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一　はじめに

（一）　前記
　本稿は，2015年 8月29日に，第12期全国人民代表大会常務委員会第16回会議
を通過し，成立した中国の刑法改正法九を紹介するものである。
　今回の中国刑法改正のとくに注目すべき点は，（ 1）死刑を適用する犯罪を
従来の３分の１近く削減して，55罪から46罪に減らしたこと，（ 2）反腐敗運
動に関連して，贈収賄罪や汚職罪の適用範囲が拡大され，罰則の追加や新たな
量刑基準が規定される等により処罰が強化されたこと，（ 3）テロや過激派組
織の活動に対する処罰の強化が図られたこと，（ 4）新たなインターネット犯
罪に対する刑事規制等，多方面にわたるところ，本稿により中国刑法の最新の
動向を知ることができる。
　本稿を執筆した周舟氏は，2013年11月から2015年10月までの間，本学大学院
法務研究科外国人研究員として日中刑事法の比較研究に従事され，2015年６月
に華東政法大学から「道路交通犯罪に関する日中比較研究」により法学博士号
が授与され，同年８月からは，上海政法学院刑事司法学院講師に就任された。
中国刑法と日本刑法の双方の事情に精通した新進気鋭の刑法学者である。
 （北川佳世子付記）

　（三）　贈賄罪における罰金刑の併科
　（四）　贈賄罪の新類型の追加
　（五）　横領，贈賄罪の予防的措置規定の新設
七　文書偽造罪等の不正行為に対する処罰の強化
　（一）　身分証明書偽造変造売買罪の構成要件の改正
　（二）　国家機関公文，書証，印章偽造，変造，売買罪等における財産刑の規定の追加
　（三）　虚偽の身分証明書・窃取の身分証明書使用罪の新設
　（四）　試験不正行為に関する犯罪類型の新設
　（五）　虚偽告訴罪の新設
八　社会治安を害する犯罪に対する処罰の強化
　（一）　社会管理の秩序を乱す罪に関する規定の改正
　（二）　人民裁判所の裁判権に関する法律規定の改正
　（三）　薬物原料不法製造売買運搬密輸罪の構成要件の改正
九　その他
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（二）　刑法改正法九の成立に至る経緯
　1979年 7月 1日に，中華人民共和国（以下，「中国」という）第 5期全国人
民代表大会第 2回会議において，中国刑法典（以下，「79年刑法典」という）
が制定され，1980年 1月 1日から施行された。同法が制定されたことによっ
て，中国成立（1949年10月 1日）以降，30年にわたる刑法典のない状態が終結
した。その後，1997年 3月14日に，「79年刑法典」が施行されて以降の新たな
刑法理論と司法経験を踏まえて，中国第 8期全国人民代表大会第 5回会議にお
いて，中国の新しい刑法典（以下，「97年刑法典」という）が制定・公布され，
1997年10月 1日から施行された。そして，現行法である，この「97年刑法典」
の施行以降，全国人民代表大会常務委員会は， 9回にわたって改正を行ない，
1つの単行刑法と 8つの「刑法改正法」を制定した。
　さらに，今回の改正に先立ち，中国全国人民代表大会の代表者ら，政法機
関，関連部署から，刑法に関する改正意見を受けて，第12期全国人民代表大会
第 1回会議（2013年 3月 5日開催）以降，総計81件の議案が提出された。2014

年10月27日の第12期全国人民代表大会常務委員会第11回会議において，「刑法
改正法九（草案）」（以下，「改正法九（草案）」という）の審議が始まり，2015

年 6月24日の第12期全国人民代表大会常務委員会第15回会議において，「改正
法九（草案）」の第 2回審議が行われた。2015年 7月 6日の全国人民代表大会
では，「改正法九（草案）」が公表され，国民からの意見を募った後，2015年 8

月24日の第12期全国人民代表大会常務委員会第16回会議において，「改正法九
（草案）」の第 3回審議が始まった。そして，2015年 8月29日に，「改正法九
（草案）」が，第12期全国人民代表大会常務委員会第16回会議を通過し，成立し
た（この刑法改正法九は，同年11月 1日に施行されるに至った）。
　以下，本稿は中国「刑法改正法九」（以下，「改正法九」という）の条項につ
いて具体的に紹介した上で，中国刑事立法の最新動向の情報を提供しようとす
るものである（なお，本稿は2015年11月30日に脱稿・校正したものである）。

二　死刑に関する法律規定の改正

（一）　死刑罪名の削減
　すでに2011年の刑法改正法八において，13個の経済性非暴力犯罪の死刑規定
が廃止されたが，その後も中国の社会情勢の全体において，一部の重大犯罪が
減少傾向にあり，制御可能であることが判明した。実務状況をみても，死刑の
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適用罪名を減らしたことは社会治安の情勢に悪影響を発生させなかった。
　そこで，今回の「改正法九」でも，第 9条，第11条，第12条，第42条，第50

条，第51条によって，死刑に当たる 9個の罪において死刑を廃止した。その罪
とは，武器，弾薬密輸罪（刑法第151条），核材料密輸罪（刑法第151条），偽造
通貨密輸罪（刑法第151条），通貨偽造罪（刑法第170条），集金詐欺罪（刑法第
192条，第199条），売春組織罪（刑法第358条），売春強要罪（第358条），軍事
職務執行妨害罪（刑法第426条），戦時流言流布罪（刑法第433条）である。今
回の改正によって，従前の中国刑法中の55の死刑罪名は46に減少する。
　死刑が廃止された犯罪の章毎の内訳は，刑法典各則第 3章「社会主義市場経
済の秩序を破壊する罪」の 5罪，第 6章「社会管理の秩序を乱す罪」の 2罪，
第10章「軍人の職責違反罪」の 2罪である。注目すべきは，「改正法九」が，
経済性非暴力犯罪の死刑規定を廃止しただけではなく，売春強要罪と軍事職務
執行妨害罪などの暴力犯罪の死刑規定も一部廃止した点である。その他の今回
死刑が廃止された罪名は，実務において適用実績が低いものであった。例え
ば，核材料密輸罪，軍事職務執行妨害罪，戦時流言流布罪については，今まで
適用判例は一例もない。さらに，武器弾薬密輸罪，偽造通貨密輸罪などの 6罪
についても死刑を適用した事例はほとんどなかった。

（二）　死刑執行猶予犯人に対する死刑適用標準の厳格化
　「改正法九」第 2条は，刑法第50条（死刑の執行猶予）第 1項における「死
刑執行猶予の間に，故意により罪を犯したことが調査によって確認されたとき
は，最高人民法院の許可を得て死刑を執行する。」（1） という従前の規定を，以
下のように改正した。すなわち，「死刑執行猶予の間に，故意により罪を犯し，
情状が悪質であるときは，最高人民法院の許可を得て死刑を執行する。故意に
より罪を犯し，死刑を執行しない場合は，死刑の執行猶予期間をもう一度起算
する，そして，最高人民法院へ報告して記録に残す。」とした。今回の改正に
より，死刑執行猶予犯人が死刑執行猶予の間に故意により罪を犯したことが判
明しても死刑の執行を原則とするのではなく，故意犯罪であり，かつ情状が悪
い場合に限り，死刑を執行することになった。

（ 1） 　甲斐克則＝劉建利編訳『中華人民共和国刑法』（成文堂，2011年）83頁参
照。本稿で引用する他の従前の条文の翻訳も同書による邦訳を参照・引用し
た。
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三　テロリズム，過激主義犯罪に対する処罰の強化

（一）　テロ組織結成，指導，参加罪に対する財産刑の追加
　「改正法九」第 5条は，刑法第120条（テロ組織結成，指導，参加罪）第 1項
の法定刑を，従前の「テロ活動の組織を結成し，指導した者は，10年以上の有
期懲役又は無期懲役に処する。積極的に参加した者は， 3年以上10年以下の有
期懲役に処する。他の参加者は， 3年以下の有期懲役，拘役，管制，又は政治
的権利の剥奪に処する。」から，「テロ活動の組織を結成し，指導した者は，10

年以上の有期懲役又は無期懲役に処し，財産の没収を併科する。積極的に参加
した者は， 3年以上10年以下の有期懲役に処し，罰金を併科する。他の参加者
は， 3年以下の有期懲役，拘役，管制，又は政治的権利の剥奪に処し，罰金を
併科することができる。」と改正し，テロ組織結成，指導，参加罪について財
産刑を追加した。

（二）　テロ犯罪類型の新設
　さらに，「改正法九」第 7条は，以下の 5つのテロ犯罪類型を新設した。
　第一に，テロ活動準備実施罪を新設した。すなわち，刑法第120条の 2とし
て「①次に掲げるいずれかの事情があるときは， 5年以下の有期懲役，拘役，
管制，又は政治的権利の剥奪に処し，罰金を併科する。情状が重いときは， 5

年以上の有期懲役，罰金又は財産の没収を併科する。（一）テロ活動に凶器，
危険物品あるいは他の工具を供与したとき，（二）テロ活動訓練を組織し又は
積極的にテロ活動訓練に参加したとき，（三）テロ活動を実施するために海外
テロ活動組織，要員を連絡したとき，（四）テロ活動を企画し又は他の用意し
たとき，②前項行為があり，他の犯罪を同時に構成する場合，比較的に重い規
定によって処罰する。」という規定を新設した。
　第二に，テロリズム，過激主義宣伝・テロ活動実施扇動罪を新設した。すな
わち，刑法第120条の 3として，「テロリズム，過激主義を宣伝する図書，オー
ディオ，ビデオ資料，又は他の物品を作り，配り，又は情報を公布し，当面で
講義する方法によって，テロリズム，過激主義を広く宣伝し，あるいは大衆を
扇動してテロ活動を実施するときは， 5年以下の有期懲役，拘役，管制，又は
政治的権利の剥奪に処し，罰金を併科する。情状が重いときは， 5年以上の有
期懲役，罰金又は財産の没収を併科する。」という規定を新設した。
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　第三に，過激主義利用法律実施破壊罪を新設した。すなわち，刑法第120条
の 4として「過激主義を利用し，大衆を扇動，脅迫して，国家法律に確立され
た婚姻，司法，教育，社会管理などの制度の实施を破壊したときは， 3年以下
の有期懲役，拘役又は管制に処し，罰金を併科する。情状が重いときは， 3年
以上 7年以下の有期懲役，罰金を併科する。情状が特に重いときは， 7年以上
の有期懲役に処し，罰金又は財産の没収を併科する。」という規定を新設した。
　第四に，テロリズム，過激主義を宣伝する服，マークの着用を強制する罪を
新設する。すなわち，刑法第120条の 5として「暴力，脅迫又はその他の方法
を用いて人にテロリズム，過激主義を宣伝する服，マーク等を公共場所におけ
る着用を強制したときは， 3年以下の有期懲役，拘役又は管制に処し，罰金を
併科する。」という規定を設けた。
　第五に，テロリズム，過激主義を宣伝する物品不法所持罪を新設する。すな
わち，刑法第120条の 6として「テロリズム，過激主義を宣伝する図書，オー
ディオ，ビデオ資料，あるいは他の物品を非法に所持した場合，情状が重いと
きは， 3年以下の有期懲役，拘役又は管制に処し，罰金を併科し又は単科す
る。」という規定を新設した。

（三）　テロ援助罪の主体の拡大
　「改正法九」第 6条は，刑法第120条の 1（テロ援助罪）第 1項における主体
を，「テロ組織又はテロリストを経済的に援助した者」から「テロ組織，テロ
リスト又はテロ活動の訓練を経済的に援助した者」に改正した。また，第 2項
として，「テロ活動組織，テロ活動を実施する，あるいはテロ活動訓練のため
に，要員を募集，運送した者は，前項と同様に処罰する。」を新設した。つま
り，テロ援助罪の主体を拡大した。

（四）　スパイ，テロリズム，過激主義犯罪証拠提出拒否罪の新設
　「改正法九」第38条は，刑法第311条（スパイ，テロリズム，過激主義犯罪証
拠提出拒否罪）の犯罪証拠の範囲を，従前の「スパイ犯罪証拠」から，「スパ
イ，テロリズム又は過激主義犯罪証拠」に拡大した。つまり，テロリズム，過
激主義犯罪に関する証拠提出拒否罪を新設したのである。

（五）　テロ犯罪に関する密航行為の密航罪の加重情状への追加
　「改正法九」第40条は，刑法第322条（密航罪）の刑の加重事由を，従前の
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「国境管理法規に違反して，不法に国境を越え，情状が重いときは， 1年以下
の有期懲役，拘役又は管制に処し，罰金を併科する。」から，「国境管理法規に
違反して，不法に国境を越え，情状が重いときは， 1年以下の有期懲役，拘役
又は管制に処し，罰金を併科する。テロ組織又はテロ活動訓練を参加し，ある
いはテロ活動を実施するために，不法に国境を越えた者は， 1年以上 3年以下
の有期懲役に処し，罰金を併科する。」と改正した。つまり，テロ犯罪に関す
る国境を越えた行為を密航罪の刑の加重事由として追加したのである。

四　インターネット犯罪に関する法律規定の改善

（一）　国民個人情報侵害罪の主体範囲の拡大
　「改正法九」第17条は，刑法第253条の 1（国民個人情報侵害罪）の犯罪主体
を，従前の「国家機関又は金融，電信，交通，教育，医療その他の分野に関す
る組織体の職員」から，「規定を違反して，国民の個人情報を他人に売買し又
は不法に提供する者」（一般的な主体）に拡大した。また，第 2項として，「規
定を違反して，職務を執行する際又はサービスを提供する際に得た国民の個人
情報を他人に売買又は不法に提供したときは，前項の規定を参考し，重く処罰
する。」という規定を新設した。これにより，国民個人情報侵害罪の犯罪主体
の範囲が拡大された。

（二）　インターネットサービス提供者に対する犯罪の新設
　「改正法九」第28条は，インターネット安全管理義務履行拒否罪を新設した。
すなわち，刑法第286条の 1として「①インターネットサービス提供者は，法
律と行政法規を違反し，個人情報に関するインターネット安全管理義務を履行
せず，管理部門から改善措置を通知されたにもかかわらず，これを拒否し，次
に掲げるいずれかの事情があるときは， 3年以下の有期懲役，拘役又は管制を
処し，罰金を併科し又は単科する。（一）違法な情報を大量に拡散したとき，
（二）インターネット使用者の情報の漏洩により，重い結果を生じさせたとき，
（三）刑事犯罪証拠を隠滅させ，情状が重いとき，（四）その他の重い情状があ
るとき，②組織体が前項の罪を犯したときは，組織体に対して罰金を科するほ
か，その直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者も，前項と同様に処罰
する。③前 2項に規定する行為を行い，同時に他の罪を構成するときは，その
処罰が重い規定により罪を認定し，処罰する。」という規定が新設された。
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（三）　インターネットに関する犯罪類型の新設
　「改正法九」は第29条に，以下の 2つのインターネットに関する犯罪類型を
新設した。
　第一に，インターネット不法利用罪を新設した。すなわち，刑法第287条の
1として「①インターネットを利用し，次に掲げる各の行為を行い，情状が重
いときは， 3年以下の有期懲役又は拘役を処し，罰金を併科又は単科する。
（一）詐欺，犯罪方法の伝授，禁制品，制限品を製造又は販売など違法犯罪活
動を行うために，サイトやチャットグループを設立したとき，（二）麻薬，銃
やわいせつ物品等の禁制品，制限品を製造又は販売することに関する又は他の
違法犯罪情報を流布したとき，（三）詐欺などの違法犯罪活動を行うために，
情報を流布したとき，②組織体が前項の罪を犯したときは，組織体に対して罰
金を科するほか，その直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者も，第 1

項と同様に処罰する。③前 2項に規定する行為を行い，同時に他の罪を構成す
るときは，その処罰が重い規定により罪を認定し，処罰する。」を新設した。
　第二に，インターネット犯罪幇助罪を新設した。すなわち，インターネット
を利用した犯罪方法の伝授による他人の犯罪行為を幇助する行為が多い現状に
対処するために，刑法第287条の 2として「①他人のインターネットを利用し
た犯罪を確定的に認識しながら，その犯罪行為にインターネット接続，サーバ
ーホスティング，ネットワークストレージ，通信伝送などの技術を提供する又
は広告宣伝，支払決済行為などの幇助し，情状が重いときは， 3年以下の有期
懲役又は拘役を処し，罰金を併科し又は単科する。②組織体が前項の罪を犯し
たときは，組織体に対して罰金を科するほか，その直接責任を負う主管者及び
その他の直接責任者も，第 1項と同様に処罰する。③前 2項に規定する行為を
行い，同時に他の罪を構成するときは，その処罰が重い規定により罪を認定
し，処罰する。」とした。

（四）　無線通信管理秩序妨害罪の構成要件の修正
　「改正法九」第30条は，刑法第288条（無線通信管理秩序妨害罪）第 1項の規
定を，従前の「国家規定に違反して，無線設備を無断で設置し若しくは使用
し，又は電波の周波数を無断で占用し，使用停止の命令を受けてもこれを拒否
し，無線通信の通常運行を妨害した者が，重い結果を生じさせたときは， 3年
以下の有期懲役，拘役又は管制を処し，罰金を併科し又は単科する。」から，
「国家規定に違反して，無線設備を無断で設置し若しくは使用し，又は電波の
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周波数を無断で占用し，無線通信管理秩序を妨害し，情状が重いときは， 3年
以下の有期懲役，拘役又は管制を処し，罰金を併科し又は単科する。情状が特
に重いときは， 3年以上 7年以下の懲役を処し，罰金を併科する。」と改正し
た。つまり，情状が重ければ，妨害による重い結果の発生を不要とし，妨害行
為が行われれば足りるとして，侵害犯を危険犯とすることによって犯罪の成立
範囲を拡大したのである。

（五）　虚偽情報捏造流布罪の新設
　「改正法九」第32条は，虚偽情報捏造流布罪を新設した。すなわち，刑法第
291条の 1（虚偽危険物質投放罪，虚偽テロ情報捏造流布罪）に第 2項として
次の規定を追加して，「虚偽の危険，疫，災難若しくは警察に関する情報を捏
造し，インターネットまたは他のメディアで流布し，又は上述の捏造された情
報を知りながら，これをインターネットまたは他のメディアで故意に流布し，
社会秩序に重大な混乱を生じさせたときは， 3年以下の有期懲役，拘役又は管
制を処し，重い結果を生じさせたときは， 3年以上 7年以下の有期懲役を処す
る。」とした。

（六）　組織体に対する処罰規定の新設
　「改正法九」第26条は，刑法第285条（コンピューター情報システム侵入罪，
コンピューター情報システムのデータ不法取得罪，コンピューター情報システ
ム不法管理罪，コンピューター情報システムに侵入し若しくは不法管理用のソ
フト又は道具供与罪）に第 4項を設け，「組織体が前 3項の罪を犯したときは，
組織体に対して罰金を科するほか，その直接責任を負う主管者及びその他の直
接責任者も，前 3項により処罰する。」と追加し，組織体処罰規定を設けた。 
　さらに，「改正法九」第27条により，刑法第286条（コンピューター情報シス
テム破壊罪）についても第 4項が追加され，「組織体が前 3項の罪を犯したと
きは，組織体に対して罰金を科するほか，その直接責任を負う主管者及びその
他の直接責任者も，第 1項と同様に処罰する。」とした。

五　人身権利の保護の強化

（一）　強制猥褻，侮辱罪，児童猥褻罪の構成要件の改正
　「改正法九」第13条は，刑法第237条（強制猥褻，侮辱罪，児童猥褻罪）第 1
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項を，従前の「暴行，脅迫又はその他の方法により，女子に強制的に猥褻な行
為を行い，又は女子を侮辱した者は， 5年以下の有期懲役又は拘役に処する」
から，「暴行，脅迫又はその他の方法により，人に強制的に猥褻な行為を行い，
又は女子を侮辱した者は， 5年以下の有期懲役又は拘役に処する」と改正し
た。また，同条第 2項については，「公衆が集合する場合又は公共の場所にお
いて前項の罪を犯したときは， 5年以上の有期懲役に処する」から「公衆が集
合する場合又は公共の場所において前項の罪を犯したとき，又はその他の悪質
な情状があるときは， 5年以上の有期懲役に処する。」と改正した。これによ
り，刑法第237条として強制猥褻罪の犯罪客体を「女子」から男女の意味の
「人」に拡大すると同時に，悪質な情状に対する処罰を強化された。

（二）　被誘拐女子，児童購買罪の構成要件の改正
　「改正法九」第15条は，刑法第241条（被誘拐女子，児童購買罪）第 6項を，
従前の「誘拐され売買された女子又は児童を買い受けた後，その女子の希望に
従い，原居住地に戻ることを妨害しなかったとき，又はその児童に対し虐待行
為を加えず解放されるのを妨害しなかったときは，刑事責任を追及しないこと
ができる」から，「誘拐され売買された女子又は児童を買い受けた後，その児
童に対し虐待行為を加えず解放されるのを妨害しなかったときは，処罰を軽く
することができる，その女子の希望に従い，原居住地に戻ることを妨害しなか
ったときは，処罰を軽くし又は減軽することができる。」に改正した。これに
より，誘拐され売買された女子，児童を買い受ける行為は犯罪となり，任意的
に刑が減軽されるにとどまることになった。

（三）　被後見人，被看護人虐待罪の新設
　「改正法九」第19条は，刑法第260条の 1として，「被後見人，被看護人虐待
罪」を新設し，「①未成年者，老年者，病者，身体障害者に対して後見，看護
の義務をある者が被後見人，被看護人を虐待し，情状が悪質であるときは， 3

年以下の有期懲役又は拘役に処する。②組織体が前項の罪を犯したときは，組
織体に対して罰金を科するほか，その直接責任を負う主管者及びその他の直接
責任者も，前項と同様に処罰する。③第 1項に規定する行為を行い，同時に他
の罪を構成するときは，その処罰が重い規定により罪を認定し，処罰する。」
とした。
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（四）　略取罪の構成要件の改正
　「改正法九」第14条は，刑法第239条（略取罪）第 2項を，従前の「前項（略
取）の罪を犯して，略取された者を死亡させ，又は殺害したときは，死刑に処
し，財産の没収を併科する。」から，「略取の罪を犯して，略取された者を殺害
したとき，又は略取された者を故意に傷害し，略取された者を重傷若しくは死
亡させたときは，無期懲役又は死刑に処し，財産の没収を併科する。」に改正
した。これにより，略取罪を犯して，過失で略取された者を死亡させたとき
は，死刑を科すことはできなくなる一方で［略取された者を故意に傷害し，略
取された者を重傷させた］という情状の場合を加えて処罰を整備し直した。

（五）　幼女買春罪の削除
　「改正法九」第43条は，刑法第360条第 2項（幼女買春罪）を削除した。同条
に規定されていた14歳未満の女子を買春したときは，刑法第236条（強姦罪）
第 2項により重く処罰される。

（六）　親告罪に関する規定の改正
　第一に，「改正法九」第16条は，刑法第246条（侮辱罪，誹謗罪）に第 3項と
して，「インターネットにより第 1項に規定された行為が行われたと告訴した
被害者が，確かな証拠を提供できないときは，人民裁判所が警察機関の協力を
求めることができる。」という規定を追加した。
　第二に，「改正法九」第18条は，刑法第260条（虐待罪）第 3項を，従前の
「第 1項の罪は，告訴がなければ処理しない」から，「第 1項の罪は，告訴がな
ければ処理しない。しかし，被害人が告訴の能力を持たない，又は強制され，
脅かされたために告訴できない場合は除外する。」に改正した。

六　横領，賄賂行為の取締の強化

（一）　横領罪，収賄罪の量刑基準の改正
　第一に，「改正法九」第44条は，刑法第383条（横領罪や収賄罪の処罰規定）
第 1項を，従前の「横領罪を犯した者は，情状の軽重に応じて次に掲げる規定
によりそれぞれ処罰する。（一）個人の横領額が10万元以上のときは，10年以
上の有期懲役に処し，財産の没収を併科することができる。情状が特に重いと
きは，死刑に処し，財産の没収を併科する。（二）個人の横領額が 5万元以上
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10万元未満のときは， 5年以上の有期懲役に処し，財産の没収を併科すること
ができる。情状が特に重いときは，無期懲役に処し，財産の没収を併科する。
（三）個人の横領額が 5千元以上 5万元未満のときは， 1年以上 7年以下の有
期懲役に処する。情状が重いときは， 7年以上10年以下の有期懲役に処する。
個人の横領額が 5千元以上 1万元未満であり，犯行後に改唆の情を示し，横領
物を積極的に返還したときは，その刑の軽減し又は免除し，その所属する組織
体又は上級の主管機関により行政処分に付することができる。（四）個人の横
領額が 5千元未満であり，情状が比較的重いときは， 2年以下の有期懲役又は
拘役に処する。情状が比較的軽いときは，その所属する組織体又は上級の主管
機関により情状を考えて行政処分に付する。」改正して，「横領罪を犯した者
は，情状の軽重に応じて次に掲げる規定によりそれぞれ処罰する。（一）横領
額が比較的多い又は他に比較的重い情状があるときは， 3年以下の有期懲役又
拘役を処し，罰金を併科する。（二）横領額が著しく大きく又は他に重い情状
があるときは， 3年以上10年以下の有期懲役を処し，罰金又は財産の没収を併
科する。（三）横領額が特に著しく大きく又は他に特別な重い情状があるとき
は，10年以上有期懲役又は無期懲役を処し，罰金又は財産の没収を併科する。
さらに，横領額が特に著しく大きく，国家と人民の利益に重大な損失を与えた
場合は，無期懲役又は死刑に処し，財産の没収を併科する。」に改正した。
　つまり，「改正法九」第44条は，現行刑法が定めた横領罪や収賄罪の量刑に
用いられる金額規定を廃して，原則上，金額を比較的多い又は比較的重い情状
があるとき，金額が著しく大きく又は他に重い情状があるとき，金額が特に著
しく大きく又は他に特別な重い情状があるときの，三段階に仕分けし直し，そ
れに相応した刑罰を科すということにした。さらに，金額が特に著しく大き
く，国家と人民の利益に重大な損失を与えた場合は，死刑の適用も可能とし
た。
　第二に，「改正法九」第44条は，刑法第383条に，「第 1項の罪を犯した者が，
公訴される前に自白して，心から罪を悔い改め，横領物を積極的に返還し，損
害結果をできるだけ減少又は避けた場合で，第 1項に規定される情状がある場
合，その刑を軽くし若しくは減軽し，又は免除することができる。第 2項，第
3項に規定される情状がある場合，その刑を軽くすることができる。」という
項（第３項）を追加して，横領罪や収賄罪を犯す犯罪者に対して，任意的な刑
の減免規定を設けた。
　第三に，「改正法九」第44条は，刑法第383条に第 4項を加えて，「横領罪及



「中華人民共和国刑法改正法九」について　　131

び収賄罪で死刑の執行を猶予された者が，執行猶予期間が完了した後に法によ
り無期懲役に減軽されるときは，人民裁判所は，犯罪の情状に応じて，同時に
刑の減軽及び仮釈放をしてはならないとすることができる。」とした。

（二）　贈賄罪に対する刑の軽減条件の厳格化
　「改正法九」第45条は，刑法第390条（贈賄罪）第 2項を，従前の「贈賄者が
公訴提起前に贈賄行為を自白したときは，その刑を減軽し又は免除することが
できる。」から，「贈賄者が公訴提起前に贈賄行為を自白したときは，その刑を
軽くし又は軽減することができる。そのうち，犯罪の情状が比較的軽微であ
り，犯罪者が重大案件を解決に中心的な役割を果たしたとき又は重大な功績を
上げたときは，刑を減軽し又は免除することができる。」に改正し，刑の減免
事由を厳格化した。

（三）　贈賄犯罪における罰金刑の併科
　「改正法九」第10条，第45条，第47条，第48条，第49条は，第164条第 1項
（非公務員に対する贈賄罪）の基本刑，第390条（贈賄罪）第 1項，第391条
（対組織体贈賄罪）第 1項，第392条（賄賂斡旋罪）第 1項，刑法第393条（組
織体贈賄罪）の法定刑につき，身体刑に加えて，罰金刑を併科した。これによ
り，贈賄罪には罰金刑が併科され，財産的刑事制裁の面から処罰が強化され
た。

（四）　贈賄罪の新類型の新設
　「改正法九」第46条は，刑法第390条の 1「影響力ある者に対する贈賄罪」を
新設した。すなわち，「①不正な利益を図るために，公務員の近親者又は公務
員と親密な関係にある者，退職した公務員又はその公務員の近親者若しくはそ
の公務員と親密な関係にある者に財物を供与するときは， 3年以下の有期懲役
又は拘役を処し，罰金を併科する。情状が重い又は国家の利益に重大な損失を
与えた場合は， 3年以上 7年以下有期懲役を処し，罰金を併科する。情状が特
に重い又は国家の利益に特に重大な損失を与えた場合は， 7年以上10年以下有
期懲役を処し，罰金を併科する処罰する。」とし，さらに②組織体が前項の罪
を犯したときは，組織体に対して罰金を科するほか，その直接責任を負う主管
者及びその他の直接責任者も， 3年以下の有期懲役又は拘役を処し，罰金を併
科する。」という組織体に対する処罰規定も付加した。
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（五）　職務犯罪の予防的措置規定の新設
　「改正法九」第 1条は，刑法第37条の 1として「職務犯罪の予防的措置」を
新設し，「①職務上の立場を利用して犯罪した，又は職務上の特定義務を違反
して罪を犯したために処罰される場合，人民裁判所は犯罪情状と再犯予防の目
的により，刑の執行を終え又は仮釈放された日から 3年から 5年の期間関連職
業に従事することを禁止できる。②関連職業に従事することを禁止された犯罪
者が人民裁判所の前項による決定を違反した場合，公安機関が法によって処罰
する。情状が重いときは，本法第313条の規定により罪を認定し，処罰する。
③他の法律，行政法規が関連職業に従事することに対して制限的な規定があれ
ば，その規定に従う。」とした。

七　文書偽造罪等の不正行為に対する処罰の強化

（一）　身分証明書偽造変造売買罪の構成要件の改正
　「改正法九」第22条は，刑法第280条第 3項（身分証明書偽造変造売買罪）
を，従前の「住民身分証明証を偽造し又は変造した者は， 3年以下の有期懲
役，拘役，管制又は政治的権利の剥奪に処する。情状が重いときは， 3年以上
7年以下の有期懲役に処する。」から，「住民身分証明証，パスポート，社会保
険証又は運転免許など身分を証明できる証明書を偽造，変造又は売買した者
は， 3年以下の有期懲役，拘役，管制又は政治的権利の剥奪に処し，罰金を併
科する。情状が重いときは， 3年以上 7年以下の有期懲役に処し，罰金を併科
する。」に改正した。つまり，身分証明書偽造変造売買罪に関する改正は，偽
造，変造又は売買の対象範囲を「住民身分証明証」から「住民身分証明証，パ
スポート，社会保険証，運転免許など身份を証明できる証明書」へと拡大する
と同時に，罰金刑を併科した。

（二）　�国家機関公文，書証，印章偽造，変造，売買罪等における財産刑の規
定の追加

　「改正法九」第22条は，刑法第280条第 1項（国家機関公文，書証，印章偽
造，変造，売買罪 ·国家機関公文，書証，印章窃盗，奪取，毀損罪）と刑法第
280条第 2項（会社，企業，人民団体印章偽造罪）の法定刑について，「 3年以
下の有期懲役，拘役，管制又は政治的権利の剥奪」等の従来の法定刑に付け加
えて，罰金刑を併科することとした。
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（三）　虚偽の身分証明書・窃取の身分証明書使用罪の新設
　「改正法九」第23条は，刑法第280条の 1「虚偽の身分証明書・窃取の身分証
明書使用罪」を新設した。すなわち，「①国家規定により身分を証明できる証
明書を提供しなければならないときに，偽造，変造又は窃取された住民身分証
明証，パスポート，社会保険証又は運転免許などの法により身分を証明できる
証明書を使用し，情状が重いときは，拘役又は管制に処し，罰金を併科し又は
単科する。②前項に規定する行為を行い，同時に他の罪を構成するときは，そ
の処罰が重い規定により罪を認定し，処罰する。」とした。

（四）　試験不正行為に関する犯罪類型の新設
　「改正法九」第25条は，刑法第284条の 1「試験不正行為組織罪，試験問題答
案不法販売提供罪，替玉受験罪」などの新たな犯罪類型を設けた。すなわち，
「①法律に規定される国家級試験において，受験生の不正行為を組織するとき
は， 3年以下の有期懲役又は拘役を処し，罰金を併科し又は単科する。情状が
重いときは， 3年以上 7年以下の有期懲役に処し，罰金を併科する。②他人に
試験不正行為を行うための器材を提供し又は他の幇助行為を行うときは，前項
と同様に処罰する。③試験不正行為を行うために，他人に試験問題と答案を不
法に販売又は提供するときは，第 1項と同様に処罰する。④他人の代わりに試
験を受け，又は他人を自分の代わりに第 1項に規定される試験を受けさせる
と，拘役又は管制に処し，罰金を併科し又は単科する。」という新しい犯罪類
型が創設された。

（五）　虚偽告訴罪の新設
　「改正法九」第35条は，刑法第307条の 1「虚偽訴訟罪」を新設し，「①虚偽
の告訴を行い，司法秩序を妨害し又は他人の適法な権益を著しく侵害したとき
は， 3年以下の有期懲役，拘役又は管制を処し，罰金を併科し又は単科する。
情状が重いときは， 3年以上 7年以下の有期懲役に処し，罰金を併科する。②
組織体が前項の罪を犯したときは，組織体に対して罰金を科するほか，その直
接責任を負う主管者及びその他の直接責任者も，前項と同様に処罰する。③第
1項に規定する行為を行い，非法に他人財産を占有し，又は合法的な債務を逃
避すると，同時に他の罪を構成するときは，その処罰が重い規定により罪を認
定し，重く処罰する。④司法要員が職務上の権利を利用し，他人と一緒に前 3

項の行為を行ったときは，重く処罰する。同時に他の罪を構成するときは，そ
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の処罰が重い規定により罪を認定し，重く処罰する。」とした。

八　社会治安を害する犯罪に対する処罰の強化

（一）　社会管理の秩序を乱す罪に関する規定の改正
1．公務執行妨害罪の量刑情状の改正

　「改正法九」第21条は，刑法第277条（公務執行妨害罪）第 5項を新設し，
「法によって公務を執行している警察官に暴力を加えた者は，第 1項の規定に
より，重く処罰する。」とした。
2 ．危険運転罪の客観的行為，主体範囲の拡大

　「改正法九」第 8条は，刑法第133条の 1（危険運転罪）を，従前の「①道路
で自動車を運転して追いかけながら競って走る者が，情状が悪質であるとき，
あるいは道路で酒酔い運転をする者は，拘留に処し，罰金を併科する。②前項
の行為が，同時にその他の犯罪構成要件を満たした場合には，より重い処罰規
定により処する。」から，「①道路で自動車を運転し，次に掲げるいずれかの行
為を行うときは，拘役を処し，罰金を併科する。（一）追いかけながら競って
走る場合の情状が悪質である場合，（二）酒酔い運転をした場合，（三）スクー
ルバス業務に従事する又は旅客運送を業とし，その業務に従事する際に，定員
数を大幅に超過したまたは法定速度を大幅に違反し運転を行った場合，（四）
危険化学品安全管理規定に違反し危険化学品運送を行い，公共安全を妨害した
場合。②自動車の所有人又は管理人が前項第 3号，第 4号行為に直接責任を負
うと，前項の規定より処罰する。③前 2項に規定する行為が，その他の犯罪を
構成するときは，その処罰はより重い規定に従い，罪に処し，処罰する。」へ
と改正した。なお，「改正法九」の審議に当たり，麻薬使用後の運転行為にも
危険運転罪の規定を適用すべきであるという意見もあったが，最終的には，麻
薬使用後の運転行為は規定されなかった。
3 ．奪取罪の構成要件の改正

　「改正法九」第20条は，刑法第267条（奪取罪）第 1項の奪取罪の客観的行為
を，従前の「数額が比較的大きいな公私の財物を奪取する」から，「数額が比
較的大きいな公私の財物を奪取し，又は公私の財物を繰り返して奪取する」と
改正した。つまり，公私の財物を繰り返して奪取する行為も処罰の対象に含め
るものである。



「中華人民共和国刑法改正法九」について　　135

4 ．スパイ専用器材盗聴盗撮専用器材不法生産，販売罪の構成要件の改正
　「改正法九」第24条は，刑法第283条（スパイ専用器材盗聴盗撮専用器材不法
生産，販売罪）を，従前の「盗聴，盗撮その他の専らスパイ行為に用いられる
器材を不法に生産し又は販売した者は， 3年以下の有期懲役，拘役又は管制を
処する。」から，「①盗聴，盗撮その他の専らスパイ行為に用いられる器材又は
盗聴，盗撮専用器材を不法に生産し又は販売した者は， 3年以下の有期懲役，
拘役又は管制を処し，罰金を併科し又は単科する。情状が重いときは， 3年以
上 7年以下有期懲役を処し，罰金を併科する。②組織体が前項の罪を犯したと
きは，組織体に対して罰金を科するほか，その直接責任を負う主管者及びその
他の直接責任者も，前項と同様に処罰する。」に改正した。つまり，盗聴，盗
撮専用器材を不法に生産又は販売する行為を犯罪とすると同時に，罰金刑と組
織体に対する処罰規定を増設する。
5 ．多衆集合社会秩序妨害罪の構成要件の改正

　「改正法九」第31条は，刑法第290条第 1項（多衆集合社会秩序妨害罪）の成
立要件を，従前の「勤務，生産，営業，教育学習又は科学研究を不可能にして
重い損失を与えた」から，「勤務，生産，営業，教育学習，科学研究又は医療
を不可能にして重い損失を与えた」と改正し，社会秩序の範囲を拡大した。
6 ．国家機関勤務秩序妨害罪の新設

　「改正法九」第31条は，刑法第290条第 3項（国家機関勤務秩序妨害罪）を新
設し，「国家機関の勤務秩序を乱す反復行為を，行政処罰を受けた後も依然と
して改正せず，重い結果を生じさせた者は， 3年以下の有期懲役，拘役又は管
制を処する。」とした。
7 ．不法集合組織，援助罪の新設

　「改正法九」第31条は，刑法第290条第 4項（不法集合組織，援助罪）を新設
し，「繰り返して他人不法集合を組織し，経済的に援助して，社会管理の秩序
を乱し，情状が重いときは，前項と同様に処罰する。」とした。
8 ．会道門邪教団体組織利用 ·迷信利用法律実施妨害罪，会道門邪教団体組織
利用・迷信利用致重傷死亡罪の構成要件の改正
　「改正法九」第33条は，刑法第300条（会道門邪教組織利用 ·迷信利用法律実
施妨害罪，会道門邪教団体組織利用・迷信利用致重傷死亡罪）を，従前の「①
会道門若しくは邪教団体を結成若しくは利用し，又は迷信を利用して，国家の
法律若しくは行政法規の執行を妨害した者は， 3年以上 7年以下の有期懲役に
処する。情状が特に重いときは， 7年以上の有期懲役に処する。②会道門若し
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くは邪教団体を結成若しくは利用し，又は迷信を利用して，人を欺いて死亡さ
せた者についても，前項と同様に処罰する。③会道門若しくは邪教団体を結成
若しくは利用し，又は迷信を利用して，女子を姦淫し，又は財物を騙取した者
は，この法律の第236条又は第266条の規定により罪を認定し，処罰する。」か
ら，「①会道門若しくは邪教団体を結成若しくは利用し，又は迷信を利用して，
国家の法律若しくは行政法規の執行を妨害した者は， 3年以上 7年以下の有期
懲役に処し，罰金を併科する。情状が特に重いときは， 7年以上の有期懲役又
は無期懲役に処し，罰金又は財産の没収を併科する。情状が比較的軽いとき
は， 3年以下の有期懲役，拘役，管制又は政治的権利の剥奪に処し，罰金を併
科又は単科する。②会道門若しくは邪教団体を結成若しくは利用し，又は迷信
を利用して，人を欺いて死亡又は重傷させた者についても，前項と同様に処罰
する。③第 1項の罪を犯して，女子を姦淫し，又は財物を騙取した者は，併合
罪として処罰する。」へと改正した。つまり，会道門，邪教団体組織，利用 ·

迷信利用法律実施妨害罪において情状が特に重い行為に対する処罰力を高める
と同時に，情状が軽い行為に対する適応な規定を増設した。
9 ．遺体遺骨骨灰窃盗侮辱故意に損壊罪の構成要件の改正

　「改正法九」第34条は，刑法第302条（遺体遺骨骨灰窃盗侮辱故意に損壊罪）
を「遺体を窃盗し又は侮辱した者は， 3年以下の有期懲役，拘役又は管制に処
する。」から「遺体，遺骨，骨灰を窃盗し，侮辱し又は故意に損壊した者は，
3年以下の有期懲役，拘役又は管制に処する。」とし，本罪の客体と客観的行
為の範囲を拡大した。

（二）　人民裁判所の裁判権に関する法律規定の改善
1．公表してはならない案件の情報不法流布罪，公表してはならない案件
の情報不法発表報道罪の新設
　「改正法九」第36条は，刑法第308条の 1（公表してはならない案件の情報不
法流布罪，公表してはならない案件の情報不法発表報道罪）を新設し，「①司
法要員，弁護人，訴訟代理人又は他の訴訟参加者を公表してはならない案件の
情報を漏洩して，その情報を流布させ，またはその他の重い結果を生じさせる
ときは， 3年以下の有期懲役，拘役又は管制に処し，罰金を併科し又は単科す
る。②前項に規定する行為を行い，国家秘密を流布するときは，この法律の第
398条の規定により罪を認定し，処罰する。③第 1項に規定される案件の情報
を公に発表，報道し，情状が重いと，第 1項と同様に処罰する。④組織体が前
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項の罪を犯したときは，組織体に対して罰金を科するほか，その直接責任を負
う主管者及びその他の直接責任者も，第 1項と同様に処罰する。」とした。
2 ．法廷秩序妨害罪の構成要件の改正

　「改正法九」第37条は，刑法第309条（法廷秩序妨害罪）の客観的行為を，従
前の「公衆を集合して，騒乱を引き起こし，法廷に乱入し，又は司法要員を殴
打し」から，「（一）公衆を集合して，騒乱を引き起こし，法廷に乱入する。
（二）司法要員若しくは訴訟参加者を殴打する。（三）司法要員若しくは訴訟参
加者を侮辱し，誹謗し，威嚇して，法庭の制止を聞かずに法廷秩序を厳重に妨
害する。（四）法廷設備を損害し，訴訟書類，証拠などを略奪，損傷するなど
の法廷秩序妨害行為が行って，情状が重い。」に拡大した。
3 ．判決裁定履行拒否罪の法定刑の改正

　「改正法九」第39条は，刑法第313条（判決裁定履行拒否罪）の法定刑を，従
前の「情状が重いときは， 3年以下の有期懲役，拘役又は罰金に処する。」か
ら，「情状が重いときは， 3年以下の有期懲役，拘役又は罰金に処する。情状
が特に重いときは， 3年以上 7年以下の有期懲役に処し，罰金を併科する。」
に改正した。また，判決裁定履行拒否罪の組織体犯罪の規定を増設しる。「改
正法九」第39条は，刑法第313条第 2項を新設し，「組織体が前項の罪を犯した
ときは，組織体に対して罰金を科するほか，その直接責任を負う主管者及びそ
の他の直接責任者も，前項と同様に処罰する。」とした。

（三）　薬物原料不法製造売買運搬密輸罪の構成要件の改正
　「改正法九」第41条は，刑法第350条（薬物原料不法製造売買運搬密輸罪）第
1項，第 2項を従前の「①国家規定を違反して，無水酢酸，エーテル，クロロ
ホルム若しくはその他の薬物製造の原料若しくは補助剤を不法に運搬し若しく
は携帯して入出境をした者は，又は国家規定に違反して，境内において前記の
物品を不法に売買した者は， 3年以下の有期懲役，拘役又は管制に処し，罰金
を併科する。その量が多いときは， 3年以上10年以下の有期懲役に処し，罰金
を併科する。②他人が薬物を製造することを知りながら，その者に前項に規定
する物品を提供した者は，薬物製造罪の共犯として論ずる。」から，「①国家規
定を違反して，無水酢酸，エーテル，クロロホルム若しくはその他の薬物製造
の原料若しくは補助剤を不法製造，売買若しくは運搬し又は携帯して入出境を
し，情状が比較的重いときは， 3年以下の有期懲役，拘役又は管制に処し，罰
金を併科する。情状が重いときは， 3年以上 7年以下の有期懲役に処し，罰金
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を併科する。情状が特に重いときは， 7年以上の有期懲役に処し，罰金又は財
産の没収を併科する。②他人が薬物を製造することを知りながら，その者に前
項に規定する物品を製造，売買又は運搬した者は，薬物製造罪の共犯として論
ずる。」に改正し，麻薬犯罪が増加傾向にある現状において麻薬犯罪の処罰を
強化した。

九　その他

　上述した改正点の他，「改正法九」は，刑法総論の罰金刑と併合罪に関する
規定を改正した。
　第一に，罰金の納付として，「改正法九」第 3条は，刑法第53条（罰金の納
付）後段の罰金納付の例外規定を，従前の「不可抗力の災害に遭ったために納
付するのが困難であると確実に見込まれるときは，情状を酌量して減額し，又
は免除することができる。」から「不可抗力の災害に遭ったために納付するの
が困難であると確実に見込まれるときは，人民法院の裁定により，延期納付
し，情状を酌量して減額し，又は免除することができる。」に改正した。
　第二に，併合罪の規定として，「改正法九」第 4条は刑法第69条（判決前の
併合罪）第 2項を新設し，「数罪の中に有期懲役と拘役に処するものが複数あ
るときは，有期懲役を執行する。数罪の中に有期懲役と管制に処し，又は拘役
と管制に処するものが複数あるときは，有期懲役又は拘役を執行した後，管制
を執行しなければならない。」とした。なお，これに伴い，従前の第69条第 2

項は現第69条第 3項となった。


