討が必要である。また，環境問題は国際問
題でもあり，国際的な協力が法制度にどのように反映するかについての検討
の必要性も論じられる。
第 1 4章は，労働法である。1950 年代中期の急速な社会主義化は，少なく
とも形式的には，労働者を国家・社会の主人公とし，解放された者として扱
うことになった。労使対立を前提とする労働法自体が枠組としてなくなり，
退職後を含む福利厚生を軸とする待遇の制度へと転換した。このことは 1990
年代の市場メカニズム全面導入後にも影響を与え，組合が労働者を代表して
企業と対峙する構造となっていないことの一因となっている。個別的労働法
の分野での立法の進展との対比は明瞭である。

以上のように本書が示す現代中国法の姿は，一方では，市民の権利の体系
としての法の萌芽を示しつつも，党によるよき統治の道具でも有り続けてい
るというものである。前者に軸足を置くならば，欧米との比較が可能であり，
日本の法学部で学んだ各分野の法からの接近も可能である。他方，後者に軸
足を置くならば，政治学・経済学・歴史学・社会学などの隣接領域の智恵も
動員しての社会全体の研究とならざるを得ない。現代中国法研究の醍醐味と
困難さとはここに由来する。
本書はこのような難物への対処としてはまだ十全ではないことを告白しな
ければならない。
人々の規範意識についてはさらなる研究を要する課題である。安易な法文
化論や国民性論まで含めれば，先行研究は少なくないが，より高い学術的水
準を以ての研究は本書にとって現段階では及ばないところである。本書執筆
者の課題であるとともに，読者の今後の成果を期待したい。
また，とりあげるべき領域であって本書で扱うことができなかった事柄も
少なくない。知的財産や法学教育・法曹制度については初期の計画では章を
設ける予定であったが，かなわなかった。実務にとっては，租税法や各種の
仲裁制度も重要であるが，前者は当初より計画になく，後者は，第 9章・10
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章では触れられず，第14章で若干触れられている。社会問題への対処として
は社会保障法も重要な分野であるが，これも当初からの計画に組み込むこと
ができなかった。
本書企画の発端は，1950年代から今世紀に至るまで日本の現代中国法研究

を支えた浅井敦先生（1931年～ 2012年）の喜寿記念出版の企図であった。但し，
縁ある研究者による論文集とはしないで，ひとつの趣旨によって貫かれた一
冊の書物とすることとし，書名としても浅井敦先生の名は冠しないこととし
た。より高いものを目指すことで学恩に報いるためである。出版が遅れ生前
に本書を届けることができなくなったことは編者の責任である。本文の後に
「研究の手引き」をつけ，これに浅井敦先生の業績を加えることとした。



第 I 部
法と国家
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序

中国法研究における法源研究とは，中国においては何が法なのかを明らか
にすること（明らかにできない領域を抽出することを含めて）である。法源研究は
一定の蓄積がある分野である（高見澤・西 2004，高見澤 2014）。
高見澤・鈴木・宇田川2016は「第3章　憲法」において（部分的には第1章，

第 2章及び第 4章においても），小口・田中 2012 は「II　法構造」において，法
源について論じている。小口・田中は国家機関と共産党機関との間の緊張関
係に傾斜して説明している。西村 2008 は法源に関する専章を置いていない。
中国においては，憲法を頂点とする国家制定法体系を描くことと裁判規範
の体系を描くこととは必ずしも一致しない。また，共産党という要素を加え
て国家機構を考察した場合にどこまでが法学の枠内で議論が可能で，どこか
らが政治学的研究に足を踏み込むことになるのかは，問題ごとに検討しなけ
ればならない（von Senger 1994）。さらに，国家と社会と法といった問題を立
てるとなれば，法史学とも関わる。法文化論的研究や本章に述べる慣習を考
える場合には，近代法史を含む法史学的研究も概観しておくことは有益であ
り，ときに必要でもある1）。
本章は，第 1節で国家機関や共産党の文書が発受されて秩序が形成される
姿を概観し，第 2節では，立法法の定める法源の体系をごく簡単に整理した
上で，法律・法規以外のものについて検討する。第 3節では，解釈と案例に
ついて論点を抽出する。第 4節では，慣習，慣習法，国際私法，条約につい
て概観する。

第 1 章

法　　源
高見澤 磨
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本章では，立法法に定めのある法律・法規・規章だけではなく，各種の文
書に示される決定や規則の類を含めて広く法令ということばを用いることが
ある。
意思表示や契約その他の合意自体の法的意義については，本章では触れな
い。但し，団体の規約たる「章程」には，本章第2節 4で若干触れる。また，
外国判決や仲裁の承認についても本章では触れない。

第 1節　文書行政と法源

1949 年 2月 22日の「関於廃除国民党〈六法全書〉和確定解放区司法原則的
指示」により，当時現行法であった中華民国法を全廃したこと，現行法を全
廃したことは比較法的に見ても数少ない例であること，解放区においては，
人民解放軍の軍政期には軍政当局の，民政に移管されれば人民政府の法令が
適用されること（その限りで成文法主義が採られること），法令がない場合には
「新民主主義の政策」に従うこと，が定められた。これらのことは多くの教科
書や論文で述べられている。1950年代前半には立法が一定程度進捗したもの
の，1950 年代中期の急速な社会主義化（都市商工業企業の国営化と農村の協同組
合型農場化（「合作社」））により起草活動の仕切り直しがあって立法が停滞した。
共産党による政策定立及び遂行と国家法の定立及び執行との混在が生じ，実
質的には共産党の政策が主で，国家機関を通した場合の特殊な形態が法であ
るかのような体制となった。このことは，1970 年代までの，また少なからぬ
場面では今日でも，中国法の特徴のひとつとなっている（李歩雲・汪永清1998，
何勤華 2009，郭定年 2009）。このようなあり方においては，共産党や国家機関
の政策または判断を示す文書行政からの接近が有効である2）。
共産党と法との関係についての詳細は，本書「第 2 章　中国共産党と法」
を参照されたい。
「規範性文件」と表現される範疇の文書がある。1989 年制定時の行政訴訟
法 53 条は，適用すべきものとして「法律」「法規」を挙げ，参照すべきもの
に「規章」を挙げていた。その後，2000 年に最高人民法院から示された「関
於執行〈中華人民共和国行政訴訟法〉若干問題的解釈」の 62 条は「裁判文書
において合法的で有効な規章及びその他の規範性文件を引用することができ
る」とした。ここにいう「その他の規範性文件」が規章といかなる意味形式
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において別の範疇なのかは，この文言だけでは判然としない。姚鋭敏 2008
は，「規範性文件」は，行政処罰法（1 9 9 6年 3 月 1 7日公布，同年 1 0月 1 日施行。
その後 2009 年 8 月 27 日改正・公布・施行）で「法律」上の用語となったとする。
立法法により法令の制定や名称・形式や効力関係が一定程度整理されたと
は言え，そこからこぼれるものもあり，それらは，「規範性文件」の名で総称
される。
最高人民法院の「関於裁判文書引用法律，法規等規範性法律文件的規定」

（2009 年 10 月 26 日公布，同年 1 1月 4 日施行）では，6 条で「その他の規範性文
件」を挙げ，合法的で有効なときには裁判理由（「裁判説理的依拠」の語を用い
ている）とすることができる旨定めている。上記規定では，「規範性法律文件」
の語も用いられている。「紅頭文件」という言い方もあるが，これは通俗的な
言い方であって共産党機関や政府の文書の頭部分が朱文字であることから来
ている3）。国務院の各部門においても「規範性文件」の制定や管理につき規
則を制定している4）。
中国法制出版社の『中華人民共和国新法規彙編』には「法規性文件」とい
う分類があり，例えば，2007 年 7 号には，「中共中央，国務院関於全面加強
人口和計劃生育工作統 解決人工問題的決定」（2006年 12月 17日）が収められ
ている。中共中央と国務院との連名の場合には「法規」としての性質，即ち，
国務院の行政法規と同じく裁判において適用される規範となる性質があると
いうことであろうか。
以上とは別に，「党内法規」と呼ばれる規範がある。「中国共産党党内法規
制定条例」，「中国共産党党内法規和規範性文件備案規定」が2013年に「公開
公布」されている（『法制日報』2013 年 5月 28 日 1,  2 面が新華社 5月 27 日として伝
える記事の表現。「党内法規」は，1990 年の「中国共産党党内法規制定程序暫行条例」

に始まるとする）5）。

第2節　立法法が定める法源の体系（法律・行政法規・軍事法規を除く）

立法法は，2000 年 3月 15 日に公布され，同年 7月 1日に施行された（その
後 2015 年 3 月 1 5日に改正・公布・施行）。1980 年代以降今日に至るまで，立法
制度についてのあり方は，「立法学」として論じられてきた。立法法に至るま
での立法学や法源の状況については，高見澤 1991a，高見澤 1991b，高見澤
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1993，高見澤1994，高見澤2000，高見澤2014を参照されたい。以下では「規
章」（「国務院部門規章」と「地方政府規章」），その他の法令や団体の規約類，憲
法の法源性を概観した後，立法過程や改廃について触れる。民族自治区域の
立法は本書「第 4章　統治機構」で触れる。

1　「規章」（「国務院部門規章」と「地方政府規章」）

国務院所属の部または同級の部門が制定する「国務院部門規章」と，「地方
性法規」制定権のある，省・自治区・直轄市及び自治区・直轄市人民政府所
在都市並びに国務院が定める大都市の人民政府が制定する「地方政府規章」
などの規章が重要な論点になるのは，行政訴訟法により「参照」するものと
定められたことによる。法律などの上位の法令に根拠があるか，抵触してい
ないか，という「合法性審査」を経て裁判において「参照」される。もし「合
法性審査」で問題ありとなれば，裁判官は，参照しない，という選択肢を有
する。さらに「司法建議」でその問題点を指摘するかもしれない。法律や「法
規」は「依拠」するものであり，裁判官はそれを適用しなければならない（羅
豪才1993，沈栄華・周伝銘1999）。行政訴訟法起草課程での知恵とも言える。ま
た，現行の行政訴訟法（1989 年 4 月 4 日公布，同年 10 月 1 日施行。2014 年 11 月 1
日改正・公布，2015 年 5月 1日施行）においては，1989 年制定当時には「具体行
政行為」のみが対象であり，「抽象行政行為」の違法性や不合理性を争うこと
はできないとされ，「規章」の制定は「抽象行政行為」にあたるとされてい
た。しかし，2014 年の改正により，「抽象行政行為」に代わって「行政行為」
と文言が修正された。13 条 2号は依然として行政機関が定める普遍的拘束力
を有する決定・命令に関しては受理しないことを定めているが，53条1項で，
行政行為が根拠としている「規範性文件」については争うことができる旨定
めている（2項で規範性文件には規章を含まない旨定めている）。第1節で見たよう
に，両者の形式的または実質的ちがいについては今後研究すべきことがらで
ある。
なお，法律・法規は当前に裁判規範となり，「規章」は「合法性審査」を経
て「参照」されるべきものとして裁判規範となるというあり方は，日本の法
規と規則との関係にやや似たところがある。但し，留意すべきは，日本の規
則の名宛て人は国民ではなく，当該事項を扱う機関や機関内部の関係者であ
る点である。故に，公布ではなく，通達を以てなされ，市民生活と関係が深
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い分野については，情報公開制度や広報活動によって知られていく。それに
対し中国の「規章」の場合は，機関内部の執務についてだけではなく，市民
が名宛て人となる場合も多い。

2　その他の法令（立法法に定めのないもの）や規約（「章程」など）

県レベル以下での人民代表大会や人民政府の決定・命令その他の規則制定
は，立法法においては扱われていない。これらは第1節で見た「規範性文件」
の中の一部として扱われているように見えるが，県レベル以下に限定して法
源の観点から規範性文件を論じた研究については未見である。行政許可や行
政処罰といった具体的な行政行為の中から実証的に検討する必要があろう。
また，政府ではなく，自治的または自律的な要素を有する団体は規約とし
て「章程」その他の規約類を制定する。会社の定款も「章程」と呼ばれる（公
司法）。大学の憲章・基本規則の類いも章程と呼ばれる（教育部「高等学校章程
制定暫行辦法」2011 年 11 月 28 日発布，2012 年 1 月 1 日施行）。村民委員会組織法
（1998年 11月 4日公布・施行，2010年 10月 28日改正・公布・施行）25条 3項には，
「村民自治章程」，「村規民約」，「村民会議或村民代表会議討論決定」といった
文言が見られる。これらは，第一義的には団体に属する人々の団体内での権
利・義務を定めるが，その内容が裁判で争われる場合や人々の日々の生活と
規範といったことを考えるときには，法源の外延にある。

3　憲法の法源性

第 1節で触れた最高人民法院の「関於裁判文書引用法律，法規等規範性法
律文件的規定」は，裁判において引用すべき法源として憲法を挙げていない。
この規定に至るまでの憲法の私人間適用とその否定に関しては，高見澤・鈴
木・宇田川 2016「第 3章　憲法」，高見澤・鈴木 2010「第 6章　現代中国に
おける立憲主義」を参照されたい。この規定は正面から憲法を引くことを否
定しているのではなく，リストからはずすという書き方で，妥協をはかって
いる。翟小波2009は憲法の実施者としては裁判官・法院よりも全国人民代表
大会（とくに専門委員会）に期待するという立場を採る。他方，裁判における直
接適用の主張も見られる（謝維雁 2011）。
現行憲法は，計画経済を主としつつ市場メカニズムを部分的に導入して経
済を活性化するという制定時の基本政策を前提に設計されている。その後市
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場メカニズムの導入が拡大され，1992 年以降は全面的に導入されていく。し
かし憲法はその都度の部分改正でしのいでいる（劉政 2008）。直接の裁判規範
となるか否かは別として，何らかの整合的な憲法解釈が必要なはずであるが，
それも形成過程である（韓大元 2012）。

4　立法過程

立法過程や法の執行過程は，広義には政治過程でもある。法の執行過程に
ついては，次節で論じる。立法を求める背景や制定までの利害調整などにつ
いてのほかに，議事規則，草案段階での意見聴取や情報公開，制定手続の整
備などは，重要な着眼点となる。
議事規則については，1987 年 11月 24日の全国人民代表大会常務委員会議
事規則がある（2009 年 4月 24 日改正・公布・施行）。今日では，各レベルの人民
代表大会や常務委員会においてはそれなりの議論がなされ，また，インター
ネット環境を利用して市民に意見を求めている。
規章については，立法法に基づき，規章制定程序条例が定められている。
国務院各部でもこの条例に基づき規定を制定し，立項―起草―審査―審議―
公布―解釈，修改，廃止，立法後評估（評価）といった過程が定められている
（例えば，海関総署の「海関立法工作管理規定」（2009 年 1 月 4 日公布，同年3月 1日

施行。2005 年規定を廃した新たな規定））。
立法の過程で，伝統的な紙媒体やインターネット環境を利用して，草案を
公開し，意見を求めることも行われる場合がある。公聴会を開催することも
ある。市民や関連企業・団体からの意見や公聴会での意見聴取がどの程度草
案に影響を与えているのか，公聴会がどのような形態で行われているのか，
といったことは，個別に調査しなければならないが，最初の草案から最終的
に公布される法令までの変化を追っての研究がある程度可能となっている6）。

5　改　廃

法令の改正全体を指す用語としては「修改」があり，部分的修改は「修正」，
全体的修改は「修訂」という言い方がある（呉恩玉 2010）。但し，全ての改正
にこの用語法が貫徹しているか否かは未確認である。
最近では法令一件ごとに改正を公布するのではなく，まとめて改正を決定
し，公布・施行する場合が見られる。2009 年 8 月 27 日の全国人民代表大会
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常務委員会の「関於修改部分法律的決定」は同日公布・施行された。「社会主
義市場経済和社会発展要求」に「不適応」な条項を 5法にわたって改廃した
り，「徴用」の語を「徴収，徴用」に改めるために関連する法律の関連箇所を
まとめて挙げたりといった方法を採っている。劉風景 2012 は，上記「決定」
が，用語調整のための小規模改正を59法にわたって行ったことにつき，わた
る範囲が広く煩瑣であり，全体としての改正目的がわかりにくく，該当箇所
を確認するのに手間がかかる点を問題とする。さらにこうした手法は，それ
にふさわしい場合に限るべきであるとする。しかしその後もこの方式はなさ
れている7）。従来の法令を見直す作業が「清理工作」と呼ばれて行われてい
る。このような場合には，廃止となるもののリストがまとめて発表される（信
春鷹 2013）。
ある法令を改正すると，関連する他の法令も改正が必要となる場合は日本
でも少なくない。このような場合，日本では，衆参両院及び内閣の法制局が
法の整合性を維持する仕事をしている。全国人民代表大会の法律委員会，そ
の常務委員会の法制工作委員会，国務院法制辦公室や国務院各部の法規司・
条法司，中央軍事委員会の法制局，最高人民法院や最高人民検察院の規則や
解釈の制定部門などはこのような仕事をしているのか否か，整合性の維持に
どの程度気をつかっているのか，といったことは，今後研究すべき課題であ
る。

第 3節　法の執行過程と法源

法の執行過程においては，解釈や先例の扱いが重要である。さらに政治過
程として見るならば，中国の場合，請示・批示（上級者に伺いを立て，それに対
し上級者が指示を与えること）を検討しなければならない。本節では，まず請
示・批示について検討し，その後「司法解釈」について論じ，また，「案例」
について論じる。

1　請示・批示と裁量・解釈

請示とは指示を請うこと，批示とは指示を示すことである。
民主集中制（共産党の指導，下級は上級に従う，地方は中央に従うといった政治原

則）と人事評価とが結びつくと請示・批示が行われやすい。大平 2011，大平
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