
19

第
１
節　
　

４
つ
の
憲
法

第１節　４つの憲法

Ⅰ　概説──歴史と背景

中国の憲法は 1954 年に制定された最初の憲法から、1975 年、1978 年、1982

年の 3回の全面改正を経ている。しかし、はじめの 3つの憲法はいずれも社

会主義法建設時期に制定されたものであり、現行の 82 年憲法だけが、改革・

開放時期に制定されたものである。

ただし、はじめの 3つの憲法でも、54 年憲法は社会主義社会へ至る過渡期

に制定されたものであるのに対し、75 年、78 年憲法は社会主義段階の憲法と

いう違いがある。しかも、この 2つの憲法はプロレタリア文化大革命*（以下
「文革」という）の後期に制定されたものでもあり、改革・開放時期の政策とは

まったく正反対の内容を有していた。

このような関係から、82 年憲法は 54 年憲法を基礎として継承し、発展さ

第2章

憲 法

中華人民共和国の憲法は、建国直後に臨時憲法の役割を果たした共同綱領
を経て、1954 年にはじめて開催された全国人民代表大会第 1 回大会で、最
初の憲法が制定された。以後、憲法は1975 年、1978 年、1982 年の 3 回
にわたって全面改正されている。また、現行の82 年憲法は、改革・開放政策
の進展にあわせて、4回の部分改正を受けている。
社会主義型の中国憲法は、人権概念を否定して、その代わりにこれを「市民

の基本的権利」として規定しているが、1991 年の「人権白書」以降は、人
権概念の普遍性を認め、2004 年の憲法改正ではじめて憲法に「人権」を明
記した。
本章では、憲法と人権、およびその制度的保障としての法治国家建設の問題

について説明する。
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せたもの、と位置づけられている。

Ⅱ　82年憲法

❶基本的特徴

82 年憲法の基本的な特徴は、その前提となる社会を、資本主義と社会主義

の中間に想定しているところにある。そもそも 54 年憲法は、革命後の中国社

会が社会主義への移行を果たす時期の憲法として構想された。

82 年憲法が 54 年憲法を受け継いだ理由は上述のとおりであるが、結果と

してその前提は、改革・開放政策に合致するものとなった。改革・開放政策

はその発展とともに、しだいに市場経済体制への移行という方向性を明確に

し、1990 年代には「社会主義市場経済」とみずからを表現するようになった。

社会主義でもなく資本主義でもない、という中間的な社会形態を前提として

いることが、82 年憲法の特徴といえるが、社会主義社会への移行期と位置づ

けられた 54 年憲法とは、その方向性が異なっている、ということができるか

もしれない。

82 年憲法の構成面における特徴として、それ以前の 3つの憲法とは異なり、

「市民の基本的権利および義務」の章を「国家機構」の章の前においたことが

あげられる。これは改革・開放政策が「民主と法制」の強化を掲げてスター

トしたなかで、82 年憲法が市民の権利保護を重視するものであることを示す

ための変更であった。

82年憲法が基本的な点において54年憲法の内容を継受したことにより、国

家機構も基本的に 54 年憲法体制を復活させるものとなり、これに関わる組織

法、選挙法などがあいついで成立した。

だが一方で、1980 年代になってからは、計画経済*から市場経済へという
経済改革が急速に進展したため、82 年憲法には、社会主義建設を目指した 54

年憲法とは正反対の方向性が必要であった。その結果、82 年憲法は改革の進

展にあわせて、小刻みな修正を余儀なくされており、すでに 4回にわたって

部分的な改正が行われている。それでもまだ全面的な改正に及んでいないの

は、54 年憲法と同様の体制移行期の社会という基本的なコンセプトが、社会

主義市場経済という現状に見合っているせいであろう。
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❷改正の経緯

82 年憲法は、ほぼ 5年の間隔をあけて、改正を繰り返してきた。これは 5

年に 1度開催される中国共産党全国代表大会（以下「党大会」という）が、改革

の成果として確認したものについて、それを憲法の条文に取り込むというか

たちで改正しているからである。したがって、当該条文の改正の意義につい

ては、その直前に開催された党大会における政治報告が説明している。

改正された条文数は 1988 年が 2か条、1993 年が 9か条、1999 年が 6か条、

2004 年が 14 か条の計 31 か条である。以下、その改正の主要な内容について

説明する。

（1）1988年改正　　1987 年の第 13 回党大会で、中国の社会主義が初級段

階にあるという認識が示され、商品経済が容認されたことを受けて、1988 年

に 2つの条文が改正された。いずれも改革・開放政策のなかで、新しく認め

られるようになった政策を反映したものである。

──（ａ）土地使用権の譲渡　　土地の私有は認められないものの、国有土地
使用権は期間を限って譲渡することが認められ、転売することもできるよう

になった（土地制度については➡第 4章第 3節Ⅱ）。

──（ｂ）私営経済の公認　　「社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会
主義的公有制、すなわち全人民所有制および勤労大衆による集団所有制であ

る」と規定され、これを補完するものとして、「法律の定める範囲内の都市・

農村勤労者の個人経営経済」が認められていた。この個人経営経済では、搾

取労働を認めないという社会主義の原則に従って、雇用労働者の数は 8人ま

でと制限されていたが、それを超える規模の経済組織が「私営経済」として

容認されることになった。私営経済という表現は、社会主義の初級段階でも

私有制までは認めないという意思表示だが、実質は私有経済と異ならない。

（2）1993年改正　　1992 年の第 14 回党大会では、「社会主義商品経済」

が「社会主義市場経済」に改められた。改革・開放政策が市場経済へとさら

に移行したことを示す変化であるが、これにあわせて憲法の序文の一部と 7

つの条文が改正された。

新たに規定された事項は、中国が社会主義の初級段階にあり、中国的特色

をもつ社会主義建設を進めること、そのために改革・開放の政策を維持する

ことなどの基本方針のほか、社会主義市場経済を実行すること、所有権と経
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営権の分離という原則に従って国有企業改革を進めること（➡第 6章第 1節Ⅰ

❷）、農業生産では家族単位の請負経営制（家族請負経営制*）を実行すること、
および民主諸政党との多党協力体制を強化すること、などである。

なお、国営企業改革に関連して、「国営経済」、「国営企業」という呼び方が

それぞれ「国有経済」、「国有企業」に改められた。

（3）1999年改正　　1997 年の第 15 回党大会における市場経済化の促進、

およびWTO加盟を視野に入れたグローバル化への対応という課題を受け

て、序文の一部と 5つの条文が改正された。

新たに規定された事項は、社会主義建設を指導する理論として、マルク

ス・レーニン主義、毛沢東思想に並べて、鄧小平理論が追加されたこと、法

に従って国を治め［依法治国］、社会主義的法治国家を建設するとして、［依

法治国］の原則が明記されたこと、市場経済の発展に対応して、多様な所有

制*と分配方式を公認したこと、などである。
また 1997 年の刑法改正にあわせて、国家は「反革命活動」を鎮圧するとの

規定を、「国家の安全に危害をもたらす犯罪活動」を鎮圧する、と改めた。

（4）2004年改正　　4回目の改正は、追記された条文数も 14 ともっとも

多かったが、内容的にもきわめて重要な改正が行われた。

まず、「国は人権を尊重し保障する」という条文が追加され、憲法にはじめ

て「人権」が規定された。この問題については、第 2節で後述する。

また、非公有制経済について、「個人経済、私営経済など非公有制経済の

合法的な権利および利益を保護する」と規定したほか、私有財産については、

「市民の合法的な私有財産は不可侵である」と明記した。いずれも非社会主義

的要素として、それまでの憲法では認められていなかった権利が、社会主義

市場経済体制のもとで、明確な権利として確立したことを示すものといえよ

う。

このほか、新たに規定された事項としては、指導思想に「3つの代表論」
（中国共産党は中国の「先進的な生産力の発展が要求するところを代表し、先進的な文化の

前進する方向を代表し、最も広範な人民の根本的利益を代表する」）が追加されたこと、

その具体的な表現として、「社会主義事業の建設者」という主体が規定された

こと、土地収用に対する補償が明記されたこと、非公有制経済の発展を奨励

すること、私有財産は不可侵であること、経済発展の水準にふさわしい社会

保障制度を整備すること、などがある。
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Ⅲ　クローズアップ

❶憲政は夢か？

広東省で発行されている週刊新聞『南方週末』は、2013 年の新年号に「中

国の夢、憲政の夢」と題する社説を掲載した。しかし、その内容は省党委員

会宣伝部が書き換えたものであることが判明し、記者たちが宣伝部責任者の

解任を求めて抗議する事件を引き起こした。

同社説は、2012 年末に開催された 82 年憲法成立 30 周年の記念集会で、習

近平総書記が憲法重視の演説をしたことを受け、中国が憲法にもとづく法治

社会を実現するよう訴える内容であった（この演説は「憲政の夢」と名付けられた）

が、宣伝部はこれを中国共産党（以下「党」という）の指導に対する挑戦と受け

止め、当該部分の内容を書き換えたのであった。この事件は、報道の自由に

対する過剰な規制として批判され、同時に党による新聞の検閲制度が問題と

されたが、社説が提起していた憲政の問題自体はあまり議論されなかった。

ところが 5月になって党の機関紙に、「憲政は社会主義ではない」とする論

文が掲載され、憲政批判が一気に高まった。憲政否定論が主張しているのは、

憲政は資本主義のものであり、党による指導を優先する社会主義とは相容れ

ない、ということであるが、いいかえればそれは、党の指導は憲法に縛られ

るものではない、という意味にほかならない。

❷党の指導がすべて

かつて文革期には、「法律は党の手脚を縛ってはならない」とする考え方が

強調され、［人治］（➡本章第 3節Ⅰ）をまねく要因となった。82 年憲法は法治

を確立するために、党も法律の枠内で活動することを定めたが、法律は党が

作るもの、という考えまで消し去ることはできなかった。

❶で述べた論争は、「党の指導がすべて」という否定しがたい理論的主張を
前提に、建前としての法治主義や憲政がどこまで実行可能性をもちうるかと

いう、繰り返し問われてきた問題の再論にすぎない。とはいえ、法制度の整

備という点では空前のレベルにまで到達した現在でもなお、その本質にほと

んど変化がないことを示しているものといえよう。中国において憲政は今し

ばらく、見果てぬ夢にすぎないのであろう。
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用語解説

【あ行】
■違法性　　中国刑法学界の多数説に
よれば、中国の違法性は、日本刑法で
いう形式的違法性、実質的違法性およ
び実質的責任をも含む総合的な概念で
ある（こうした考えはソ連の刑法理論に由来
する）。その結果、違法性の有無は、結
局、超法規的な社会的危害性の有無に
従う。
■OJシンプソン事件　　米国のプロ
フットボールの花形選手であったOJ
シンプソンが、1994 年に妻殺しの嫌疑
で起訴された事件。被告人は有名人で
あり、また彼が黒人で妻が白人であっ
たという人種上の関心からも、世間の
耳目を集めた。状況証拠から彼の犯罪
を疑う国民も多かったが、陪審員は無
罪の判決を下した。“疑わしきは被告人
に有利に”との刑事手続法の原則が働
いた結果とされる。中国の著書・論文
でこの事件が引き合いに出されるのは、
もし中国で同種の事件が発生した場合
に、民衆の意向に左右されやすい中国
の裁判所（人民法院）が無罪の判決を果
たして下すだろうかという文脈におい
てである。ちなみに、シンプソンを被
告とする民事の損害賠償請求事件では、
彼の不法行為が認められ、損害賠償義
務を負わされた。

【か行】
■会社　　建国前の会社は［公司］と

呼ばれていたが、建国後の国営企業が
中心だった時代には、基本的にはすべ
て企業と呼び、［公司］は使われなかっ
た。1980年代の企業改革により国営企
業が再編され、トラスト化された時に、
連合企業を［公司］と呼ぶようになっ
た。会社法はその対象企業を［公司］
と規定したが、現在は一般的に企業を
［公司］というようになっている。
■家族請負経営制　　家族単位で土地
を借り、農業生産を請け負う制度。当
初は一定の生産目標を請け負っていた
ためこのように呼ばれたが、現在はほ
とんど自主経営に委ねられている。こ
の変化にあわせて、近年は土地請負経
営制という方が一般的である。
■株式会社　　中国で株式会社［股份
公司］という場合には、会社法［公司
法］に規定された会社を指す。した
がってそこには株式有限会社［股份有
限公司］だけでなく、有限責任会社
［有限責任公司］も含まれている。本書
では、この区分に従っており、単に株
式会社と記述している場合には両者を
含んでいる。
■完全養子制度　　養子と養親との間
に養親子関係が成立すると、養子と実
親その他生来の血族との間の権利義務
関係が消滅する制度をいう。一方、養
子と実親との間の権利義務関係を消滅
させず、養親子関係と実親子関係を併
存させる制度を不完全養子制度という。
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■期限付きガバナンス制度　　国の法
定機関（中央および県級以上の地方人民政府
における環境保護行政主管部門）が、汚染
の著しいプロジェクト、産業および区
域に対し、一定期間内の環境ガバナン
スを行わせ、所定の環境基準を達成さ
せる法律制度をいう。
■近親婚　　現行婚姻法は、近親婚と
して、直系血族および 3代以内の傍系
血族の間の婚姻を禁止している。こ
のように中国法は、「親等」ではなく
「代」を用いているが、直系血族では
自分を 1代、親を 2代、祖父母を 3代、
あるいは子を2代、孫を3代とする。傍
系血族では、共同の始祖までの世代数
を数え上げる。3代以内の傍系血族と
は、祖父母を共同の始祖とする傍系血
族をいう。したがって、いとこ間の結
婚は禁止されている。
■計画経済 /5カ年計画　　市場経済
を否定する社会主義国家では、国が策
定した計画にもとづいて生産と分配が
行われた。ソ連で 1930 年代に確立し、
中期計画としての 5カ年計画をもとに、
年度計画が実施された。中国もこれに
ならって、1953 年から第 1次 5カ年計
画をスタートさせた。2011年からは第
12 次 5 カ年計画を実施中だが、市場経
済化にともない、計画指標の拘束性が
大幅に緩和されたため、第 11 次 5 カ
年計画から、［計画］に代えて［規画］
と表現されている。
■警察　　一般に中国の警察は［公
安］と呼ばれている、と説明されてい
るが、それは公安機関に属する警察だ

けを指している。警察組織全体は下の
表が示すように、さらに大きく複雑な
組織である。

区　分 所属機関

人民警察

刑事警察
治安行政警察

公安機関

国家安全警察 国家安全機関

監獄警察
労働矯正警察

司法行政機関

司法警察
人民法院
人民検察院

武装警察
辺防警察
消防警察その他

武装部隊

■継続契約　　継続契約とは、一定期
間または不定の期間中に契約当事者が
継続して履行義務を負う内容の契約で、
この種の契約の場合は、一時的契約関
係に比べて当事者間の信頼関係（信義
則）が重視される。こうした関係のも
とでは、継続的契約において信頼関係
を害するような行為が一方の側に過去
に存在した場合、先に履行すべき側が
履行を拒んだり（不安抗弁権）、あるいは
将来債権［未来債権］を担保として経
済活動を行ったりすることが可能となる。
■厳打　　改革・開放が開始された直
後の1983年、社会治安の悪化と経済犯
罪の増加に対処するために展開された
犯罪撲滅闘争。［厳打］とは、「厳しく
取り締まる」という意味。鄧小平がみ
ずから指導して、1979 年に制定された
ばかりの刑法の関連規定、刑事訴訟法
の被告人の権利に関する一部規定を改
正したうえで実施された。死刑を含む
重罰化と、弁護権の軽視が問題視され
たが、1990 年代の刑法、刑事訴訟法改
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