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旅行者と研究者とのはざまで
―雲南懇話会中国法制研究会の活動報告―

岡　邦俊

弁護士

ヒマラヤ学誌　No.14, 255-263, 2013

研究会の発足まで
　雲南懇話会は、雲南大学・民族研究院の尹紹亭
教授のご指導の下に、2008年以降の毎年 10月下
旬から 11月上旬にかけて、雲南省の少数民族を
訪ねるフィールドワークを実施している。日本か
らの参加者は、毎回、定年後世代の男性を中心と
する 7 ～ 10名前後で、2011年には女性 3名が初
めて参加。これまでに、北は省内の標高 3300 m
近い迪慶チベット族自治州の州都／香格里拉

（シャングリラ）から、南は標高 100 mに満たな
いヴェトナム国境の紅河哈尼（ハニ）族彝（イ）
族自治州／河口瑶（ヤオ）族自治県、東は文山壮
族苗族自治州丘北県の壮（チワン）族・彝族の村、
西はミャンマー国境の徳宏タイ族・チンポー族自
治州まで、少数民族の都市や村を数多く訪問し、
さまざまな文化交流の成果を上げてきた 1）。
　毎回の参加者のうち、筆者を含めた何人かは、
とくに雲南省の少数民族の法的側面に関心を抱く
ようになった。筆者自身、2008年に訪問した紅
河哈尼族彝族自治州南部の元陽県では、営々と築
き上げられた高低差 1200 m（標高 300 ～ 2500 m
の間に分布している）、文字どおり一目千枚の梯
田（棚田）を前に、全体の水利に関する権利関係
が気になった。また、2010年、西北部・香格里
拉の松賛林寺の前で尹教授が口にされた、チベッ
ト族の「一妻多夫」の婚姻形態から、帰国後、中
国少数民族の婚姻法に関する文献を当って見なけ
れば…と思ったりした。
　これらの法的関心の対象は、本来、法社会学の
研究領域に属するものである。しかし、尹教授に
伺ったところでは、少なくとも雲南大学では、民
族研究院（文化人類学教室）と法学研究室との積
極的な交流はなく、教授ご自身も法社会学者との
共同研究や共同調査に参加した経験はないとのこ
とであった。また、法社会学的な研究は、綿密な

作業仮説による長期の社会調査を前提とするもの
であり、1年に 10日ほど少数民族訪問に参加す
るだけの旅行者としては、より深い知見を得よう
としても、ディレッタンティズム（dilettantism）
の域を出ないのではないか、と自戒された。
　フィールドワーク参加者の有志は、2011年 4
月からの、雲南省の少数民族の法的側面に関する
継続的な研究会（むしろ学習会）を開始する際、
対象を日本語文献による学習が可能な法制度に限
定し、当面は法社会学ないし法人類学などの専門
領域を対象外とすることを申し合わせた。これは、
専門領域に深入りすることを避けながらも、毎回
のフィールドワークへの参加を単なる観光旅行に
終わらせず、アマチュアの興味と実力の範囲で少
数民族問題を少しでも理解したいという願いから
である。

基本法への迂回
　当研究会は、2011年 4月から 2012年 9月まで
計 12回開かれた（毎回の出席者は 6 ～ 10名程度）。
最初は、中国少数民族問題の法的側面についての
日本語文献をテキストとして、中国少数民族の自
治などに関する制定法の概要を学ぶ予定であっ
た。ところが、研究会のメンバーは弁護士 2名そ
の他法学部出身者が中心であるとはいえ、特殊な
領域の外国法令を学習するためには、まず、その
国の憲法、民法などの基本法の体系を理解してお
くことが必要であることは自明である。
　このため、当研究会は、初回に、中国との商取
引の実務に詳しい高木喜孝弁護士を招いて、「中
国のWTO加入に伴う法整備の状況」という最新
の論点についての知識を得、第 2回に「変通規定」
などの民族自治に関連する法令の用語や概念を学
習した後、第 3回から第 11回までは、本来の少
数民族問題から大きく迂回し、本間正道 外 「現代
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中国法入門・第 5版」（有斐閣）という優れた入
門書を基本テキストとして、中国の現行憲法、民
法（物権法、債権法）、株式会社法などの基本法
を概観することに当てた。とくに第 8回では、形
成の過程にある中国民法（財産権法）との比較の
ため、わが国の債権法改正の動向にまで迂回を重
ねた。
　そして、開始から 1年半後の 12回目に、よう
やくスタートラインに戻って、民族法の専門書を
テキストとする学習会にたどり着いたのである。

現地法曹との交流も計画したが…
　当研究会では、このような学習活動と同時に、
毎年何日かを過ごす昆明市で、裁判所や弁護士会、
あるいは大学法学部などを訪問し、省内の法曹（で
きれば少数民族問題に詳しい法律家）と交流する
ことを当初から計画していた。しかし、尹先生に
お願いすれば簡単だろうと楽観していたこの計画
は、きわめて実現が困難であることが判明する。
　その理由は、2011年のフィールドワーク終了
後に会員 2名が上海市に立ち寄り、裁判所や弁護
士会を訪問することを計画して挫折したことに
よって思い知らされた。上海の訪問計画は、同年
の第 5回研究会の助言者である在日の中国律師

（弁護士）にお願いして慎重に進められた。しかし、
外国人の裁判所訪問や裁判傍聴は全面的に禁止さ
れていること、外国人弁護士が各地の弁護士会を
訪問するには、実に 6ヶ月以上も前に中国外務部

（外務省）に質問事項などを添えて申請し、許可
を得なければならないことが判明。結局、2名の
訪問先は、上海市内の日本企業を顧客とする法律
事務所および大学法学部に限定された。
　筆者は、外国旅行の都度、言葉が分かるかどう
かは別にして、裁判所を見つけては法廷を勝手に
傍聴し、弁護士会などを予約なしに訪ねるように
しているので、このような拒絶はカルチャー・
ショックに値した。これは、「中国の法曹制度」
をテーマとする第 5回研究会で報告されたとお
り、「中国の裁判官…の業務の内容は、そのとき
どきの共産党の中心的政策によって変遷するとい
う点で、きわめて政治的な意味合いを帯びている。
…これは、弁護士のみならず、裁判官も検察官も、
共産党によって完全に支配されていることを端的
に示すものと言ってよい。」という事実の反映で

あろう 2）。つまり、司法権が独立し、裁判は常に
公開され、弁護士会は権力の干渉を受けることの
ない自治組織である…という、わが国の法曹に
とっての公理が、現代の中国ではまったく通用し
ないのである。
　かりに昆明市の法曹訪問について、少数民族問
題を中心とする質問事項を 6ヶ月前に外務部に提
出しても、このデリケートな問題に神経を尖らせ
ている中国外務部が許可するはずもなく、かえっ
て仲介者にご迷惑がかかることが心配された。こ
のため、雲南省の法曹との交流は、当面あきらめ
ざるを得ないのである。

社会主義堅持のタテマエと市場経済
　各回の研究内容は別紙のとおりであり、毎回、
報告内容をふまえ、参加者による活発な討論が行
われている。
　まず、第 3回で「憲法－総則・統治機構」につ
いて検討する中で、筆者が今更ながら衝撃を受け
たのは、憲法の「前文」に「マルクス・レーニン
主義、毛澤東思想及び鄧小平理論に導かれて」、「社
会主義の道を堅持し…我が国を…社会主義国家と
して建設する」などの言葉が登場すること、人民
代表大会（人大）が国家の権力機関として全権的
地位に立ち、統治機構が「三権分立」とは完全に
異質な論理で貫かれていることなどである。
　それとともに、共産党の一党支配と社会主義的
な統治機構の維持という「タテマエ」を維持しな
がら、「ホンネ」としての「市場経済」を発展さ
せるために、憲法にすら大胆な修正を加えるとい
う柔軟かつ現実的な手法は、憲法を「不磨の大典」
と考えがちな日本人には、かえって新鮮に感じら
れた。中国は、近代法の導入の面では、現在が、
わが国の「明治維新」期に当たる、というのが偽
わらざる実感である。
　第 4回「憲法－公民の権利義務」、第 5回「中
国の法曹制度」では、基本的人権の保障について、
民主主義諸国の憲法と遜色のないほど条項が整備
され、国際人権条約への加盟・批准も完了してい
る反面、人権保障の実態が、いかに「タテマエ」
からほど遠いかが論じられた。とくに、2008年
12月 8日公開された「08憲章」の署名者に対す
る激しい弾圧は、理念と現実との乖離を示すもの
として、強い批判の対象となった。しかし、当研
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究会は、このあまりに先鋭な政治的問題には、そ
れ以上深入りすることを避けることにした 3）。

WTO加入に伴う経済法の変容
　初回の助言者・高木弁護士が述べるように、中
国では、2001年 12月のWTO加入前後に整備さ
れた経済法体系を、「社会主義的市場経済」の実
状の中でどのように運用するかが今後の焦眉の課
題となっている。第 6回「中国物権法の概要」、
第 7回「中国債権法の概要」、第 11回「中国会社
法の概要」では、その立法の状況を具体的に確認
した。
　まず、1993年制定の会社法は、グローバル化、
海外証券市場への上場などを目的として「株式平
等」、「取締役会主導による企業自治」などの現代
会社法として当然の原理を採用しながら、共産党
の方針によって一部が形骸化させられている。こ
れは、WTO加入を契機に整備された経済法が守
旧勢力によって修正を余儀なくされる典型例であ
る。また、2007年 10月施行の中国物権法は、外
形的には土地の「国家所有」（農地については「集
団所有」）という社会主義的原則を謳いながら、
土地を「社会主義的市場経済」上の私的取引の担
保に供する道を開くため、企業や私人に対し都市
部の土地について国益物権としての「建設用地使
用権」、農地について「土地請負経営権」を設定し、
これを担保化することを可能にしている。当研究
会でも、これを現実的手法として評価する立場と、
理論と実体との乖離を示すものとして批判する立
場に分かれて議論された。

西部大開発と少数民族の自治―結びに代え
て
　研究会のメンバー一同が、スタートラインに
戻った第 12回の段階で実感したのは、2003年以
降、雲南省を含む国土面積の約 71％を占める地
域を対象として実施されている「西部大開発」4）が、
少数民族の伝統・文化に与える影響の計り知れな
さである。筆者も、毎回のフィールドワークの都
度、雲南省の都市の殆どで、旧市街に接して高層
のビルやマンションが林立する新市街が建設さ
れ、都市の間を結ぶ高速道路が隅々にまで延びて
いるという「西部大開発」の実態を目撃し、中国
の経済発展のスピードを実感している。この華や

かな発展の成果を少数民族が現実に享受している
かについては、短期間の旅行者が確認することは
まったく不可能だが、第 12回使用テキストの著
者・一橋大学 西村幸次郎名誉教授は、この点に
ついて極めて懐疑的である。研究会のメンバーは、

「『中華民族』としてのアイデンティティーを強調
する『多元的一元論』は、1940年代初めまで、
当時のソ連に倣って民族自決権に基づく連邦制を
構想していた共産党が、その後、国防および文化
的・経済的格差の是正などを理由に民族区域自治
構想に切り替えた後、その理論的根拠となってい
る。」、「従来の漢民族中心の研究の問題性に対し
ても関心を払う必要がある。」という西村名誉教
授の注意深い指摘に、外国人が中国における少数
民族問題を論じ、あるいは継続的に研究すること
の難しさを感じている 5）。
　冒頭で述べたとおり、当研究会は、単なる旅行
者＝ディレッタント（好事家、dilettante）の立場
を超えて、法的側面から少数民族問題を少しでも
理解したいという願いから発足した。今後も目の
前の現象にとらわれて短兵急な結論を出すことを
避け、中国数千年の歴史に登場する少数民族問題 6）

を巨視的に把握できる学習を続けることができれ
ばと願っている。

参考文献等
1） 前田栄三「雲南の山地少数民族の村々を訪ね
て　2008年秋」ヒマラヤ学誌 第 11号、p222

 神山　巍「雲南南部山地の少数民族の村々を
訪ねて」ヒマラヤ学誌 第 11号、p270

 前田栄三「雲南省南部・ヴェトナム国境地域
を訪ねて― 2009年 11月―」ヒマラヤ学誌 
第 12号、p198

 神山巍「雲南省西北部茶馬古道沿いの少数民
族を訪ねて」ヒマラヤ学誌 第 13号、p331

2） 2011年にわが国で公開された中国映画「再
生の朝に―ある裁判官の選択」（リウ・ジエ
監督）は、困難な状況下で良心を貫く田舎町
の裁判官を淡々と描く佳作である（ベルリン
映画祭銀熊賞受賞）。

3） 各国の憲法研究者たちは、現在、相互の信頼
関係に基づく緊密な情報交換を行っている
が、中国の憲法研究者はネットワークに参加
しようとしないという。中国において、憲法
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問題が常に先鋭な政治問題であることの反映
であろうか。

4） 西村幸次郎編著「中国少数民族の自治と慣習
法」成文堂、2007年、（第 12回テキスト）
p177以下の記述；佐々木信彰「民族経済と
西部大開発」。

5） 西村幸次郎編著・前掲書、p3 ～ p31参照。
6） 陳舜臣の大著「小説十八史略」には、BC33年、
前漢・元帝の命で匈奴の単于に嫁し、一男二
女を生んだ美女・王昭君が描かれている。現
在の内モンゴルでは、その王昭君が通婚など
による「胡漢和親」の象徴とされているとい
う（西村幸次郎編著・前掲書、p5）。

国法制研究会の開催記録（参考資料）

第1回（2011 年 4月 11 日）
テーマ　；中国のWTO加入に伴う法整備の状況
報告者　；高木喜孝（弁護士・非会員）
テキスト；高木喜孝 外「中国のWTO加入と法整備」
明石書店、2008
報告の内容
1．中国は、2001年 12月、WTOに加入し、以後、経
済法の整備に努めた結果、企業所得税法改正、物権法、
労働契約法、独占禁止法の各制定によって、経済法体
系の成就という大きな成果を挙げた。
2．中国の『社会主義的市場経済』に対応する経済法
体系は、第一に国有企業を中核とする公有経済と市場
経済の関係、第二に外資導入政策の結果、強力な存在
となった外資の中国国内経済における位置付け、第三
に都市と農村の二重の社会制度との関係という基本問
題を抱えている。経済法体系を、それぞれの法が対応
する『社会主義的市場経済』の実状の中で、どのよう
に運用するかが今後の課題となる。

第 2回（同年 5月 9日）
テーマ　；中国法における少数民族制度の位置付け
報告者　；神山　巍（旭化成㈱ 社友）
テキスト；本間正道 外「現代中国法入門・第 5版」有
斐閣、2009/10（以下、「中国法入門」という。）
報告の内容
1．中華人民共和国憲法は、その前文で、

「中華人民共和国は、全国の諸民族が共同で作り上げ、
統一した多民族国家である。…民族の団結を守る闘争

の中では、大民族主義、主として大漢族主義に反対し、
また、地方民族主義にも反対しなければならない。国
家は全力を尽くして全国諸民族の共同の繁栄を促進さ
せる。」
という、民族問題に関する国家の基本理念を掲げてい
る。
2．民族区域自治を実施する自治区、自治州、自治県は、
当該地方の基本法としての性格をもつ自治条例（2003
年末までに 133件制定）と個別分野にかかわる単行条
例（同じく 384件制定）を制定することができる。ま
た、法律等に基づき少数民族自治地域の実状に合わせ
た『変通規定』を制定することも認められている。た
だし、5つある省クラスの民族自治区では 1件も自治
条例が制定されず、各地の条例はいずれも大同小異で
個性に乏しく、民族的特徴を十分に反映しているとは
言い難い。（「中国法入門」p101）
3．婚姻法 50条は、民族自治地方の人民代表大会（人
大）に、婚姻法の規定を一部変更・補充する規定 [変
通規定 ]の制定を認めている。これに基づいて新疆ウィ
グル自治区、チベット、寧夏回族、内モンゴルの各自
治区を含む多くの民族自治州・県で変通規則が制定さ
れている。内容としては、婚姻適齢を婚姻法より男女
それぞれ 2歳ずつ引き下げる規定、漢族地域よりも産
児制限を緩和する規定などを含むが、各地の規定は大
同小異である。（「中国法入門」p197）

第 3回（同年 6月 20 日）
テーマ　；中華人民共和国憲法（82年憲法）の問題
点（その 1・総則、国家機構）
報告者　；岡　邦俊（弁護士）
テキスト；「中国法入門」
報告の内容
1．82年憲法は、さまざまな新法の制定に対応しきれず、
全面改正を要する段階である。しかし、全面改正は、
社会主義体制の建前を、いかに市場経済システムと整
合させるかという困難な問題に直面し、当面、全面改
正を避けつつ、部分的修正条項の追加で対処しようと
している。（「中国法入門」p61）
2．82年憲法の基本原理は、①人民民主主義独裁、②
社会主義国家、③民主集中制に集約される。（「中国法
入門」p62）
①人民民主主義独裁

「前文」には、「中国の各民族人民は、引き続き中国共
産党の指導の下に、マルクス・レーニン主義、毛澤東
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思想及び鄧小平理論に導かれて、人民民主独裁を堅持
し、社会主義の道を堅持し、改革開放を堅持し…我が
国を…社会主義国家として建設する。」ことが宣言さ
れ、1条 1項には「中華人民共和国は、労働者階級の
指導する労農同盟を基礎とした人民民主主義独裁の社
会主義国家である。」と規定されている。
②社会主義国家
1条 2項には「社会主義制度は、中華人民共和国の基
本となる制度である。いかなる組織又は個人も、社会
主義制度を破壊することは、これを禁止する。」と規
定されている。しかし、1988年以降の 4度にわたる
改正で、
＊個人経済及び私営経済等の非公有制経済の重要性

（11条 1項）
＊公民の所得、貯蓄、家屋その他の財産の所有権の保
護（13条 1項）
＊多種類の分配方式が併存する分配制度の堅持（6条
2項）
＊社会主義の市場経済の実施（計画経済の削除　15
条 1項）
が導入され、経済システムの面から社会主義を特徴づ
ける規定を見出すことはほとんど不可能である。（「中
国法入門」p71）
③民主集中制
3条 1項は、「中華人民共和国の国家機構は、民主集
中制の原則を実行する。」と規定し、3条 2項は、「全
国人民代表大会及び地方各級人民代表大会は、すべて
民主的選挙によって選出され、人民に対し責任を負い、
人民の監督を受ける。」と規定している。しかし、最
高権力機関の全国人大の代表は、なお二重の間接選挙
により選出されている（「中国法入門」p75）。
3．3条 3項は、「国家の行政機関、裁判機関及び検察
機関は、いずれも人民代表大会（人大）によって組織
され、人大に対して責任を負い、その監督を受ける。」
と規定し、人大が国家の権力機関として全権的地位に
立つという、三権分立とは基本的に異質な論理が貫か
れている。
4．全国人大の代表は、任期 5年。職業的な政治家で
はなく会議は年 1回、2週間程度である。常務委員会
の職権が大幅に拡大・強化され、憲法・法律の解釈権、
行政法規、地方性法規の取消権まで付与されている。

（「中国法入門」p81）。

第 4回（同年 8月 15 日）
テーマ　；中華人民共和国憲法（82年憲法）の問題
点（その 2　公民の権利及び義務）
報告者　；加藤　淳一（旭化成㈱　社友）
報告の内容
33条から 56条までの概観
＊中国憲法では、「人権」概念をブルジョワ的である
として登場させなかったが、2004年改正で「国は人
権を尊重し、保障する。」（修正 24条）が規定される
に至った。（「中国法入門」p88）
＊中国は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する
国際規約」（A規約）、「市民的及び政治的権利に関す
る国際規約」（B規約）への加盟を済ませている（A

規約は批准）。人権概念の憲法への導入は、国際人権
条約への加盟・批准の流れの延長線上にある。（「中国
法入門」p89）
＊権利の種類
平等権、政治的権利、自由権、批判権・建議権・告発
権等、社会経済的権利、文化教育的権利、女性・高齢
者・児童の保護
＊義務の種類
国家の統一と民族の団結の維持、国家機密保持、公共
財産の愛護、兵役、納税等

（「中国法入門」p96）

第 5回（同年 9月 22 日）
テーマ　；中国の法曹制度
報告者　；古瀬　駿介（弁護士）
助言者　；伊藤　ひなた（中国律師）
テキスト；広渡清吾編「法曹の比較法社会学」東京大
学出版会、中国の法曹制度（鈴木　賢）p343 ～
報告の内容
1．中国の法曹制度は、第 1に、中華人民共和国成立
以後、何度も根本的変革にさらされ、しかもその契機
が政治的なものであった、第 2に、それぞれの変革が、
近代法の基本原則とはおよそ相容れない原則のうえに
成り立っていたとされている（テキスト p344）。第 3に、
2002年 3月に、裁判官、検察官、弁護士に共通する
登竜門として、初めて司法試験が実施され、共通の知
識、技術を背景とした「法律職業共同体」の形成に向
けて画期的な一歩が踏み出されたというが、現在まで
10年ほどしか経ておらず、2002年以前に職に就いて
いた者が排除されていないので（テキスト p367、
375）、現在の法曹制度を論ずるには十分でなく、かつ、
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法曹制度だけを、近代国家に近いものにしても、その
底にある近代法の基本原則を取り入れたわけでもない
ことに注目すべきである。
2．近代法の基本的キーワードとしての三権分立、司
法権の独立、不告不理の原則との乖離が著しい。たと
えば、中国の裁判官は、当事者が訴訟を提起するのを
受動的に待っているだけではなく、積極的に自らさま
ざまな業務に手を伸ばしている。業務の内容はその
時々の共産党の中心的政策によって変遷するという点
で、きわめて政治的な意味合いを帯びている。
3．中国は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する
国際規約」（A規約）、「市民的及び政治的権利に関す
る国際規約」（B規約）への加盟を済ませている（A

規約は批准）が、人権保障の実態は、これとほど遠い。

第 6回（同年 11 月 21 日）
テーマ　；中国物権法の概要
報告者　；岡　邦俊（前出）
テキスト；田中信行 外、編集「中国物権法を考える」
商事法務、2008/9

「中国法入門」
報告の内容
1．中国物権法は、2007年 3月全人大において採択され、
同年 10月から施行された（「中国法入門」p145）。
2．新物権法は、不動産について、3つの所有権を規
定（テキスト p69）
①国家所有権　都市部の土地など
②集団所有権　農村部の土地など
③私人所有権　家屋など
3．新物権法は、次の用益物権を規定（テキスト p124）
①土地請負経営権　集団所有の農地を一定の生産およ
び経営責任を負わせて各農家に無償で分配
②建設用地使用権　日本の地上権に類似
③土地利用権　国家所有の土地（都市部）または農民
集団の土地（農村部）を私人（個人・企業）が使用す
るために設定。
これらの権利が土地所有権の役割を担い、用益物権の
亜土地所有権化といえる。

第 7回（2012 年 1月 16 日）
テーマ　；中国債権法の概要
報告者　；神山　巍（前出）
テキスト；「中国法入門」
報告の内容

1．1986年、民事基本法（民法通則）が制定された。
これは、中国が目指す経済モデルが国家計画から商品
関係、市場へと軸足を移すにともない、国家による行
政的な経済管理よりも平等な主体間の自由な経済関係
を重視する民法論の方がより適合的な法理論であると
して立法当局が選択したことを示す（「中国法入門」
p133）。
2．1999年、民法通則に基づき統一契約法（経済契約法、
渉外経済契約法、技術契約法に代わるもの）が制定さ
れた。この新契約法の制定により、中国の契約法から
かつての社会主義的な特色（計画性、社会への協力義
務等）は消え失せ、資本主義の法と何ら変わらないルー
ルが採用されるに至った（「中国法入門」p158）。
3．契約法には、典型契約中にファイナンス・リース
契約が取り入れられ、電子情報交換や電子メールが書
面形式の 1つに挙げられるなど、現代社会における最
新の問題状況が反映されている。
4．不法行為については、通則中に一般不法行為およ
び特殊な不法行為（国家機関による不法行為、製造物
責任等）が規定され、帰責原理として、過失責任、無
過失責任のほか、裁判官の裁量の幅がきわめて広い「衡
平責任原則」が定められている（「中国法入門」
p165）。

第 8回（2012 年 2月 27 日）
テーマ　；日本債権法改正

（前回の「中国債権法の概要」の検討後、わが国の債
権法を中心とする民法改正の動向を把握する必要があ
るとされた）
報告者　；加藤　淳一（前出）
テキスト；内田　貴「民法改正―契約のルールが百年
ぶりに変わる」筑摩新書
報告の内容（略）

第 9回（2012 年 3月 28 日）
テーマ　；中国の労働事情
報告者　；神山　巍（前出）
テキスト；山下 昇　外「変容する中国の労働法」
九州大学出版会　2010
報告の内容
1．1994年 7月に「労働法」が制定された後、労働法
制に変化はなかったが、2007年に入り「労働契約法」、

「雇用促進法」、「労働調停法」、「有給休暇条例」が相
次いて登場した。しかし、紛争解決のためのルールが
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新たに定められたことにより紛争が増加するととも
に、労働者の権利意識が高まり、従来紛争化していな
かったことが、紛争の火種となると予測される（テキ
スト・プロローグ）。
2．計画経済から市場メカニズムを前提とした企業経
営に転換するため、従業員のリストラが宿命ともいえ
る。中国の飛躍的な経済成長の裏では、失業率の悪化
と失業者数の増大という、一見すると矛盾するような
現象も見られる（テキスト p89）。
3．中国の労働組合は、企業側と対立せず、多くの場
面で企業経営者と従業員との意思疎通を図る立場を
とっている（テキスト p117）。中国の法律には、スト
ライキ権などの争議権を認める規定はない。逆に、労
働組合には、ストライキなどが起こらないように、労
使間の調停活動を繰り広げることが求められている。
　現在、上海や広州などでは、NPOが、企業の現場
で労働者の諸権利についての広報（啓発）活動を行う
とともに、労働者の不満をくみ取り、企業との交渉役
を務めている（テキスト p120）。

第 10回（2012 年 4月 27 日）
テーマ　；中国の著作権法
報告者　；岡　邦俊（前出）
テキスト；小野昌延外編・「アジア諸国の知的財産制度」
青林書院、2010. 第 2章　中国（中島　敏）
著作権情報センター・「外国著作権法令集 (36)」中華
人民共和国編
報告内容（略）

第 11回（2012 年 7月 26 日）
テーマ　；中国の会社法
報告者　；岡　邦俊（前出）
テキスト；田中信行編・「最新中国ビジネス法の理論
と実務」・弘文堂　2011
報告の内容
1．1993年に制定（1994年施行）された会社法は、社
会主義市場経済体制への移行と法体制のWTOシフト
に対応する画期的で重要な法律であり、国有企業の優
越的な地位の保障という社会主義経済体制の基本的特
徴を排し、グローバル化、海外証券市場への上場を目
的として、株式平等の原則を採用した（テキスト
p13）。
2．このため、会社法は、国営企業に特有の、経営権
の所在および支配株主の定位という要請を隠蔽したま

ま施行された。経営権の所在とは、国有企業における、
党委員会指導の体制から企業経営者としての工場長の
責任制への転換を巡る問題である。党は、取締役会の
空洞化ないし党委員会への従属化を指導し、その結果、
中国の国有企業を中心とする株式会社の実態は「党委
員会指導下の株式会社」となっている（テキスト
p15）。
3．党の立場からは、国有企業を株式制に改組するに
あたっては、支配株主としての国の地位を確保して、
国以外の株主が経営に介入することを防ぐための保障
措置を講ずる必要がある。結局、国有企業が会社法に
従って株式会社に改組されても、実態は国有企業とほ
とんど変わっていない（テキスト p16）。
4．中国の株式会社と証券市場
中国の証券市場は、内外の証券市場の上場企業数 2000
の 60％を国有企業の改組による株式有限会社が占め、
一握りの中央企業に属する巨大企業が、発行株数で圧
倒的なシェアを占め、それらの株式の大半を国外の証
券市場で発行するといういびつな構造になっている。
国有企業を株式会社に改組し、それを証券市場に上場
するというのが国有企業改革の方向だが、コーポレー
ト・ガバナンス、株式構造の改革を抜きにして上場ま
で進めてみても、改革が進展したとは評価できないと
ころが問題である（テキスト p24）。

第 12回（2012 年 9月 12 日）
テーマ　；中国民族法制の問題状況
報告者　；前田 栄三（新日鉱（現 JX）ホールディン
グス㈱　社友）
テキスト；西村幸次郎編著・「中国少数民族の自治と
慣習法」・成文堂　2007
報告の内容
1．1984年に制定された「民族地域自治法」は、民族
自治地方（5自治区、30自治州、120自治県）に、自
治権として立法権、民族言語・文字を使用する権利、
人事・財政・教育等管理権、文化管理権、民族の風俗
習慣および宗教の保持の自由などを規定している

（p4）。しかし、各少数民族が、同法で与えられた権利
を、雲南省その他で進行中の大規模な「西部大開発」
の成果に及ぼすことは困難であると見られる（p5）。
2．内モンゴル自治区の場合、民族地域自治の実態は、
少数民族（モンゴル族約 17％）ではなく、圧倒的な
漢族の人口、中国語の普及、遊牧生活の放棄、習慣・
衣服の漢族化、漢族との通婚の増加により、漢族中心
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の自治となっている。
3．中国の少数民族問題研究者は、基本的に「多元的
一体論」、すなわち、「中華民族の主流は、分散し孤立
していた数多くの民族が、接触、混血、融合、時には
分裂と衰亡を経て、それぞれ個性を保つ多元的統一体
を形成した。」（p8）という、「中華民族」としてのア
イデンティティーを強調する理論に依拠している。し
かし、「改革開放」と「社会主義市場経済」が推進さ
れる中で、文化の対等性・多元性の観点や自然と人間
の共生の問題において、「多元的一体論」の意義が見
直されなければならない。

以上
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Summary

Traveler or Researcher
― Report of Research on Matters Concerning Ethnic Minorities 

in China ―

Kunitoshi Oka

Attorney at Law

　 Starting in 2008, Yunnan Forum has conducted annual field work on the ethnic minorities of Yunnan Province 
in China.  We, the Japanese counterparts have collaborated in the field research, begun on the initiative of Prof. Yin 
Shaoting of Yunnan University and his colleagues, and have held a series of meetings to look into the problems and 
issues relating to Chinese ethnic groups, primarily from the legal point of view.
　 This report is the outcome of twelve meetings held during the past eighteen months.
　 The discussions included, in the first instance, topics such as fundamental issues on the Constitution of the 
People's Republic of China adopted in 1982, followed by those concerning the Company Law of 1994 and the Civil 
Law of 2007.  Subsequently, our deliberations moved on to national laws and provincial regulations on ethnic 
minority groups.
　 We have dutifully committed ourselves to the exclusion of matters concerning the sociology of law, owing to 
the fact that we are mere travelers, not professionals.




