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１．３級～１級出題内容 
『中国百科検定問題集』全級・全問題分布 
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政治と法
ものしりコース・3級 中国通コース・2級 百科老師コース・1級

憲法
制定年 82憲法の改正回数 1947憲法の部分的停止
国籍を有する者＝公民 54年憲法制定前の臨時憲法

憲法上一切の権力は？
国会

全国人代 全人代の前身 人民代表直接選挙実施は
国家主席 憲法上の最高権力機関 共産党総書記＝国家主席は誰から

特赦の決定 国務院の前身
国務院総理 国家主・副主席代行は
外交使節応接

行政
国務院の長 国務院の前身
歴代総理(周恩来)

軍
武装力の種類 軍事委員会は国家と党 作戦・実行・部隊の指揮権
建軍記念・八一

一国両制
特別行政区 香港基本法の解釈権持つのは

統一戦線
政治協商会議の性質 政協初代主席
政協とは

共産党
名称 総書記が党トップ・誰から 党中央委員はどこで選出
意思決定機関 司法関係を扱う委員会

2017/2/12 



4 

政治と法（続） 

民族
自治区の数

居住・移動 常住人口 居民身分証管理機関 居民身分証の年齢別通用期間

移動自由の憲法規定
婚姻 法的結婚年齢 何年別居で裁判で離婚できる

結婚後の夫婦の姓
重婚罪

土地所有 種類（都市と農村） 民国期登記制度以前の権利証明

土地の吉凶

農村制度 村とは
労農同盟の漢語表記

刑罰 刑法の処罰 死刑の方法 治安管理処罰の種類
労働改造刑とは

経済法 企業所得に課す税は 会社の種類、正式には 契約法上の主体は
事業単位とは 個人・家庭で商工業を営む者

法全般 法を象徴する神獣
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例示；ものしりコース・三級 
設問１ 人民共和国最初の憲法制定年 

（①1911②1949③1954④1982） 

設問５ 特赦の決定 
（①全人代常務委②国務院③最高人民検察院 

④最高人民法院） 

設問９ 外交使節接受 
（①国家主席②海関総署③北京市長④釣魚台国賓
館） 

設問１０ 武装力は。人民解放軍・民兵＋何 
（①紅衛兵②中国人民武装警察③上海協力機構軍
④八路軍） 

設問２３ 「移動の自由」規定は何年憲法 
（①全憲法②１９５４③１９７５④１９８２） 

 

 
 

設問２５ 中国で重婚罪にならないのは 
（①二重の事実婚②一夜のみの関係③二重の結婚
登記④正妻と内縁の妻） 

設問２７ 中華人民共和国農村の土地は誰の所
有 
（①国有②農民個人所有③村など集団所有④家族
共同所有） 

設問２９ 刑法が定める主刑のうち最も軽い 
（①罰金②管制③拘役④警告） 

設問３０ 1か月以上6カ月未満の「労働改造刑」は 

（①拘留②拘役③懲役④労働教養） 

設問２１ 「事業単位」とは スライド１２図参照 

（①非営利活動組織②営利活動組織③国有企業④
実習科目） 
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例示；中国通コース・二級 
設問１ 現行82年憲法の改正回数 
（①１②２③３④４） 

設問５ 国家主席、副主席とも欠く場合は誰が 
（①国務院総理②共産党総書記③全人代常務委員
会委員長④北京市長） 

設問６ 中央軍事委員会が置かれているのは 
（①軍事科学院②国務院国防部③共産党紀律審査
委員会④国家および共産党） 

設問７ 中国人民政治協商会議初代主席 
（①巴金②劉少奇③周恩来④毛沢東） 

設問１５ 共産党内に設けられる司法関係統轄
機関は 
（①人権委員会②政法委員会③人民法院④人民検
察院） 

 

設問１０ 憲法上の「労農同盟」の表記は 
（①工農共生②工農聯盟③兼業同盟④労働農家） 

設問１４ 死刑の方法は「銃殺」と何 
（①絞首②電気椅子③注射④斬首） 

設問１１ 中国における会社は「有限公司」と何 
（①郷鎮公司②無限公司③股份（こふん）有限公司
④事業公司） 

6 2017/2/12 



例示；百科老師コース・一級 
設問１ 1947年憲法を部分的に停止したのは
（台湾省戒厳令を除く） 
（①国連憲章②五箇条のご誓文③動員戡（かん）乱
時期臨時条款（かん）④預備立憲の上諭） 

設問５ 人民解放軍の「作戦」の立案・実行・部
隊の指揮権をもつのは 
（①紀律審査委員会②国務院総理③中央軍事委員
会④国防部） 

設問８ 香港特別行政区基本法の解釈権は 
（①国務院②中国人民政治協商会議③マカオ最高
裁判所④全人代常務委員会） 

設問１１ 居民身分証16歳用は何年通用 
（①２年②１０年③２０年④３０年） 

設問１３ 中華民国期の土地登記制度整備以前
に土地の権利を証明したのは 
（①契約書②族譜③戸籍④辞賦） 

設問１４ 治安管理処罰は「警告・罰款（ばっか
ん）・許可証取り消し」以外に何 
（①懲役②兵役③笞（むち）④拘留） 

設問９ 契約法上の主体は、「自然人・法人」と
何 
（①国家②政党③少数民族④その他の組織） 
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あと１か月、合格できます！！ 

基本 
①公式テキスト『中国百科』〔政治と法〕pp.105-136通読。重要な箇所、
分かりにくい個所に赤線・マーカーを引く。 
②『中国百科検定問題集』〔政治と法〕pp.028-035の各コースごとの設
問に先ず答え、解答欄で正解を確かめ、不正解の問題番号に赤印を
つけ、正解を覚える。そののち、各コース末記載の「ポイント解説」を
読み、知識を深めておく、考える習慣を。 
忙しい方 
基本②を必ずやってみる。２級をめざす方は基本①②を必ずやる。1
級をめざす方は、今日のお話をふりかえり、考える努力を続ける。 
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２．「ポイント」から学ぶ 
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中華人民共和国現行
憲法（１９８２年制定・
その後４回修正）の日
本語全訳は、サイト
「恋する中国」で全文
読むことができます。
検索で「中華人民共和
国憲法・日本語」と入
れ、クリックすればトッ
プに出てきます。ぜひ、
ザッと読んでみましょう。 
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全国人民代表大会・国務院 

12 

総理；国家主席が指名      
 のうえ全人代選出                                                                                   

国
家
主
席
選

出                                                                                   

＊香港基本法の解釈権 

＊ 

2017/2/12 
出典：http://kccn.konan-u.ac.jp/keizai/china/08/01.html 出典：http://www.kanekashi.com/blog/2010/11/001442.html 



人民解放軍 

13 

党大会選出                                                                                   

全人代選出                                                                                   統帥権（作戦・部
隊指揮）はない→
徴兵・編成・装備 
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軍の現代化・専門化・精鋭化・情報化 
      機構改革（２０１６年２月） 
＊陸軍中心の７大軍区 
 →５戦区（東部・西部・南部・北部・中部） 
＊陸軍中心の４総部 
 →各戦区に陸海空からなる作戦指揮部新設 
    第２砲兵は「ロケット軍」に改組 
権限を中央軍事委員会とくに習近平主席に集中 
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３．法に基づく国家統治（法治） 
憲法上の法治主義・1999年改正憲法 
法治主義の強調・18期４中全会（2014年） 
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３．４．では、知識を得るとともに 
「考えるクセをつける」ということ
はどういうことかを意識して、学
んでください。試験の範囲は 

気にしていません。 



「人治から法治へ」は快挙 

• 1年ぶり2014年10月に開催された中国共産党中
央委員会第４回全体会議は「法にもとづく国家統
治」を徹底することを決めた。「社会の活力を引き
出し、社会的公正と正義を促進し、社会的な調和
と安定を擁護し、党と国家の長期的安定をはか
る」という習近平総書記の言葉には、この間、幹
部の腐敗一掃に努めてきた共産党が、行政・司
法・経済・社会の運営全般に法律を基礎とする一
段と高いレベルでの統治方式を確立する決意が
みなぎっている（「」内は習近平総書記による「４中
全会」説明の言葉）。 
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人民の権益を損なわない 
 
• 決定では「憲法を核心とする法体系」、「法の前に人々は平等であ
る」ということを基礎に、現代的な統治を実現するという壮大な展望
が示されています。「言をもって法に代え」、「権力をもって法を抑え
つけ」、「私欲をもって法をないがしろにする」というような依然横行す
る行為は、「社会主義的法治原則に反し、人民大衆の権益を損ない、
党と国家の事業の発展を妨害する」ものと厳しく戒めています。この
たびの決定は、「大衆の切実な利益に関わる領域での法的効力の
強化」という文言に示されるように、庶民の怒りと不信を強く意識した
ものであることがうかがえます（以上、「」内は決定文書の言葉）。 
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共産党の指導と法治との関係は 
 
• マスコミ報道では、「中国改革『反腐敗』の次へ」（朝日10.21）、「目指
すは中興の祖」（日経10.27）などと注目しつつ、「『法治』で統制強
化」（日経10.24）、「法治掲げ（香港）長官選に介入」（日経10.25）な
ど、独自の分析を行っています。確かに、決定では「党の指導は法
による国家統治の全過程を貫く」ものであり、「社会主義的法治は党
の指導を堅持しなければならず、党の指導は社会主義的法治に依
拠しなければならない」という原則を掲げています。「党の指導」は憲
法の定めであり、これも順法なのでしょう。いずれにしても、「中国の
国情と実際から出発し、特色ある社会主義の道を歩み、他国のモデ
ルを無批判的には参照しない」（習近平説明）ことが強調されていま
す。 
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期待しつつ、冷静に注目 
 
•  法治の確立は中国の国民にとってかけがえのない願いであること
は疑いありません。同時に、改革開放の30有余年、法治が強調され
てきてなお「共産党の指導」の名で「人治」が絶えなかった経緯、「一
国両制」と言いながら香港へも統治強化が進行する状況、法治の徹
底が新たな矛盾を生み出さないか、冷静に見守っていきましょう。 
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「中国共産党18期4中全会決定」日本語訳全文は
→『人民網日本語版』トップ頁 
→検索欄「４中全会決定」 



 
「人治」とか「長官の意志」  
  は毛沢東時代の遺物？ 
 
 コネや裏口取引が横行し、決定や法律を尻目に、トップや幹部の気
持ち一つでものごとが動く、検察・裁判でさえそれに左右されるという
弊害はよく知られてきましたが、改革・開放の時代に入って「人治」と
の決別、「法治」の確立がくり返し強調されてきました。毛沢東時代と
比べると法制の整備も著しく進んでいます。しかし、２０１３年からの３
年半の間に１０２万人の党幹部が摘発・処分され、中央委員、中央政
治局委員、政治局常務委員でさえ、目を疑うような不正蓄財を働く事
態は庶民の間には知れ渡っており、怒りと不信が渦巻いています。 
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４．共産党の指導性とは 
         立憲主義とは「法の支配」＝国民による国家権力に対する制約 
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フランシス・フクヤマ 
（スタンフォード大学FS国際研究所上席研究員） 『朝日新聞』2014.11.8（オピニオン・インタビュー） 

• 「中国は最も早く『近代国家』を成立させました。官僚制が
あって中央集権的で、能力本位で、さほど縁故主義ではな
い。中国はそうした制度をつくるのが得意です。ただ、そこ
には、『法の支配』や『民衆に対しての説明責任』という仕組
みがない。この２つは国家を縛り、国家権力が公共的な目
的で使われるよう担保するものです」。 

• 「権力行使に制度的な抑制がきかないため、中国に悪い皇
帝（トップ）が出たときには、対処する方法がない。これは歴
史的に中国が抱えている問題で、未解決なままです」。 
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共産党＝超法規的存在という理由；「法治」と「党治」との両立 

 「1999年憲法改正においては「社会主義法治国家」という概念が強
調された。これは『人治』から『法治』への流れを憲法上確認するもの
である。但し、この『法治』は，国家は国家権力が定めた法に従って統
治されるという概念であり，国家権力を制限する『法』の存在を認める
『法の支配』の概念とは別のものである。また、法の制定主体である
国家権力は共産党により指導される存在である。したがって、この『法
治』と『党治』（共産党による支配）は両立する概念である」。 
＊森川伸吾（弁護士）「中国の国家制度の憲法的枠組み」『法律文化』1999年No.4（通巻189号） 

 すなわち、中国では「党治」が「法治」を抑え込む可能性を常に有し
ているという意味では、法が国家権力を制限する効力を最終的には
持たない。それゆえ超法規的存在なのである。 
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国家体制と共産党一党支配;その憲法的枠組 

「中華人民共和国憲法〔８２年制定、８８、９３、９９、０４年改訂〕」序言（前文） 
• 中国新民主主义革命的胜利和社会主义事业的成就，是中国共产党领导中国
各族人民，在马克思列宁主义、毛泽东思想的指引下，坚持真理，修正错误，
战胜许多艰难险阻而取得的。 

 （国家目的部分での指導性の明記） 
• 社会主义的建设事业必须依靠工人、农民和知识分子，团结一切可以团结的
力量。在长期的革命和建设过程中，已经结成由中国共产党领导的，有各民
主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建
设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的广泛的爱国统一战
线，这个统一战线将继续巩固和发展。 

 （国家目的達成の担い手部分での指導性の明記） 
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中国における「法治」のありかた 
森川伸吾弁護士解説 
• 政党制度に関し、憲法前文においては中国共産党の政治面での指導的地位が明記されている。 
共産党は政治に対する支配的影響力を事実上有するが国家機関ではなく、法的な意味での国
家権力を行使するものではない。なお、共産党以外にも「民主党派」と呼ばれる八つの政党があ
るが、   これらは「共産党の指導を受け入れて共産党に協力する」という存在であり、共産党と対
立するものではない。 

• ところで、1999年憲法改正においては「社会主義法治国家」という概念が強調された。これは
「人治」から「法治」への流れを憲法上確認するものである。但し、この「法治」は，国家は国家権
力が定めた法に従って統治されるという概念であり，国家権力を制限する「法」の存在を認める
「法の支配」の概念とは別のものである。また、法の制定主体である国家権力は共産党により指
導される存在である。したがって、この「法治」と「党治」（共産党による支配）は両立する概念で
ある。  

（森川弁護士は、東京大・法、北京大・法、ニューヨーク大・ロースクール卒業、京大大学院教授、
立教大特任教授を経て、現在、曽我法律事務所パートナーを務める、４０代気鋭の法律家） 
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知識人の言論封殺は国富を棄損する 

 知識人についても信頼と寛容が必要である。中国共産党の憲法的
枠組みそのものに疑義を呈し、「体制批判」に及ぶ知識人もいるが、
ほとんどの知識人は共産党の存在意義とその国家的指導性を認め
たうえで、その問題点や指導性のレベルに批判を投げかけているの
である。腐敗の裏側には権力の乱用があることは習近平氏も認めて
いる（４中全会決定「法治社会の確立」説明でも随所で）。これに対す
る批判や提言をも「体制批判」として警戒し、言論統制によって知識人
の批判的精神を封殺するというのは、なんとも硬直的で、勿体ない話
である。 
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５．憲法のおさらい 
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（１）憲法の歴史 
中華民国期 
  a.中華民国憲法（１９４７） 
  清末の「立憲君主制」、辛亥革命後の「立憲共和制」、というように憲法が目指されるが、 
  紆余曲折を経、１９４７年にようやく「中華民国憲法」が制定されたが、１９４８年内戦期に 
  「動員戡乱（かんらん）時期臨時条款」で憲法上の権利停止、台湾政府に引き継がれる 
  が１９４９年戒厳令により、８７年同令解除、９１年戡乱期終了までは効力をもたなかった。 
中華人民共和国期 
  a.臨時憲法（１９４９）「中華人民政治協商会議共同綱領」 
  b.憲法制定（１９５４）「中華人民共和国憲法」 
  c.文革期憲法（１９７５）「中華人民共和国憲法」 
  d.改革・開放憲法（１９７８）「中華人民共和国憲法」 
  e.現行憲法（１９８２）「中華人民共和国憲法」 
        以後４回の改正。８８、９３、９９、０４年。 
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（２）公民と人民（テキストp.123） 
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附録；経済産業 
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経済分野
ものしりコース・3級 中国通コース・2級 百科老師コース・1級

経済基本方針 92－93年に確立した制度 社会主義市場経済化路線、何年 中国＝国家資本主義論者の根拠

(経済改革) 改革前の従業員保障 改革開放最初の停滞の事件名 社会主義市場経済の内容

改革前の１・２・３産業比率 「三高一低」発展方式
現在の産業比率 伝統的社会主義の三本柱

改革・開放開始期の人口
産業 2010年最大国内生産額は 産業構造高度化の法則

2013年世界トップ生産でない産業 中国対内直接投資千億ドル超過何年

農業 農業の経営主体の中心 農業生産は増加？
農民工の規模 主要穀物自給率
中国農業の中心問題 農林水産で近年増加が比較的遅い

「大寨に学べ」は何産業の合言葉

生活 エンゲル係数の動向 2013年エンゲル係数
経済格差 地域格差の趨勢
エネルギー 最大のエネルギー供給源 化石燃料中、石油・石炭・天然ガス比率は

石油の輸出入動向
対外経済 貿易依存度の基本趨勢 ＷＴＯ加盟年度 2011年貿易依存度

中国の貿易量の世界順位 国連復帰の年代 輸出に占める外資企業の比率

貿易黒字の稼ぎ頭 貿易依存度ピークは06年、何％ 貿易量で世界トップ何年？

日本の貿易の最大相手、何年から 外貨準備高の世界順位 恒常的な貿易黒字何年から？

08年以降の特徴的対外経済政策 改革開放後、中国の貿易最大相手日本

広東‐香港間の独自の加工貿易 　　　　だったのは　何年まで

三資企業とは 外貨準備日本を抜いた年



例示；ものしりコース・3級 
設問１１；中国の貿易黒字の稼ぎ頭は産業別ではどれ 
 ①自動車②化学製品③農林水産④繊維・アパレル 

例示；中国通コース・2級 
設問４；現在、中国の農業生産は増えてる？ 
 ①増えている②減っている③ほとんど変わらない④減少の後増えて
いる 
設問５；主要穀物自給率 
 ①65％②75％③85％④95％ 
設問６；近年の農林水産業で生産量の発展が他に比べ遅いのは 
 ①野菜②穀物③畜産④水産業 
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設問１３；急増する外貨準備高を背景に2008年以降の対外経済関係
の特徴は 
 ①入先出法②対外投資③離婚対策④外資導入 

例示；老師コース・一級 
設問１；「中国＝国家資本主義」論者の最大の前提は 
 ①市場経済＝資本主義②資本主義＝私企業体制③社会主義＝自
然経済④資本主義＝株式会社制度 
設問３；「三高一低」の三高は「高排出」、「高消耗」、もうひとつは 
 ①高成長②高効率③高就業④高投資 
設問５；改革開放政策開始時1978年の人口はどのくらい？ 
 ①８億②９億③１０億④１１億 
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設問６；経済発展にともない産業の中心は第一次産業、第二次産業、第三次産業
へと移行するが、これは何という法則と呼ばれているか。  
 ①マルクスの法則②マルサスの法則③マーフィの法則④ペティ・クラークの法則 
設問１５；中国の化石燃料中、石炭、石油、天然ガスの依存比率として正しいもの
は？ 
 ①２０：４７：３３②４０：２７：３３③６０：１７：３３④８０：１７：３ 
設問１１；中国が恒常的な貿易黒字を出すようになったのはいつから 
 ①１９７８年②１９９４年③２００１年④２００８年 
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