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Ⅰ.  全人代レベル 

 

1. 「裁判官法（2019 年改正）」 

（原文「中华人民共和国法官法（2019修订）」） 

主席令 27 号、2019 年 4 月 23 日公布、2019 年 10 月 1 日施行 

 

「裁判官法」は 1995 年に公布され、2001 年及び 2017 年の二回の改正を経た後、

今般、2019 年 4 月 23 日にさらに改正された。本改正は、近年の中国における司法改

革の成果を法律の形で規定するために行われ、「人民法院組織法」1、「監察法」、「刑

事訴訟法」、「公務員法」等の司法改革に係る法改正を受けたものである。また、近年、

法廷秩序を乱し、また裁判官を侮辱する事件も発生しており、本改正は裁判官の職業

保障を強化することも目的としている2。 

本改正においては、裁判官の権利義務、選任条件及び選任手続、管理、考査、職業

保障等に関する内容が改正されている。改正後の裁判官法の施行日は、2019 年 10 月

1 日である。 

本改正の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1） 裁判官の職責及び義務 

裁判官の職責について、改正前の裁判官法においては事件審理のみが規定され、

網羅的でなかった。本改正によって、裁判官の職責として、法に基づく犯罪人の引

渡し、司法共助等の事件を処理すること3が明記された。また、裁判官は、職権の範

                               
1
 本ニュースレターNo.290（2018 年 11 月 26 日発行）をご参照ください。 

2
 全人代常務委員会弁公庁による「裁判官法」の改正に関する記者会見： 

http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2019-04/24/content_154577.htm 
3
 「引渡法」（2000 年 12 月 28 日施行）によれば、最高人民法院及び指定された高級人民法院が引渡し

に関する申し出を審査する（「引渡法」16 条）。「国際刑事司法共助法」（2018 年 10 月 26 日施行）によ 

れば、最高人民法院は国際刑事司法共助の主管機関に属する（「国際刑事司法共助法」6 条） 
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囲内において、処理した事件に対して責任を負うこと4が明記された（8 条）。 

また、裁判官の義務として、改正前の裁判官法においては、国家秘密及び裁判業

務の秘密に対する秘密保持義務のみが規定されていた。本改正においては、裁判官

に対する監督を強化し、商業秘密及び個人情報の保護をより明確にするため、職務

を遂行する中で知った商業秘密及び個人のプライバシーに関する情報の秘密保持義

務が明記された（10 条 5 号）。 

 

（2） 裁判官の就任条件、選任制度及び任免 

裁判官等の法律職業者の専門能力を向上させるため、2015 年、中国共産党中央弁

公庁、国務院弁公庁は、「国家統一法律職業資格制度の改善に関する意見」を公布し、

法律職業者の範囲及び法律職業資格の条件を明確にした。当該意見は、裁判官等の

法律職業者になるために国家統一法律職業資格の取得及び一定の学歴を要求した。

当該意見の要求を受けて、本改正は、裁判官になるための条件を厳格化した。改正

前の裁判官法によれば、裁判官になるための条件として 23 歳以上、高等教育機関法

学部卒業の学歴を有し又は法律専門知識を持ち、2 年以上の法律業務に従事するこ

と等が挙げられていた。それに対し、改正後の裁判官法においては、裁判官になる

ための条件として、23 歳以上という条件が削除された一方で、5 年以上の法律業務

に従事したこと（法律修士、法学修士又は法学博士の学位を取得した者は、それぞ

れ 4 年、3 年まで緩和できる。）が必要とされている（12 条）。なお、弁護士、法学

研究者又は教育者は一定の条件を満たした場合、裁判官として選抜されることもで

きるとされている（15 条）。 

また、「司法体制改革の施行における若干問題に関する枠組み意見」の関連規定に

基づき5、本改正は、初任裁判官候補者の専門能力を審査するため、各省、自治区、

直轄市は裁判官選抜委員会を設置するとした（16 条）。 

改正後の裁判官法によれば、各職務の任免機構は、下表のとおりである（18 条）。 

 

職務 任免機構 

最高人民法院の院長 全国人民代表大会 

最高人民法院の副院長、裁判委員会委員、廷長、副

廷長及び裁判官 

最高人民法院の院長が全国人民代表大会常務

委員会に任免を申請する。 

最高人民法院巡回法廷の廷長、副廷長 最高人民法院の院長が全国人民代表大会常務

委員会に任免を申請する 

地方各級人民法院の院長 地方各級人民代表大会 

地方各級人民法院の副院長、裁判委員会委員、廷長、

副廷長及び裁判官 

地方各級人民法院の院長が当該級の人民代表

大会常務委員会に任免を申請する 

省又は自治区内に地区ごとに設立され、及び直轄市

内に設立される中級人民法院の院長 

省、自治区又は直轄市の人民代表大会常務委員

会が主任会議の指名に基づき任免を決定する 

省又は自治区内に地区ごとに設立され、及び直轄市

内に設立される中級人民法院の副院長、裁判委員会

高級人民法院の院長が省、自治区又は直轄市の

人民代表大会常務委員会に任免を申請する 

                               
4
 本改正以前においても、「最高人民法院の司法責任制実施意見（試行）」（2017 年 8 月 1 日施行）によ

れば、審理を行う権限を持った者（単独事件の裁判官、合議庭及び裁判委員会）が審理を行い、審理を

行った者が責任を負うと規定されていた。 
5
 全人代ホームページ：http://www.npc.gov.cn/npc/cwhhy/12jcwh/2017-12/23/content_2034430.htm 

http://www.npc.gov.cn/npc/cwhhy/12jcwh/2017-12/23/content_2034430.htm
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の委員、廷長、副廷長及び裁判官 

 

（3） 裁判官の管理 

本改正において、近年の司法改革に基づき、裁判官の職務を行政機関から切り離

すため、裁判官の員数制管理制度及び専門的な職務序列管理が規定された。 

改正後の裁判官法においては、裁判官について員数制6の管理が行われる。すなわ

ち、裁判官の員数は、事件数、経済社会の発展状況、人口及び人民法院の審級等の

要素に基づき決定される。その決定においては、各省、自治区、直轄市で総量規制、

動態管理が実施され、基層人民法院及び事件数が多い人民法院の業務の必要性が優

先的に考慮される（25 条）。 

また、裁判官は、その他の公務員とは異なる専門的な職務序列に基づき管理する

と明記された（26 条）。これにより裁判官の昇進ルートを拡大し、将来の待遇の改

善が企図されている7。 

 

（4） 裁判官の職業保障  

改正前の裁判官法は、裁判官の職業保障に関する規定は 12 章（「支給、保険厚生」）

及び 14 章（「退職」）に散見された。本改正において、裁判官の権利を強化し、職務

履行において、侵害を受けた場合の救済体制を確立するため、改正後の裁判官法は、

「裁判官の職業保障」という章を新たに設けた（7 章）。具体的には、人民法院内部

に権益保障委員会を設立し裁判官の合法的な権益を保障することが定められた（52

条）。また、法定事由によらず裁判官を裁判を行う職位から異動してはならず（53

条)、裁判官に法定義務の範囲外の事務を履行することを要求してはならず（54 条）

また、裁判官及びその近親者の安全は保護されること（55 条、57 条）が明確に定め

られた。 

 

2. 「検察官法（2019 年改正）」 

（原文「中华人民共和国检察官法（2019修订）」） 

主席令 28 号、2019 年 4 月 23 日公布、2019 年 10 月 1 日施行 

 

「検察官法」は、「裁判官法」と同じく、1995 年に公布され、2001 年及び 2017

年の二回の改正を経た後、今般、2019 年 4 月 23 日にさらに改正された。本改正は、

近年の中国における司法改革の成果を法律の形で規定するために行われ、「検察院組

織法」8、「刑事訴訟法」、「民事訴訟法」、「行政訴訟法」等の司法改革に係る法改正を

受けたものである。 

                               
6
 員数制とは裁判官に対して定員管理を行う制度であり、裁判官の職務序列に入った者に対して一定の

定員制限を設置し、裁判業務に精通し、品行が優れた人員が選抜により、最終的に定員に選ばれること

を確保する制度をいう。 
7
 全人代常務委員会弁公庁による「裁判官法」の改正に関する記者会見：

http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2019-04/24/content_154577.htm 
8
 本ニュースレターNo.290（2018 年 11 月 26 日発行）をご参照ください。 

http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2019-04/24/content_154577.htm
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本改正においては、検察官の職責・義務、就任条件、分類管理制度、及び職業保障

等に関する内容が改正されている。改正後の検察官法の施行日は、2019 年 10 月 1 日

である。 

本改正の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1） 検察官の職責、義務の明確化 

検察官の職責については、改正前の検察官法においては刑事事件に対する捜査、

公訴、法律監督のみが規定されていた。近年、改正された「民事訴訟法」9、「行政

訴訟法」10及び「検察院組織法」においては、検察機関に公益訴訟を提起する職権が

与えられている。「検察院組織法」においては、検察官の職責が詳細に規定された。

本改正においては、これらの法令の改正を受けて、検察官の職責をより明確に規定

するため、検察官は、刑事事件に対する逮捕・起訴の審査及び公益訴訟の提起、訴

訟活動に対する監督、職権の範囲内での決定について責任を負うことが明記された

（7 条）。 

また、2017 年、最高人民検察院は、「検察官が事件に基づき法律を解釈する制度

の実行に関する規定」を公布し、検察官の秘密保持原則等を規定した。本改正にお

いては、検察官に対する監督を強化するため、職務を遂行する中で知った商業秘密

及び個人のプライバシーに関する情報の秘密保持義務が明記された（10 条）。 

 

（2） 検察官の就任条件、選任制度及び任免の変更 

検察官に就任するための条件について、上記の「裁判官法」の改正と同様に、学

歴、業務経験及び資格の取得に関する要件が厳格化された（12 条）。 

また、改正後の検察官法は、初任検察官候補者の専門能力を審査するため、各省、

自治区、直轄市は検察官選抜委員会を設置するとした（16 条）。 

改正後の検察官法によれば、各職務の任免機構は、下表のとおりである（18 条）。 

 

職務 任免機構 

最高人民検察院の検察長 全国人民代表大会 

最高人民検察院の副検察長、検察委員

会の委員及び検察官 

最高人民検察院の検察長が全国人民代表大会常務委員会

に任免を申請する。 

地方各級人民検察院の検察長 地方各級人民代表大会 

また、その任免について、一級上の人民検察院の検察長に

報告し、当該検察長が当該級の人民代表大会常務委員会に

認可を申請する。 

地方各級人民検察院の副検察長、検察

委員会の委員及び検察官 

当該検察院の検察長が当該級の人民代表大会常務委員会

に任免を申請する｡ 

省、自治区、直轄市内人民検察院分院

の検察長、副検察長、検察委員会の委

員及び検察官 

省、自治区、直轄市の人民検察院の検察長が当該級の人民

代表常務委員会に任免を申請する。 

省級及び区を設置する市級の人民検 派出する人民検察院の検察長が当該級の人民代表常務委

                               
9
 「民事訴訟法」55 条。 

10
 「行政訴訟法」25 条。 
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察院が設置する派出機構としての人

民検察院の検察長、副検察長、検察委

員会の委員及び検察官 

員会に任免を申請する。 

 

（3） 検察官の管理制度の改革 

本改正において、近年の司法改革に基づき、検察官の職務を行政機関から切り離

すため、裁判官の管理制度の改正と同様に、検察官の員数制管理制度及び専門的な職

務序列管理が規定された（26、27 条）。 

 

（4） 検察官の職業保障 

本改正において、検察官の権利を強化し、職務履行において、侵害を受けた場合

の救済体制を確立するため、改正後の検察官法は、検察官権益保障委員会の設置（53

条）、検察官の職位移動禁止（54 条）、法定義務の範囲外の事務履行に関する拒否権

（55 条）、検察官及びその近親者の安全保護（56、58 条）等の措置を定めた。 

 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

 

1．「産業構造調整指導目録（2019 年版、意見募集稿）」 

（原文「关于就《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》公开征求意见的公

告」） 

国家発展改革委員会、2019 年 4 月 8 日公布、意見募集期限 2019 年 5 月 7 日 

 

国家発展改革委員会は、2019 年 4 月 8 日、「産業構造調整指導目録（2019 年版、

意見募集稿」（以下「本意見募集稿」という。）について意見の公募に関する公告を

公布した。本意見募集稿が法令として公布・施行された場合には、産業構造調整指

導目録（2013 年度版）の内容が修正される見込みであるが、本意見募集稿は、現時

点でまだ意見募集稿であるため、法令として公布・施行されるまでは法的拘束力を

有しない。 

 

（1） 産業構造調整指導目録の位置付け 

産業構造指導目録は、投資の方向性を指導し、政府が投資プロジェクトを管理し、

財政及び税務、銀行貸付、土地、輸出入等の政策を制定及び実施する重要な根拠で

ある。産業指導目録は、奨励、制限及び淘汰の 3 類の目録により構成される。奨励

類は内資にのみ適用されるが、制限類及び淘汰類は外資にも適用される11（「産業構

造調整促進暫定規定」12 条）。詳細は下表のとおりである。 

 

奨励類 国の関連投資管理規定に従い審査認可、審査確認又は届出を行う（「産業構造調整

                               
11

 産業構造調整指導目録の制限類が外資に適用されることについて、条文上は明記されていないが、報

道によれば、国家発展改革委員会の担当者は制限類が外資に適用されると明言している。 

発展改革委員会の担当者の発言に関する報道：http://gb.cri.cn/27824/2011/06/08/2625s3271772.htm 

http://gb.cri.cn/27824/2011/06/08/2625s3271772.htm
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促進暫定規定」17 条）。 

制限類 新規プロジェクトに対して、投資を禁止する。 

既存の生産能力については、企業が一定期間内に措置を採り改造・グレードアッ

プする（「産業構造調整促進暫定規定」18 条）。 

淘汰類 投資を禁止する（「産業構造調整促進暫定規定」19 条）。 

 

現行制度上、外商投資企業が、中国国内への投資を行うために取得しなければな

らない許認可として、①「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）」（以下

「外商投資ネガティブリスト」という。）に該当する場合の商務部門による事前の審

査認可（「外商投資法」28 条）12と、②国家発展改革委員会・国務院による経済政策

適合性の観点からの審査認可（「外商投資法」29 条、「企業投資プロジェクト認可届

出管理条例」3 条）とがある13。 

上記のとおり、産業構造調整指導目録は、中国経済に有益な効果をもたらすかと

いう観点から、一定の投資活動を制限類及び淘汰類として禁止している。制限類、

淘汰類に該当する投資については、上記外商投資に関する①商務部による審査認可

及び、②国家発展改革委員会・国務院による審査認可のいずれにおいても、不許可

とされることが予定されている。すなわち、産業構造指導構造調整目録は、上記①

及び②のいずれとの関係においても、審査認可の基準として機能することが想定さ

れているものと思われる。 

このため、外商投資ネガティブリスト上は禁止・制限されていない事業活動であ

っても、産業構造調整指導目録で制限類・淘汰類とされているものについては、商

務部門や国家発展改革委員会・国務院の認可は得られない点に留意が必要である。

たとえば、別荘類不動産開発プロジェクト、ゴルフ場プロジェクト、競馬場プロジ

ェクトについては、外商投資ネガティブリストには規定がないものの、産業構造調

整指導目録の制限類（現行の産業構造調整指導目録（2013 年度版）の制限類の十七

の 3、4、5）とされているため、許認可は発行されない。外資として、投資するプ

ロジェクトが産業構造調整指導目録の制限類又は淘汰類に該当しないことを予め確

認しておく必要がある。 

 

（2） 本意見募集稿の内容 

 本意見募集稿について、改正の趣旨としては、世界中での科学技術の革命及び産

業の変革に応じて伝統的産業のグレードアップを支持し、先進的製造業及び現代化

サービス業の発展を加速させ、製造業のデジタル化、インターネット化、知能化に

よるグレードアップを促進すること、先進的製造業及び現代サービス業の高度な融

和を推進する等が挙げられている。当該趣旨のもとで、2013 年度版からの変更点と

して特徴的なのは、例えば、奨励類として「人工知能」という項目が設けられ、人

                               
12

 なお、国が実施を規定した参入特別管理措置に関わらない場合（外商投資ネガティブリストに該当し

ない場合）、事前審査認可は不要であり、事後届出で足りる（「外商投資企業の設立及び変更の届出管理

暫定規則」2 条）。 
13

 これらの審査認可に加え、一定の業種に属する場合には、内資外資を問わず、関連当局からの個別の

許認可が必要になる（外商投資法 30 条）。 
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工知能チップ、知能ロボット、バーチャルリアリティ等が奨励類とされていること

である。 

 外資に関連する内容として、制限類及び淘汰類には、「大気汚染防止改善法」、「水

汚染防止改善法」、「個体廃棄物環境汚染防止改善法」、「省エネルギー法」、「安全生

産法」、「製品品質法」、「土地管理法」、「職業病防止改善法」等の国の法律法規に適

合せず、国家安全、環境保護、エネルギー消費、品質に関する強制基準に適合せず、

国際環境公約等の要求に適合しない工程、技術、製品、装備、というキャッチオー

ル項目が設けられており、産業全般について、環境保護、国家強制基準への適合等

を重要視する中国政府の方針が窺われる。 
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