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現代中国における訴訟と
裁判規範のダイナミックス（４）

── 司法解釈と指導性案例を中心に ──

徐　　　　　行

論　　　説

目　　次
序章
　（一）問題意識および課題
　（二）本稿の構成
　（三）先行研究の整理
　（四）本稿の意義
第１章　概念と用語の整理
　第１節　法の解釈に関して
　第２節　案例に関連する用語
　第３節　司法による法形成の担い手
第２章　司法による法形成の発展史
　第１節　司法解釈の発展史
　第２節　案例の発展史  （以上、62巻４号）
第３章　司法解釈による法形成の仕組
　第１節　規範レベルからみる司法解釈の形成過程
　第２節　現実における司法解釈の役割と問題点
　第３節　その他の司法解釈性文書  （以上、62巻６号）
第４章　案例を取り巻く現状
　第１節　司法における案例の位置づけ
　第２節　現実における案例の役割  （以上、63巻６号）
　第３節　案例による法形成の未確立の原因
　　１　制度上の要因



現代中国における訴訟と裁判規範のダイナミックス（４）

［2］北法64（2・427）707

　　２　法意識の影響
第５章　司法による法形成の制度転換を目指す改革の試み
　第１節　改革に関する議論
　　１　判例制度に関して
　　２　案例指導制度への議論の移行
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　　２　地方法院の実践  （以上、本号）
　第３節　改革の到達点
終章

第４章　案例を取り巻く現状

第３節　案例による法形成の未確立の原因
　第４章第２節のところで、日本との比較を通じて、中国にも判例を生
成する制度的な土壌があることを検討した。そして、案例による法形成
の実例を見れば分かるように、その土壌から判例の萌芽がすでに現れて
いる。一方、先例たる指導性案例に反する案例もあれば、訴訟から形成
された裁判規範を回避するための裁判官の戦術もある。指導性案例が一
貫して裁判官に対して拘束力を発揮しているわけではない。
　また、これらの実例は、裁判官が実質的な合理性から指導性案例の適
用を選好する傾向があることをも示している。それは新しい制度設計で
指導性案例に強い拘束力を与えなければ、最高法院または高級法院が意
図した法形成が下級法院の裁判に浸透せず、逆に裁判官の対策によって
回避される可能性が大きいことを示唆している。だからこそ、最高法院
が打ち出した案例指導制度の構想に関する議論の多くは、裁判統制シス
テム（主に誤判責任制）によって指導性案例の拘束力を確保すべきだ、
と提案しているのであろう（第５章第２節参照）。また、それを踏まえ
た現状認識として、案例による法形成は安定して機能しておらず、制度
として未確立だと言わざるを得ない。以下は、その原因を探る。

　１　制度上の要因
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　指導性案例が先例として拘束力を発揮するのに有利だと考えられる制
度的な条件は検討しましたが、もちろん、それを制約してしまう制度も
ある。その中には、単に経済発展が遅れている地域に位置しているがた
めに、法院の予算が不足し、案例集もろくに買えず、ネットに接続でき
るパソコンも配備されていないような状況1を作った予算制度のよう
に2、事実上指導性案例が機能するための基盤を構築する上での重要な要
素であるのにもかかわらず、法院や裁判官の努力で改善できる可能性が
なく、しかも当分の間で変わる見通しもないものもあれば、判決書の質
や判例評釈の未発達といったような、個々の裁判官や学者の努力で、十
分改善できる余地があるものも存在する。以下では、それらを分析し、
最後に裁判統制システムにおける案例の位置づけを検証して、案例によ
る法形成が未だに確立されていない制度面の問題を浮き彫りにする。

　Ⅰ．裁判官の資質3

　従来、指導性案例がうまく機能するためには高い能力を有する裁判官
が必要不可欠だとされてきた4。確かに、一定の能力がなければ、裁判官

1 最高法院の裁判官に対するインタビューで聞いた話によると、青海省の法院
で未だに活版印刷を使って、裁判文書を印刷しているところがあるという。そ
れは極端な例だと思われるが、各地各級の法院の経費が対応する各地政府の財
政から支出される以上、地方の財政状況によって極端な格差が生まれることは
避けられないだろう。（インタビューの日時、2009年３月26日10時～ 12時半。
インタビューの対象、最高法院研究室の李主任・政治部の劉裁判官）なお、法
院の財政状況を紹介したものとして、坂口一成『現代中国刑事裁判論裁判をめ
ぐる政治と法』（北海道大学出版会、2009年）317 ～ 320頁参照。また、一般論
として、法院の経費の状況やその問題点、それを改善する方法などについて、
靳羽「処在十字路口的法院経費保証体制：困境加劇抑或曙光乍現」法治研究
2008年10期34頁以下参照。
2 「人民法院第三次五ヵ年改革綱要」22条～ 24条は法院の経費保障について３
つの改革の目標を提出した。財政難の問題は未だに解決されていないことを示
していると思われる。
3 裁判官の人事制度に関する紹介として、鈴木賢「〔補論〕中国の法曹制度」
広渡清吾『法曹の比較法社会学』（東京大学出版会、2003年）355 ～ 362頁参照。
4 徐景和『中国判例制度』（中国検察出版社、2006年）82 ～ 83頁参照。
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による法解釈・法形成はもちろんのこと、先例からルールを発見し、後
続事例にそれを適用することすらできないかもしれない。そうなると、
いくら指導性案例に拘束力を持たせようとしても、その実効性が疑わし
くなる。
　しかしながら、第４章第２節で検証した実例から見ると、現状はそれ
ほど悲観的なものではないかもしれない。少なくとも、これらの指導性
案例において、編集者が裁判官に代わってルールを抽出し、「裁判要旨」
の形でそれを示していないにもかかわらず、後続事例の裁判官は先例の
ルールをちゃんと理解しているように思われる。それでも、裁判官の資
質に疑念を抱いている論者は、「…裁判官の法律知識水準の差異、裁判
官の思考方式と司法経験を統合する司法制度の欠如は、裁判官の間で司
法水準と司法能力の著しいアンバランスをもたらした」5と指摘する。こ
の指摘が当たっているなら、先例に従って、判断を下している裁判官は
裁判官集団の中ですぐれた司法能力を有している者に限られているかも
しれない。
　ただし、2001年に改正された裁判官法は裁判官任用の要件を引き上げ
た。それに合わせて、新規任用された裁判官の資質の向上が期待できる
と思われる6。特に、「基層法院裁判官の専攻、知識構造が大きく変化し、
法律水準と業務水準が明らかに進歩しており、司法隊列の全体の資質は
大幅に向上している」7と評されるほど、基層法院の裁判官の能力の向上
が著しいようである。
　なお、最高法院公報を含む一部の指導性案例の公表媒体は、ここ数年
から「裁判要旨」を掲載するようになった（具体的な検討は第５章第２
節に譲るが）。「裁判要旨」があれば、指導性案例の適用の難易度が低く
なり、その際、要求される裁判官の能力も比較的に低くて済むだろう。

5 鄧修明『刑事判例機制研究』（法律出版社、2007年）271頁。
6 「人民法院第三次五ヵ年改革綱要」14条～ 21条は人民法院の隊列の建設を強
化するための８つの措置を規定しており、少なくとも、裁判官の資質の向上は
まだ当面の課題の一つだと認識されていると言えよう。
7 中国社会科学院法学所法理室調研組「中国案例指導制度調研報告」最高人民
法院研究室編『審判前沿問題研究──最高人民法院重点調研課題報告集（上冊）』

（人民法院出版社、2007年）414頁。
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もっとも、指導性案例の従来の位置づけからすると、裁判官に創意を持っ
て裁判に取り組み、指導性案例の形成に参与させるというような意味合
いは込められていないため、一般の裁判官がそれを楽に援用できれば、
それだけで指導性案例がうまく機能していると評価できよう。その意味
では、裁判官全体の能力の向上と指導性案例自体の適用難度の低下によ
り、従来指導性案例運用の難点の一つとされてきた裁判官の能力・資質
の問題は、解消されつつある。それによって、問い合わせ制度の利用が
減少することも期待されている8。
　そして、指導性案例を公布する権限を持っているのは最高法院と各地
の高級法院であるため、案例による法形成を観念する場合、最終的な決
定者は判決を書いた裁判官本人ではなく、最高法院と高級法院の案例編
集者である。「法院系統に属する大部分の博士と修士は、みんな最高人
民法院および条件が比較的に良い高級人民法院と中級人民法院に集中し
ている」9という指摘から、最高法院と高級法院の裁判官の資質は相対的
に高いであることが窺える。最高法院に限定すれば、「最高人民法院の
裁判官の中、修士、博士学位を取得した者の比率は47％に達している」10

ため、かなり高い学歴水準の裁判官集団が形成されているわけである。
実際の法形成過程で、ルールを発見し、案例の公布を通じてそれを確立
する担い手はまさにこれらの資質の高い裁判官であることを考えると、
指導性案例の法形成作用という側面の担い手の資質も大した問題にはな
らないだろう。

　Ⅱ．法学教育11

8 最高法院公報に掲載されている「裁判要旨」付きの指導性案例はもっとも「批
復」形式の司法解釈を代替できるものとされている。侯猛「最高人民法院判決
的比較優勢」北京大学学報2008年６期24頁。
9 鄧修明・前掲注（５）270頁。
10 中国社会科学院法学所法理室調研組・前掲注（７）414頁。「特に最高人民法
院は相当な数の理論的と実践的経験を有する法律専門家を集めた」とも言われ
ている。劉永志＝陳玉宏「関於建立我国案例指導制度的思考」沈徳咏『中国特
色案例指導制度研究』（人民法院出版社、2009年）183 ～ 184頁参照。
11 中国における法学教育の概要について、木間正道＝鈴木賢＝高見澤磨＝宇
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　ここでは法学教育の一般的な状況を説明するのではなく、先例を尊重
する意識の形成や、案例からルールを発見する能力の養成などについて、
従来の法学教育がほとんど貢献しておらず、後に法曹となる学生の意識
に積極的な影響を与えてこなかったことを指摘しておきたい。「教育の
内容も具体的な裁判例や立法過程に言及することはまれで、抽象的な『理
論』と法規定の紹介がほとんどである。法技術・概念の具体的な事例へ
の適用を修得させるという視点は弱く、個々の制定法の内容を覚えさせ
ることに力点がおかれていた」12という指摘は、まさに従来の法学教育
の様相を示している。
　従来の法学教育が学生の意識にどういう影響を与えているかについ
て、以下のような指摘がある。「…法学教育は学生に法律の機械的な適
用という理念を与える。すなわち、成文法の規定が明晰かつ明確である
場合、裁判官は演繹思考のロジックで、成文法を大前提とし、案件事実
を小前提とし、三段論式の推理を行って、判決を下せる。成文法の規定
が明確でなく、または不足がある場合、法律解釈制度を利用して、それ
を明確にし、また演繹思考のロジックで判決を下す。今の法学教育には、
案例の役割、価値と適用技術に関する教育と訓練が欠けているため、学
生の頭脳の中に案例に関する意識が薄弱で、もしくは欠ける現状をもた
らした」、と13。
　実例も見てみましょう14。2007年中国で国家優良科目［国家精品課程］
に選ばれた法学類の８科目のうちの１つ、煙台大学の民法学のシラバス
から授業の内容を探ってみよう。まず内容については、「民法教育は民
法基礎理論に関する紹介と説明に重点を置き、現行民法規範の解釈と説
明にも及ぶ」。授業プランに関しては、「民法（上）と民法（下）の二大
部分に分かれて、計126時間の授業。民法（上）は54時間で、50時間は

田川幸則『現代中国法入門（第６版）』（有斐閣、2012年）356頁以下参照。
12 木間正道＝鈴木賢＝高見澤磨＝宇田川幸則・前掲注（11）362頁。
13 房文翠＝丁海湖「法学教育改革新導向：案例指導制度」法律適用2008年６期
81頁。
14 徐顕明『中国法学教育情況（2007）』（中国政法大学出版社、2009年）81 ～
82頁参照。
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講義、２時間は案例の議論、２時間は指導。民法（下）は72時間で、68
時間は講義、２時間は案例の議論、２時間は指導」となっている。授業
時間以外は「コミュニティにおける法律サービス、社会調査、模擬法廷、
法律コンサルティング」などの活動も設けるが、授業内容はあくまで講
義中心で、しかも民法の基礎理論の紹介・説明に重点を置いている。案
例の議論はあるものの、全授業時間の30分の１未満しか占めていない。
民法学に関する国家優良科目はこの１科目しかない。その授業内容と時
間配分を見れば分かるように、従来の法学教育と比べると、実践的な内
容が増えているものの、まだ抜本的な改革がなされていないと言えよう。
　この点に関しては、日本の場合、司法修習所、法科大学院、法学部の
授業に至って、実践的な内容が導入されていて、中野次雄裁判官が指摘
した通り、「今日では、大学の講義でも、教科書でも、判例に言及して
いないものはない」15ほど、判例が日本の法学教育に浸透している。日
中間のこの差が受講生（＝将来の裁判官）の意識に与える影響は決して
無視できないのであろう。
　なお、法学教育との関連で、もう一つ指摘しておきたいのは、最高法
院が司法解釈の［法制統一］の機能を実現させるために、裁判官の職業
訓練を展開していることである。つまり、「一部の『解釈』、『規定』類
の司法解釈に関して、最高法院の関連する裁判業務廷は専門書を編集し、
若干の訓練クラスを組織し、最高法院の裁判官によって下級法院の裁判
官に対して、司法解釈の理解と適用について、訓練を行う。各種の専門
業務会議においても、新しい司法解釈の精神、原則と具体的な適用につ
いて、さらに強調する」という形で、「下級法院が司法解釈を正確に適
用し、同類事件の判決を最高法院の意見と一致させ、法制の統一を実現
する」わけである16。これは如何なる指導性案例に関しても見られない
現象である。最高法院のこういう行動も、少なからず、下級法院の裁判
官に見られる司法解釈を重視し、案例を軽視する意識の形成に影響を与
えたと思われる。

15 中野次雄『判例とその読み方（三訂版）』（有斐閣、2009年）10頁。
16 楊咏梅「最高法院対下級法院：個案審判之外的影響」左衛民『最高法院研究』

（法律出版社、2004年）384頁。
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　Ⅲ．判決書の質
　指導性案例の形成及び運用との関係で、最大の問題点とされているの
は、判決書の中に判決理由と法的推論が示されないことである。判決書
における判決理由と法的推論から、法命題を抽出し、ルールを見出して、
後に起こる同種の事件に適用するというのは通常の流れであるが、それ
らが欠如していると、当然ながら判決からルールを発見することはでき
なくなる。指導性案例よる法形成を想定すれば、必然的に高い質の判決
書を必要とする17。しかしながら、指導性案例の形成過程を見ると、候
補となる案例は基本的に推薦によるものか、投稿によるものか、あるい
は編集者が調査研究で発見したものかの３種類しかない。また、以上で
検討した実例からも、質の高い判決書の存在が窺える。この２点を合わ
せて推察すると、質の高い判決書をさしおいて、わざわざ判決理由と法
的推論も書かれていない判決書を推薦・投稿する者はいないだろう。ま
た、決定権をもつ編集者がそのような判決書を選ぶとも考えられない。
そういう意味では、質の高い判決書が存在する以上、質の低い判決書が
同時に存在するとしても、指導性案例の形成には影響しないのであろう。
　しかし、だからと言って、判決書の質を高める必要がないわけではな
い。実際、最高法院も判決書に判決理由を盛り込むことを司法改革の目
標の一つとしてきた。「人民法院五ヵ年改革綱要」13条は、「裁判文書改
革のペースを速め、裁判文書の質を高める。改革の重点は証拠調べにお
いて意見が分かれる証拠の分析と認証を強化し、判決の理由づけを強め
ることである。裁判文書を通じて、ただ裁判の過程を記録するのではな
く、裁判の理由をも公開し、裁判文書を社会大衆に向けて司法の公正の
イメージを示す媒介とし、法制教育の鮮やかな素材とする」ことを目標
としている。それでも判決書の質が十分に高められていないとして、改
革論者は判決書を公開し、一般大衆の監督下に置くことや、判決書の質
に応じて、賞罰を決めて、必ず判決理由を書くように、裁判官にインセ
ンティブを与えることなどを盛り込んだ改革案を提言している18。

17 呉美来＝眭欧麗「我国『有限判例制度』的構建」法律適用2004年５期17頁参照。
18 魏偉「判決書写作模式再思考──以理論重構和制度保障為視角」東方法学
2008年４期150 ～ 152頁、馬明利「完善説理性判決的制度保障」陜西広播電視
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　一方、最高法院と高級法院の裁判官による判決書の質が、基層法院の
裁判官によるものと大きく異なるのは、両者がそれぞれ違う目的を持っ
て作成されているためだと説明する学者もいる。４か月間同じ基層法院
に滞在し、フィールドワークを行ってきた呉英姿は以下のように述べて
いる。
　前者の場合、下級法院の裁判官に参照されるのを想定して、判決書を
書いていて、新しい類型の事件に関する判決書は後に従われて、先例拘
束性を有する指導性案例として機能し、最終的に司法解釈の原型となる
可能性もある。つまり、最高法院と高級法院の裁判官はルール形成のた
めに判決書を作成するため、判決理由を説得的なものにする責任を感じ
る。それに対して、基層法院の裁判官にとって、彼らの判決書が想定し
ている読者は２審の裁判官である。基層法院の裁判官は自分の判決が後
続判決の範例となることを期待しておらず、専門家や学者による評価の
プレッシャーに晒されることもなければ、それを通じて大衆に自分の才
覚を示す欲望もない。彼らにとって、唯一の心配は上級法院によって自
分の判決書の中の錯誤と瑕疵が見つけ出されることである。したがって、
基層法院の裁判官はいつも標準的な判決書の書式を使用し、標準的な様
式で法的推理や判決理由を書く。その方が効率もよく、リスクも少ない。
結論として、裁判文書の単純化は裁判官の資質や能力の問題ではない。
重要なのは誰のために裁判文書を書いているかである19。
　以上の記述は少なくとも２点において、指導性案例と関係がある。１
つは、基層法院の裁判官には、指導性案例の候補となりうる高品質な判
決書を作成し、案例による法形成に参加するインセンティブがないこと
である。もう１つは、判決書は当事者を説得するための材料ではないこ
とである。そういう意味では、指導性案例も当事者を説得するための材
料になり得ない。ただし、この２点はいずれもフィールドワークで得ら
れた経験に基づくものであるため、どれだけ普遍的であるかは評価が難
しい。第４章第２節で検討した実例を見る限り、基層法院による指導性

大学学報2009年２期77頁参照。
19 以上の記述について、呉英姿『法官角色与司法行為』（中国大百科全書出版社、
2008年）259 ～ 263頁参照。
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案例も存在するため、すべての基層法院の裁判官が質のいい判決書を書
く意欲がないわけではないだろう。しかし、常に上位者の指示に従わな
ければならないとする裁判統制システムに置かれている最下級法院の裁
判官は、高級法院や最高法院の同僚に比べて、保身のために判決書の作
成において保守的になるという考え方には共感できる。また、最高法院
と高級法院が指導性案例を公布できるし、下級法院に対する強い影響力
も持っているため、所属裁判官がより積極的に指導性案例の（候補の）
作成に取り組むという主張も頷ける。
　判決書との関連で、判例評釈の情況についても説明しておく必要があ
る。案例を公表するための出版物ならいざ知らず、少なくとも、中国に
おける判例批評（評釈）の文献の数は、日本のそれと比べて、ないに等
しいのである。それを問題視する学者もすでに現れている。判例（案例）
評釈によって、先例によって形成された法規則がさらに明確かつ具体的
なものになると考えられる20。それにもかかわらず、中国の法学研究は
ずっと司法実践から離れていて、判例評釈を積極的に行ってこなかった。
それを修正するためには、「学者は重大・難解の事件の司法裁判に注目し、
タイムリーに評釈し、判決の瑕疵ないし錯誤を指摘する。それが過ぎた
案件を改善できないものの、後続事例に先例の問題を気付かせることが
できる。…評釈は自分の法的感想を発表するだけでなく、学界で明晰的
で、権威的で、司法実践を指導できる学術意見（いわゆる『通説』─作
者）の形成に尽力しなければならない」21。この指摘を逆説的に捉えると、
判例評釈の基本的な目的や作法について、今まで意識してきた学者がほ
とんどいなかったと考えられる。
　判例評釈の未発達も指導性案例の先例拘束性や法形成機能の発揮に悪
い影響を与えていると思われる。つまり、先例のルールを釈明する作業
は後の事例におけるその適用を容易にする。そういう意味では、裁判要
旨と似たような役割を果たせる。そして、裁判要旨と違って、判例評釈
は流動的であるため、先例のルールを発展させることもできる。それに

20 孔丁英「関於借鑑判例制度的思考」経済与社会発展2003年12期120頁。
21 黄卉「関於判例形成的観察和法律分析──以我国失実新聞侵害公衆人物名
誉権案為切入点」華東政法大学学報2009年１期120頁。
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よって司法実践を指導できる通説が形成されれば、法律案の起草のほか
に、法形成に参加する新たなルートが開かれることになる。その点にお
いても、判例評釈の可能性は評価できよう。前述した案例６が公布され
た当時、案例７と同じように議論が展開されていたら、当該指導性案例
はすでに廃止され、または別の案例によって取って代られていたかもし
れない。案例７もここまで物議を醸すことなく、静かに解決されたかも
しれない。

　Ⅳ．審級制度による障害
　まず、審級制度は、日本の判例が事実上の法源として機能する制度上
の大きな要因の一つとされている。その理由は「下級裁判所の裁判官が
上級裁判所、とくに最高裁判所の判例に違反する判決をした場合、当然
のことながら敗訴者は上訴して控訴審裁判所に再考を求めることにな
る。おそらく、多くの場合、控訴審では最高裁の先例に従った判決をす
ることになろう。控訴審も最高裁の先例と異なる判断をした場合には、
当事者はさらに上告するので、ほとんどすべての事件は最終的には最高
裁判所の見解を仰ぐことになる。…大部分の場合、最高裁は、判例違反
の原審判決を破棄し、裁判のやり直しをさせるが、…せっかく下級裁判
所の裁判官が先例に反する新たな見解を打ち出そうとしても、上級裁判
所へいけば覆されるおそれが多いので、よほどの確信がないかぎり、先
例に従った判決をすることになる」というわけである22。
　それに対して、中国の審級制度は四級二審制である。下から基層法院、
中級法院、高級法院と最高法院の４つの審級があり、第２審で終審とな
る。そうすると、大部分の事件の１審は基層人民法院か中級人民法院で
行われるため、終審は中級人民法院か高級人民法院になる。つまり、「ほ
とんどすべての事件は最終的には最高裁判所の見解を仰ぐことになる」
どころか、ほとんどの事件は最終的には最高法院の見解を仰ぐことがな
い。事件が最終的に単一の最高裁判所に移されることによって、裁判の
統一がなされるという原理は中国の審級制度には当てはまらないわけで
ある。最高法院はほとんどの場合、裁判を通じて法解釈と法適用の統一

22 五十嵐清『法学入門（第３版）』（悠々社、2007年）70 ～ 71頁。
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を行うことができない。その対策として、司法解釈や司法解釈性文書を
公布し、司法の統一を図ろうとするのである23。
　司法の統一も指導性案例の役割の一つと考えれば（案例指導制度を導
入する主な目的はそれである）、「少なくとも最高人民法院に理論上いか
なる案件に対しても終審権を持たなければならない。そうすると、各級
の人民法院に対して有効な監督と制約が行われる」24。したがって、後述
する判例制度の導入に関する議論においては、一部の論者が、その前提
条件として、審級制度の改革で三審制を導入すべきだと主張している25。
あるいは、最高法院が下した判決（指導性案例）にだけ拘束力を与える
という意見もある26。しかし、下級法院が裁判において行われた大量の
法解釈に対して、数的には圧倒的に少ない最高法院の裁判例をもってそ
の統一を行うことはとうてい不可能であろう。なお、最高法院が認定・
公布したすべての指導性案例に司法解釈と同等の効力を与えれば、おそ
らく司法解釈と同様、ひいてはその柔軟性から司法解釈以上の役割を果
たせると思われる。この種の制度設計はいわゆる［判例解釈］27または［案
例式司法解釈］28（従来の司法解釈の形式を廃止し、案例を通じてルール
形成を行い、それに従来の司法解釈と同等の効力を与える案）に相当す

23 個別事件の審理で直接下級法院に影響力を及ぼすことが困難であるため、最
高法院は司法解釈などの司法文書と最高法院公報や人民法院報などの機関誌・
紙で影響力を発揮するほか、会議を開くことや、裁判官の業務訓練を行うこと、
表彰・懲戒を行うこと、下級法院の幹部人事に関する提言・調整などを通して、
大きな影響力を発揮できると言われている。楊咏梅・前掲注（16）379 ～ 384
頁参照。
24 呉美来＝眭欧麗・前掲注（17）16頁。
25 袁明聖「我国建立判例法制度的条件分析」江西財経大学学報2001年１期48
～ 49頁、王霽霞「行政判例制度研究」行政法学研究2002年４期51頁、呉美来
＝眭欧麗・前掲注（17）16 ～ 17頁参照。
26 王利明「論中国判例制度的創建」武樹臣『判例制度研究（上）』（人民法院
出版社、2004年）561 ～ 563頁参照。
27 董皞『中国判例解釈構建之路』（中国政法大学出版社、2009年）導論、３章、
４章、５章２節、６章参照。
28 紀誠『最高人民法院司法解釈一個初歩的考察』（中国政法大学出版社、2007年）
99 ～ 134頁参照。



論　　　説

［13］ 北法64（2・416）696

る。ただし、後述（第５章第１節）のように、このような構想が現段階
で承認される可能性はゼロに等しい。また、三審制の導入も不可能だと
思われるため、審級制度は依然として、指導性案例の実効性を減殺する
要因の一つである。

　Ⅴ．裁判統制システムによる不利な影響
　裁判統制システムは全体として複雑な構造となっており、裁判所内部
の指示伝達を保障するための制度もあれば、外部からの指示を受けるた
めのパイプも整備されている。ここでは先行研究の枠組みを借りて、指
導性案例の先例拘束性とその法形成作用に不利な影響を与える可能性を
示す。
　裁判統制システムの全体像について、まず、裁判官は判決を下す前に、
往々にして上位者（指導者）によるチェックを受けなければならない。
しかも、それは法院内部に限られたものではない。法院が所在する地方
の党委員会（政法委員会）も法院内にその影響力を及ぼしている。言う
ならば、「ここでの『裁判』は、究極的には、より上位にある者（党委
員会、同政法委員会、上級裁判所、裁判委員会、所長）の指示を遂行す
る作用にすぎない」29のである。そして、裁判官の人事権は共産党委員
会によって掌握されており、序列化された裁判官は出世のために上を向
いて裁判する。誤判責任制と問い合わせ制度もここで登場する。つまり、
誤判責任制にかけられるリスクを回避するために、問い合わせ制度を利
用して、上級法院の指示を伺う。あるいは、裁判所内部の上位者の指示
を伺うという選択肢もある30。
　誤判責任制には指導性案例の先例拘束性を保障できる可能性があるも
のの、裁判官の案例による法形成活動への参加の意欲を抑制する効果も
ある。上位者によるチェックを受ける可能性があり、かつ法院の院長（副
院長）がそれを積極的に行う動機があるとすると、裁判官としては必ず
しも自分で判断を行う必要がないということになる。自分で判断する場
合、逆にリスクを負う可能性があるとなると、なおさらである。そうな

29 坂口一成・前掲注（１）286頁。
30 以上の記述は、坂口一成・前掲注（１）320 ～ 321頁参照。
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ると、裁判官はもはや創意を持って裁判に取り組もうとしないだろう。
また、問い合わせ制度の存在は誤判責任制と合力を形成し、裁判官の法
形成への参加のインセンティブをさらに奪い取っていく。裁判官として、
新しい類型の事件や難解の事件に遭遇すると（新しいルール形成の可能
性が想定される）、自分で判断する場合、誤判と認定されて処罰を受け
る可能性がある。逆に、問い合わせ制度があるから、それを利用すれば、
絶対に誤判と認定される可能性のない「正解」が戻ってくる。裁判官に
とって、どちらが有利かは言うまでもないだろう。
　なお、裁判所内部のこれらの裁判統制システムは裁判官の創造性・能
動性をはく奪することがあっても、指導性案例の先例拘束性に影響する
可能性が低いと思われる。指導性案例がなければいざ知らず、それがあ
るのにもかかわらず、わざわざそれに反する判決を下す必要はないだろ
う。しかし、法院外部からの指示は、指導性案例の拘束力に影響する可
能性がある。日本の場合、「とくに最高裁でくりかえし確認された判例は、
慣習法に高められない場合でも、法源性はきわめて高く、法律実務家だ
けではなく、一般の取引社会においても、法規範として意識されるよう
になる」31と言われているように、場合によっては、一般社会が判例を
法規範と認識することもある。また、「その意味では判例は実務の世界
を超えて社会生活全般を支配しているとさえいえなくはないのであ
る」32という指摘もあるように、判例の規範性に対する認識はある程度
の普遍性を持っている。中国ではそのような状況になっていないため、
法院外部からの指示が先例のルールに反しているとしても、裁判官はそ
れに従って判断しなければならず、その結果、先例拘束性が害されるの
である。

　Ⅵ．裁判統制システムの一環としての指導性案例
　まず、ここでいう裁判統制システムは法院内の裁判統制システムに限
定する。ある程度単純化された構造の中で、指導性案例の位置づけを示
す。

31 五十嵐清・前掲注（22）71頁。
32 中野次雄・前掲注（15）12頁。
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　法解釈・法適用の統一を維持するのは最高法院の重要任務の一つとさ
れているが33、先述の通り、四級二審制を採用する中国では、個別の事
件でそれを実現するのはきわめて困難である。そこで、間接的な手段を
採用し、法解釈・法適用の基準を示すことで司法の統一を図ることにし
た。司法解釈を制定・公布することも、機関誌で指導性案例を公布する
ことも、最高法院が使う重要な手段である。司法解釈の制定・公布は「最
高法院が下級法院の裁判業務活動を規制する主要な方法である」34とさ
れる。それは司法解釈の制定・公布が法によって承認されているためで
ある。司法解釈性文書はそういう意味では司法解釈に劣るが、実際の効
力に関しては、第３章第３節で検討した通り、両者の間にほとんど差が
ない。以上の両者と比べると、指導性案例も下級法院の裁判活動を指導
する役割を担っているが、実際の効力の面では両者に及ばない。
　一方、日本の場合、司法の統一を図るために、「裁判官独立の原則があっ
て事前の指揮による統一は許されない…上訴制度による是正・統一が行
われる。…裁判については事後統制によって国の意思表示の統一が行わ
れているわけである」35とされている。それに対して、中国の場合、最
高法院は司法解釈、司法解釈性文書、指導性案例を公布して、司法の統
一を実現しようとしている。日本のそれと違って、事前統制にあたる。
ここで指導性案例の公布をも事前統制に帰属させたのは、それが司法手
続を通じて形成されたわけではないからである。案例の形成自体は司法
手続によるものだが、指導性案例を選出する過程は司法手続ではない。
そういう意味では、指導性案例は純粋な司法作用の産物ではない36。い
ずれにせよ、事前統制となると、これらの司法文書と案例自体が強制力
を持っているわけではなく、その実効性を保障するために、裁判統制シ
ステムが使われている。

33 左衛民「比較視野中的最高法院──最高法院基本理論問題研究」左衛民『最
高法院研究』（法律出版社、2004年）３～４頁参照。
34 楊咏梅・前掲注（16）377頁。
35 中野次雄・前掲注（15）19 ～ 20頁
36 侯猛は指導性案例自体が上下関係を含む行政的な色彩を有するため、裁判
所の独立に反するとして、案例指導制度をあまり高く評価しないよう警告した。
侯猛「最高人民法院年度分析報告（2007）」法律適用2008年５期29頁。
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　司法解釈・司法解釈性文書・指導性案例と裁判統制システムとの関係
について言うと、前３者は基準を示し、後者はその基準に従って裁判官
を統制する役割を果している。その際、問い合わせ制度が前３者の補充
として機能する場合もある。そして、司法解釈、司法解釈性文書、指導
性案例と問い合わせ制度を合わせて考えると、この４者は裁判統制シス
テムのために、基準を示す重層的な説明・指示体制を形成している。司
法解釈は法を解釈しまたは独自でルールを形成する。司法解釈性文書は
司法解釈、法、政策を解釈し、または独自でルールを形成する。指導性
案例は司法解釈、司法解釈性文書、法、政策を解釈し、または独自でルー
ルを形成する。問い合わせ制度は、この３者が複雑に入り組んで形成し
た基準の不足を補う。この体制の薄弱なところは指導性案例である。最
高法院は指導性案例の効力について明言しておらず（「案例指導規定」
における規定の中身に関する検討は第５章第３節に譲る）、現実にそれ
がどんな役割を果たしているのかも解明されていないため、安定して
ルール形成を行っているほかの３者と比べて、指導性案例は明らかに不
安定な状況に置かれている。それも指導性案例に従う意識が裁判官の間
で十分に浸透しない理由の一つと考えられる37。

　２　法意識の影響
　以上の検証は、法学教育において先例を尊重する意識が欠如している
こと、最高法院が司法解釈を重視するあまり裁判官に案例を軽視する意
識をもたらした可能性、指導性案例の現実における役割が不明確で、重
層的な説明・指示体制に属する他の制度ほど安定して機能していないこ
とを示した。そして、これらの制度面の問題がそのまま裁判官の指導性
案例に対する認識に悪い影響を与えていることも明らかであろう。
　ここでは、意識面の要素で、指導性案例がその役割を果たすのにとっ
て不利なものを取り上げる。
　まず、裁判統制システムが裁判官の意識に与える影響について、少し

37 北京市高級人民法院課題組「関於完善案例指導制度的調研報告」最高人民
法院研究室編『審判前沿問題研究──最高人民法院重点調研課題報告集（上冊）』

（人民法院出版社、2007年）361頁参照。
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敷衍する。裁判統制システムは、裁判官に自分自身に代わって判断を下
してくれる多くの選択肢を用意している。それを利用すれば、裁判官は
そもそも案例を参照する必要がない。上級法院が事前に何かしらの司法
文書でルールを示していれば、それに従うし、それがない場合、法院内
で院長に審査してもらうか、裁判委員会の討議に付するかを選んで、院
長または裁判委員会に判断してもらえばいい。あるいは、上級法院に問
い合わせて、２審で覆されることのない「正解」を得て、事件を「正し
く」処理することができる。別に苦労して指導性案例を探し出し、事実
関係を確認して、先例のルールを適用するのが相当であるかどうかを自
分で判断する必要がないわけである。
　実際、筆者が吉林省長春市中級法院刑事１廷の盧裁判官補佐にインタ
ビューしたところ、当該刑事１廷は徹底した逐級報告・承認の体制で、
刑事事件（殺人、強盗殺人などの重犯罪）の審理を行っていることが判
明した38。すなわち、まず裁判官補佐が公訴書などの書類の要約を作成
して、判決の原案を付けて裁判官に提出する。そして、裁判官が要約さ
れた書類を再度要約し、判決の原案を修正して裁判長に提出する。さら
に、裁判長から刑事１廷廷長へ、最後に廷長から担当副院長へと、高度
に要約された書類が提出される。副院長はそこで判断を下して廷長に戻
す。逆の流れをたどって、書類は最終的に合議体まで戻され、形式を整
えて判決となる。盧裁判官補佐個人の経験からすると、このような体制
で審理を行う場合、指導性案例の出る幕がないのである。
　別の学者も筆者と似たような話を聞いたことがある。つまり、「私は
裁判官に対するインタビューにおいて、裁判官は本件と類似する先行判
決に留意することもあるが、少なからずの判決は裁判体によって下され
るのではなく、廷長または法院の他の指導者の承認を必要とするため、
そのような要素が類似する判決よりも主導的な位置を占める」39、と。
　院長（または廷長）審査制だけで、多くの事件が消化されているなら、
他の制度も一緒に利用すると、より多くの事件が裁判統制システムに用
意された制度によって解決されるだろう。裁判官にも裁判体にも指導性

38 インタビューの日時は2009年３月23日15時～ 17時半。
39 侯猛・前掲注（８）24頁。
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案例を調べる必要がなくなる。そのような環境下に置かれている限り、
先例を調べる意識が生まれてこないだろう。
　このようなことがどれほど一般的に行われているのかは不明である
が、それによって裁判官の間で先例を軽視する意識が芽生えれば、指導
性案例がその役割を果たすのに不利な要素の一つとしてそれを観念する
ことはできよう。
　そして、「機械的な司法」という伝統も40、裁判官の想像力と能動性を
束縛し、案例による法形成への参加を制限する可能性がある。この点に
ついて、以下のような指摘がある。「いろいろな条件（誤判責任制を含
む裁判官の法解釈権を制限するための各種制度）による制約があるため、
理性的な裁判官は法律の解釈に幾つもの可能な解釈があるとは考えず、
正解は１種類だと考える」ため、その結果、「機械司法の落とし穴に落
ちてしまう。…法解釈を行う空間があまりにも小さいため、創造的な案
例は往々にして機会主義的な出撃で形成され、その成功は法解釈の正確
性ではなく、受け入れられる可能性にかかっている。新しい解釈が成功
しても、同種の事案に対して必ず同様な判決を下さなければならないと
いう現実的なプレッシャーにさらされて、新しい解釈はまた形式主義に
囲まれ、『機械的な法適用』は『機械的な同案同判』になり、法律の新
しい解釈が逆により新しい解釈へと続く道に置かれた障害となる」41、
と。この指摘は、まさに、機械的な司法が案例による法形成に対する不
利な影響を示している。
　裁判は自動販売機のように一定の事実を投入すれば、それに応じて判
決が出てくるようなプロセスではない。ところが、中国では、2004年３
月に山東省淄博市淄川区法院がパソコンによる量刑を導入し、９か月間
の間で、パソコンによる量刑で403件もの刑事事件を審理した。裁判官
がやっていたのは、事実関係の要素をパソコンに入力することだけで

40 張榕「通過有限判例制度実現正義──兼評我国案例指導制度的局限性」厦
門大学学報（哲学社会科学版）2009年５期26頁参照。
41 郭建勇「司法裁判中的法律解釈及其証立──在正確性与可接受性之間的約
束与解放」董皞『司法一線報告』（人民法院出版社、2009年）103 ～ 104頁。
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あった42。このような実例があるため、機械的な司法に対する警戒は決
して杞憂ではない43。機械的な司法に基づく裁判官の意識も案例による
法形成の障害となりうるのである。
　さらに、伝統中国法では、個々の事案に対して、一個一個の判断を下
し、その都度当該事案に対して「天下の公論」を示せばそれで事足りる
と考えられていて、「また法とは、一般的なルールとしてではなく、そ
うした個別事案毎に一つ一つ成り立つ天下の公論、その総計の如く考え
られていた」44が、和諧社会（ハーモニー社会）が提唱されている今、
この種の伝統中国法的な発想がまた台頭し、個々の事案に対してそれぞ
れ妥当する解決を与えることで、人民の支持を獲得できると考えられる
ようになった。そして、そのようなやり方こそが、司法の公正を実現で
きるとされている45。
　しかしながら、個々の事案に対応する個別な解決を重視するというこ
とは、法の安定性を軽視し、指導性案例に従わせる動機付けを弱める危
険性をもたらす。この点に関しては、中国の「当の国家権力自身も、一
面ではルールの冷徹な実現役・担保役を社会から期待される半面、当時
に他面では（とりわけメディアの発達に伴い、国家官僚制機構を通じた
公論の統合・形成とは別のルートで『天下の公論』の所在が明らかにな
る、あるいは最小限それを称しうる主体が現れるようになると）今や刑
事裁判の局面においてすら公論の直接的体現者としての資格を日々問わ
れることになる。当然その期待に応えて振る舞えば法の安定性は損なわ
れることになるが、しかしここでは日々の公論とそれに応えて振る舞う
公権力による宣示という構造を離れて、制定法が拠って立つ別の足場と

42 陳建偉「誰動了法官的自由裁量権──関於『判例指導制度』、『電脳量刑』
制度的思考」晟典律師評論2005年１期76頁参照。
43 機械的な裁判の具体的な情況について、丁海湖「我国『案例公布制度』的
実証考察及其啓示」当代法学2008年７期142頁参照。
44 寺田浩明「中国伝統法の視角から：朱蘇力 / 張騏報告へのコメント」北大
法学論集58巻３号（2007年）420 ～ 421頁。
45 叶琦「論司法公正与公衆認同的和諧──刑事審判的価値抉択与改革方向」『人
民法院改革開放三十年論文集1978－2008』（人民法院出版社、2009年）279 ～
286頁参照。
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いうものがある訳でもない」46という指摘の通り、民主化されていない
現代中国において、司法は正統性を調達するために使われていて、法の
安定性が損なわれようが、社会による承認を得て、人民の支持を獲得す
るためなら、それも仕方がないと考えられているだろう。前節で検討し
た案例７はまさにそのもっとも典型的な例である。
　また、このような観念はただ指導性案例の先例拘束性に不利に働くだ
けではない。個々の事案の妥当な解決を重視するということは、そこで
作用している原理はもはや「ルール的な法」ではないということを意味
する。そうなると、裁判官が積極的に裁判に取り組み、能動的に「ルー
ル形成」に参加する意欲も大きく委縮するだろう。案例７のような例が
あるからこそ、案例による法形成がますます確立し難くなるのではない
かという予感が現実味を帯びてくるのである。
　最後に、案例による法形成に反対するもっとも「古典的」な理由とし
て、立法権は全人大とその常務委員会にあって、裁判における法適用問
題に関する解釈権は最高法院にあるため、裁判官には法解釈をする権限
もなければ、ましてや法形成［造法］をする権限もないという観念があ
る47。それと関連して、中国は大陸法国家であって、先例に従う伝統がな
く、それを通じて法を形成する意識もないという論調もよく見かける48。
　しかし、前節で検討した実例を見れば明らかであるように、先例に従っ
ている裁判官もいれば、法を形成した者もいる。そもそも司法実践にお
いて、裁判官による法解釈を完全に排除することは不可能だと思われる。
この点について、学者も裁判官も認めている49。そして、いろいろな訴
訟で行われた法解釈・法形成の中には、最高法院（高級法院）の案例編

46 寺田浩明「『非ルール的な法』というコンセプト──清代中国法を素材にし
て──」法学論叢160巻３・４号89頁。
47 荊向俊「論判例法制度在我国之不可行」武樹臣『判例制度研究（上）』（人
民法院出版社、2004年）180頁以下参照。
48 高岩「我国不宜採用判例法制度」武樹臣『判例制度研究（上）』（人民法院
出版社、2004年）187頁以下参照。
49 張軍ほか『刑法縦横談（総則部分）』（法律出版社、2003年）52 ～ 53頁参照。
しかし、その法解釈は当該事案を超えて一般的な拘束力を持つことは許されな
いとしている（［法官造法］は警戒されている）。
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集者に認められて、指導性案例として公布されるものが必ずある。後続
事例がそれを尊重し、それに従って判決を下して、裁判例を蓄積してい
けば、同種の事例は同様に解決せよという要請に応えられるだけでなく

（［同案不同判］を防ぐ）、新しいルールの確立にも繋がるだろう。そう
いう意味では、大きな逆風を浴びない限り、「判例」の萌芽は成長し続
け（先例拘束性が制度的に保障されていない上、先例尊重の意識の醸成
にとってプラスとなる材料も少ないため、成長は遅いだろうと思われる
が）、遅かれ早かれ案例による法形成の体制も確立されるだろう。
　それでは、大きな逆風はあるのだろうか。制度面から見ると、裁判官
が創意を持って積極的に裁判に取り組み、法形成に参加するような体制
にはなっていないが、それは最高法院が指導性案例によるボトムアップ
式の法形成を想定していないためである。指導性案例にはあくまで司法
解釈や司法解釈性文書と一緒に、問い合わせ制度による補強を受けつつ、
重層的な説明・指示体制を形成し、法解釈・法適用を統一するという役
割しか与えられていない。また、個々の事案にそれぞれ妥当する解決を
与えることがまた注目されるようになってきたが、先例拘束性を否定す
る原理がそこに秘められているため、思わぬ逆風となる可能性がある。

［同案同判］の要請と比べて、どっちが優先されるかによって、結果が
異なってくると思われる。

第５章　司法による法形成の制度転換を目指す改革の試み

　本章は司法による法形成の制度転換を目指す改革の議論と実践を検討
し、学者と法院の実務家が必ずしも同じ改革目標を目指していないこと

（第１節）、今までの改革の試みは従来の行政的な性格を持つ司法の延長
線上にあり、真の制度転換を果たしていないこと（第２節）、新たに導
入された案例指導制度の制度設計、運用状況とそれに対する学界の評価

（第３節）を明らかにする。

第１節　改革に関する議論
　１　判例制度に関して
　判例制度に関する議論は、1985年に最高法院公報が創刊され、案例が
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掲載されるようになってから活発的に行われるようになった。最初は諸
外国における判例の役割、判例法の長所などを紹介し、指導性案例の可
能性に期待を寄せていたが50、その後、指導性案例が実際に果たしてい
る役割はごく限定的なものであって、法形成にあまり貢献しておらず、
しかも司法解釈によって法の不足を補うという制度に限界があるとの認
識から、判例法・判例制度の導入が主張されるようになった51。ただし、
判例制度の長所が注目されるようになったものの、中国は大陸法国家で
あり、案例に先例としての拘束力を与えるのは法体制に合致しないこと
や、裁判官には判例を運用するだけの能力がないなどの問題点を指摘し、
その導入を反対する論者も同時に現れた52。
　ところが、論争の前期において、制度導入の賛成論者と反対論者が一
進一退の攻防を見せたが、1990年代後半になると、判例による法形成の
必要性が強調される一方で、反対理由として取り上げられた問題点53を
解消しうる判例制度の理想的なあり方も論じられるようになったた
め54、反対論は一気に勢いを失った。賛成論は通説となって、あたかも

50 陳大剛「論判例法方法在我国法制建設中的借鑑作用」武樹臣『判例制度研
究（上）』（人民法院出版社、2004年）68頁以下、孔小紅「判例与審思：西方両
大法系国家和中国在判例問題上的比較研究」『判例制度研究（上）』86頁以下参
照。なお、『判例制度研究（上）』は1986年から2004年までの約20年間の判例制
度に関する主要論文を収録しており、本章で取り上げる論文の多くはそれに含
まれる。論文の数は数十篇に及ぶため、ここは代表的な例を挙げるのに留まる。
51 孔小紅「設立判例法是健全法律機制的重要措施」『判例制度研究（上）』81頁
以下、また、1990年代中期までの議論の状況について、武樹臣「対十年間大陸
法学界関於借鑑判例制度之検討的回顧与評説」『判例制度研究（上）』367頁以
下参照。
52 呉偉＝陳啓「判例在我国不宜具有拘束力」『判例制度研究（上）』156頁以下、
高岩・前掲注（48）187頁以下参照。
53 反対理由として（または賛成論者が排除すべき障害として）、判例制度と中
国の政治体制の非親和性、裁判官と判決書の質の低さ、審級制度による障害、
誤判責任制による裁判官の能動性の剥奪といった問題点が挙げられているが、
第４章第３節で検討した案例による法形成の未確立の原因と重複しているた
め、ここでは立ち入った検討を省略する。
54 先駆的な例として、何志鵬＝陳俊「判例制度：何時走出構想」中国律師1998
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中国で法治を実現するためには、判例制度の導入が必要不可欠であるか
のように、議論を展開してきた55。特に21世紀に入ってから、先行研究
の蓄積を踏まえて、大量の論文が発表された。従来の賛成論と重複する
ような論文がほとんどであるが、中には具体的な制度設計を試みるもの
や56、実際の導入に当たって如何なる障害と困難が想定されるのかを検
討するものなど、一歩進んだ議論を展開する論文もある57。なお、賛成
論一辺倒になった今でも、判例制度の導入について慎重な態度を示して
いる論者はいるが58、影響力をほとんど持っていないと思われる。
　議論の具体的な中身を見てみると、判例制度を導入する動機に関して、
以下の数点が挙げられる。①判例の法形成機能に対する期待がある。つ
まり、法の安定性を重視し、それを直接に修正せず、判例による法形成
を通じて、一般条項や抽象的な規定を具体化し、社会の変化に対応しつ
つ、法の不足を補って、新しい裁判規範を形成することが想定されてい
る。これは賛成論者が考えている判例制度の基本的な役割の一つである。
なお、司法解釈や司法解釈性文書も抽象的なルールを形成する「立法」
としての側面を持っているため、判例による具体化や補完も期待されて
いる59。また、判例は常に具体的な事案と結びついているため、司法解

年７期参照。
55 徐景和によると、判例制度は制定法の不足の補完、政策法の欠陥の克服、
裁判官の資質の向上、司法の統一、自由裁量の規範化、司法の独立の保障、司
法に対する信頼の増強、司法効率の向上、司法公正の実現といった機能を果た
せる。まさに、法治を実現するための万能薬とされている。徐景和『中国判例
制度研究』（中国検察出版社、2006年）16 ～ 55頁参照。
56 孔丁英・前掲注（20）119頁以下、呉美来＝眭欧麗・前掲注（17）16頁以下参照。
57 張騏「建立中国先例制度的意義与路径：兼答「『判例法』質疑」──一個比
較法的視角」法制与社会発展2004年６期98頁以下、張姍姍「現代司法理念与中
国的判例制度」法治論叢2005年５期48頁以下参照。
58 張慶旭「『判例法』質疑」比較法研究2002年４期109頁以下、李婧「浅談判
例法作為民法淵源的意義与局限──兼論中国引進判例法的可行性」研究生法学
2006年３期87頁以下参照。
59 許江＝羅勇「論法的不確定性与判例法之引進」江蘇行政学院学報2004年３期
104頁参照。なお、刑事法との関係で、判例による法形成が罪刑法定主義の形
骸化をもたらす可能性があるとして、原則的にはその運用を民商事事件と行政
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釈にかわって、後の制定法の発展に実践上の根拠と経験を提供すること
もできると考えられている60。
　②法解釈・法適用の統一という意味で、司法の統一を保障する機能が
期待されている。この点は賛成論者が最初から注目してきた判例制度の
もう一つの役割である61。具体的な事案と関連してルールを示せば、裁
判官の自由裁量の余地を狭め、［同案不同判］の問題を解消し、裁判の
公平と正義を保障できると考えられている62。また、法解釈・法適用の
統一によって法の安定性や予測可能性も高くなると指摘されている63。
この点においても、判例は従来の司法解釈が果たそうとして果たせな
かった役割を代わって果たすことができると想定されている64。
　③司法の独立性の向上に繋がる可能性がある。判例制度の導入によっ
て、より具体的なルールが裁判官に提供されるため、問い合わせ制度に
対する利用が減少すると期待されている。それによって、上級法院によ
る訴訟への介入をある程度排除し、司法の独立性を高めるわけである65。
また、判例の公開によって、裁判の透明度が高まり、外部からの干渉を
抑制できると考えられている66。裁判官の裁量権の範囲が狭まれば、そ
の分、干渉の余地も狭くなる。そういう意味でも、司法の独立が高くな

事件に限定すべきだと主張する論者もいる。曹三明「中国判例法的伝統与建立
中国特色的判例制度」法律適用2002年12期37頁参照。
60 劉士国「判例法与法解釈──創建我国判例制度的探討」法学論壇2001年２期
42頁参照。
61 陳大剛・前掲注（50）78 ～ 79頁参照。
62 張楠楠「論『同案不同判』問題的解決方法」法制与社会2009年31期235頁、
張騏・前掲注（57）103 ～ 104頁参照。判例による量刑の統一も想定されている。
鄧修明「我国刑罰裁量模式与刑事判例機制」現代法学2006年１期115頁参照。
63 阮防＝邵培章＝李唐「試論建立我国的判例法制度」法学評論2005年４期86頁
参照。
64 鄧修明・前掲注（５）307 ～ 310頁参照。
65 陳衛東＝李訓虎「先例判決・判例制度・司法改革」法律適用2003年１～２期
合併号24頁、鄧修明「論我国司法解釈模式的重塑」社会科学研究2007年１期91
頁参照。
66 王暁莉「刑事司法判例及其在我国的合理定位」六盤水師範高等専科学校学
報2003年２期46頁参照。
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ると言われている67。
　④ボトムアップ式の法形成のルートが開かれる可能性についても、一
部の学者が言及している。つまり、法は社会生活から発端し、その発見
と記述をするのは裁判官や弁護士などの実務家である68。「一般民衆に
とって、立法や選挙を通じて法規則を変える希望は薄いが、司法や訴訟
を通じて規則を形成することは可能である…判例法は一種の公衆参加の
方式であり、国家機関による立法権の独占という問題を解決し、規則を
形成する権利を平等に一人一人の国民に与える」69という点において、
学者は判例制度に希望を見出している。
　判例制度を導入する動機のうち、①と②は先例拘束性を認めれば、当
然の効果として現れる判例の機能であろう。現実において、指導性案例
がある程度これらの機能を果たしていることを見ると、法院側も学者と
同様に、先例のこういった機能を期待していると推測できる。特に法解
釈・法適用の統一という機能は、案例指導制度を導入する最大の理由と
して、法院側から大いに期待されていると言える。
　ところが、③と④に関しては、法院が積極的にそれを承認するとは考
えにくい。現在機能している裁判統制システムは、統治者に法院や個々
の裁判官の独立を保障する意思がないことを如実に語っている。また、
現実問題として、裁判規範の不明確さは裁判官が問い合わせ制度を利用
する唯一の理由ではないため、判例制度の導入が直接に問い合わせ制度
の利用の減少に繋がるとは限らない。さらに、外部からの干渉や上位者
の意志が判決に反映されても、判決書に現れることはない。判例の公開
によって、裁判の透明度が本当に高くなるのかに関しても、なお疑問が
残る。
　もし一部の論者が期待しているように、判例による法形成が司法の独
立を保障すると同時に、一般事件の当事者や弁護士、学者、下級人民法
院の裁判官などを巻き込んで、より広範囲の参加者による法形成のルー
トを開くとなれば、そこには中央集権的な体制の一角をも崩す可能性が

67 徐景和・前掲注（55）50頁参照。
68 陳雪琴「試論我国判例法的創設」南平師専学報2003年３期44頁参照。
69 李線玲＝郭建松「小議判例制度的可行性」邢台学院学報2004年１期46頁。
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秘められていると思われる。そして、立法を強化することよりも、司法
による法形成の方が重視されるようになって、制定法を通じて国民を支
配することよりも、司法審査を通じて国家権力を制限することの方が重
視されるようになったということは、「法治」の中身とその実現方法に
関する学界の考え方に転換の兆しが現れたと言えよう。なお、従来の官
僚・行政主導の社会から法曹・司法主導の社会へと転換させる意図も判
例制度の導入に関する議論から見て取られるが、法院側がそれを受け入
れて、改革に反映させることはまずないだろう。後述の通り、案例指導
制度をめぐる法院側の議論と実践の試みを見る限り、指導性案例の法解
釈・法適用統一機能だけが重視されていて、制度自体も裁判統制システ
ムの一環として位置づけられている。

　２　案例指導制度への議論の移行
　最高法院が案例指導制度の導入を決定したのは2004年であって、「第
二次五ヵ年改革綱要」でそれを公布したのは2005年10月である。したがっ
て、案例指導制度に関する最初の論文は2004年に最高法院の裁判官に
よって書かれて公表されたが70、それをめぐる議論が一般的に行われる
ようになったのは2006年以降である。判例制度の導入をめぐる議論が20
年ほど続いて、やっとその実現が現実味を帯びてきたのを見て、多くの
論者が一気に判例制度に関する理想論から案例指導制度に関する構想論
へと方向転換した。その結果、たった数年の間で100篇近くの論文が公
表され、最高法院による公式論文集も出版された71。また、最高法院は
案例指導制度の構想を重要な研究課題として位置づけて、三つの研究グ
ループを募集し、それぞれの報告をまとめて公表した72。

70 蒋恵嶺「建立案例指導制度的幾個具体問題」法律適用2004年５期８頁以下、
楊洪逵「案例指導：従功利走向成熟──対在中国確立案例指導制度的幾点看法」
法律適用2004年５期12頁参照。前者は指導性案例の効力、編纂の基準と形成手
続について初歩的な構想を示し、後者は案例指導制度の確立の障害を幾つか示
した。後続の議論の多くはこの２篇の論文の内容を基礎としている。
71 沈徳咏『中国特色案例指導制度研究』（人民法院出版社、2009年）がそれで
ある。収録された論文のほとんどは裁判官によるものである。
72 それぞれ北京市高級人民法院課題組「関於完善案例指導制度的調研報告」（以
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　案例指導制度に関する議論は判例制度のそれと比べて、二つの点にお
いて大きな違いがある。一つは、案例指導制度を導入する理由（動機）
がもっぱら裁判に対する指導体制を改善し、法解釈・法適用の統一を実
現するという点に集約されたことである。もう一つは、最高法院が案例
指導制度に関わる制度設計を規範性文書で規定すると言いながら、長い
間それを行ってこなかったため、制度設計の提言を試みる論者が必然的
に現状に沿って、指導性案例の範囲や効力、編纂・公布・変更・廃止の
手続、適用方法などについて、判例制度よりも地についた検討を展開す
るようになったことである。次は議論の具体的な中身を見てみよう。

　Ⅰ．案例指導制度に期待される役割
　最高法院は「第二次五ヵ年改革綱要」の中で、案例指導制度を導入す
る理由として、主に「法律適用基準の統一作用」、「下級法院の裁判に対
する指導作用」、「法学理論を発展させる作用」の３点を挙げている。こ
の３点のうち、「下級法院の裁判に対する指導作用」の意味は必ずしも
明らかではないし、「法学理論を発展させる作用」は訴訟との関連性が
小さく、制度導入の根本的な目的であるとは考えられないため、その後
の議論は特に「法律適用基準の統一作用」に注目するようになった。「…
それ（案例指導制度）の核心的な作用は『法律適用基準の統一』である」73

とか、「法律適用の統一機能は最高人民法院が案例指導制度に与えた法
的な位置づけである」74とか、「案例指導制度の設計の目的から見ると、
それは法律適用の統一である」75といった表現が表しているように、法
律適用基準の統一はまさに制度の中心的な価値とみなされたのであ

下「北京市高級法院報告」と略す）、中国社会科学院法学所法理室調研組「中
国案例指導制度調研報告」（以下「社会科学院報告」と略す）、人民法院報社課
題組「関於案例指導制度的調研報告」（以下「人民法院報報告」と略す）最高
人民法院研究室編『審判前沿問題研究──最高人民法院重点調研課題報告集（上
冊）』（人民法院出版社、2007年）344頁以下、368頁以下、446頁以下参照。
73 郎貴梅「論指導性案例的作用、発布、効力及其性質」『中国特色案例指導制
度研究』274頁。
74 郜永昌＝劉克毅「論案例指導制度的法律定位」法律科学2008年４期136頁。
75 何栩栩「中国式案例指導制度探究」法制与経済2008年11期74頁。
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る76。
　案例指導制度の導入という改革目標は、「第二次五ヵ年改革綱要」の
第２カテゴリーである「裁判指導制度と法律適用の統一体制の改革・改
善」に属していて、同じカテゴリーに含まれる改革目標は「量刑指導意
見の作成と量刑手続の改善・健全化」、「問い合わせ制度の改革」、「司法
解釈に関する手続改革」、及び「法院間・法院内部の法観点・法認識の
協調体制の形成」であることから、最高法院はあくまで裁判統制の一環
として、案例指導制度を打ち出したと推測される。議論もそれに同調し
ているため、たとえ事実上指導性案例が法形成に関わるとしても、案例
指導制度には裁判官の能動性を促し、法形成に参与させる意図が込めら
れていないと思われる。「案例指導制度は新しく創設された制度である
が、新しい［法官造法］の制度ではない。…本質上、それは一種の法適
用活動・制度である」77という指摘は、それを如実に語っている。また、

「指導性案例の指導作用は普遍的な適用性を基礎としていて、百年に一
度しか現れないような特別な難事件に対応するものではないため、情況
が特殊で指導を必要とする『難病難症』には、個別事件に関する問い合
わせを通じて指導すべきである」78という指摘も、指導性案例の裁判統
制システムの一環としての性格を浮き彫りにしている。
　なお、裁判に対する指導・コントロールの道具としての性格が強調さ
れているが、案例指導制度の導入によって、裁判官が直接に指導性案例
を援用して事件を処理するケースが増えれば、思考の時間を節約でき、

76 その他、司法の統一（法適用の統一）や［同案同判］の実現こそが案例指
導制度の最重要価値だと捉えて、それらをテーマとする論文も多数ある。代表
的な例として、丁戎「建立案例指導制度促進司法尺度統一」『中国特色案例指
導制度研究』195頁以下、杜暁紅＝張嬋「構築案例指導制度実現法律統一適用」

『中国特色案例指導制度研究』228頁以下、劉震「案例指導制度与司法統一問題
研究──以知識産権領域為例」法制与社会2009年11期146頁以下、郭哲＝張双
英「案例指導制度：法律統一適用的中国話語──以『同案不同判』契入」西南
民族大学学報（人文社科版）2008年12期203頁以下参照。
77 劉作翔「我国為什幺要実行案例指導制度」法律適用2006年８期８頁、張亜東

「関於案例指導制度的再試行」法律適用８期34 ～ 35頁も同旨。
78 人民法院報報告・前掲注（72）471頁。
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上位者・上級法院に問い合わせて、事件処理を検討する過程も省けるた
め、司法の効率を高める効果や裁判における行政的性格を弱める効果な
ども期待されている79。なお、司法の統一機能を果たせば、それが反射
的に裁判官の裁量権をも制限できるとされていることは、言うまでもな
い80。そういう期待は最高法院院長の講話からも窺える。肖揚は2007年
に開かれた第７回全国民事裁判業務会議において、裁判官による自由裁
量権の濫用が［同案不同判］の現象をもたらし、物議をかもしていると
いう認識を示し、それを解決するためには、「民事立法を推進し、司法
解釈を制定し、案例指導制度を導入し、裁判組織間の法律観点の協調体
制を確立して、司法の尺度を統一し、裁判基準を統一し、できる限り裁
判官による事件に関する自由裁量を規制すべきである」と述べて、案例
指導制度に期待を寄せたのである81。

　Ⅱ．案例指導制度の制度設計
　最高法院が案例指導制度に関する制度設計を規範的な司法文書で決め
るまで、学者と法院側の実務家によって、いろいろな草案が提出された。
特に「北京市高級法院報告」と「人民法院報報告」はそれぞれ「案例指
導制度の改善と規範化に関する規定（建議稿）」と「案例指導業務の強
化と改善に関する意見（稿）」といった司法文書の草案を作成し、法院
側の人間が想定している制度の全体像を示している。そこからも、案例
指導制度の特徴を読み取ることができると思われる。以下はそれらを具
体的に検討する。

　ⅰ．指導性案例の効力
　指導性案例が如何なる効力を持つのかは、議論の中心的な議題の一つ

79 北京市高級法院報告・前掲注（72）351 ～ 352頁、社会科学院報告・前掲注（72）
389 ～ 390頁参照。
80 北京市高級法院報告・前掲注（72）352頁、社会科学院報告・前掲注（72）
385 ～ 388、人民法院報報告・前掲注（72）456 ～ 457頁参照。
81 肖揚「建設公正高効権威的民事審判制度為構建社会主義和諧社会提供有力
司法保障」中国審判2007年２期７頁。
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である。司法における統一作用を果たすためには、従来と違って、指導
性案例に拘束力を与えるべきだとするのはもっとも有力な立場であ
る82。北京市高級法院報告もこの立場をとっている。拘束力を保障する
具体的な措置として、指導性案例に反して判決を下したい場合、事前に
案例を公布した上級法院に許可を請うこと（建議稿17条）、指導性案例
に反して下された判決が上訴、検察によるプロテスト及び再審申請の法
定理由になること、正当な理由がなく指導性案例に反して下された判決
は上訴審で覆されること（建議稿18条）、指導性案例に反する公正でな
い判決を下した裁判官は誤判責任制の追及対象となることが挙げられて
いる（建議稿19条）83。問い合わせ制度と誤判責任制をそのまま利用して
いることを見れば分かるように、法院側には案例指導制度を従来の裁判
統制システムに組み込む明確な意図がある。
　一方、人民法院報報告は指導性案例に拘束力を与えるのに否定的であ
る。案例指導制度の指導性を如何なる方式で表すかについて、当該報告
は「指導性案例の指導作用は主に裁判官が自由裁量権を行使して心証を
形成するときに体現される。指導性案例の判決根拠と理由、すなわち裁
判要旨は個別の事案の事実と法適用との間に同一性または類似性がある
ため、必然的に裁判官の当該事案における判断に影響を与える」84と述
べている。実質的には従来通り、裁判官に選択の自由を残したのである。

82 指導性案例の拘束力は事実上の拘束力とされる。北京市高級法院報告・前
掲注（72）361頁参照。陳燦平「案例指導制度中操作性難点問題探討」法学雑
誌2006年３期101頁、張暁永＝孟凡平「中国公益訴訟中的案例指導問題」河北
学刊2007年３期167頁、房文翠「接近正義尋求和諧、案例指導制度的法哲学之維」
法制与社会発展2007年３期47頁、張騏「試論指導性案例的『指導性』」法制与
社会発展2007年６期43 ～ 45頁、董皥「邁出案例通向判例的困惑之門──我国
実現法律統一適用合法有効之途径」法律適用2007年１期41 ～ 43頁なども同旨。
なお、一言事実上の拘束力と言っても、その強弱、保障手段について、議論が
分かれるところもある。ただし、政治体制との整合性を考慮して、法的拘束力
を与えて事実上の判例法を認める主張がないし、拘束力を与えないことを主張
する論者も少ない（例として、江勇「関於指導性案例効力問題的若干思考」『中
国特色案例指導制度研究』288 ～ 291頁）。
83 北京市高級法院報告・前掲注（72）366頁参照。
84 人民法院報報告・前掲注（72）463頁。
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なお、後述するように、実際の制度設計は人民法院報の立場に近い。

　ⅱ．裁判文書における指導性案例の引用
　指導性案例の効力に関連して、裁判文書でそれを引用できるようにす
べきかどうかについての意見も分かれている。北京市高級法院報告は裁
判の根拠ではなく、裁判の理由を説明する時に引用できるようにすべき
だとしている（建議稿16条）85。それに対して、指導性案例の拘束力を認
めない人民法院報報告は裁判文書における案例の引用を否定した（意見
稿２条）86。実際に先行して改革を試みた天津市高級法院は「民・商事裁
判における判例指導の実施に関する若干意見（試行）」（津高法民二［2002］
７号、2002年10月９日下達）87を公布し、２条前段に「判例が指導性を
有するが、規定性を有しない。本市の三つのレベルの法院の裁判官は民
商事事件の審理において真剣に参考すべきであるが、判決の理由として
判決書でそれを引用してはならない」と規定している。判決理由として

「判例」を引用することは否定されていないため、立場的には北京市高
級法院報告に近いと思われる88。裁判の根拠として引用できるのは法で
あるため、指導性案例の引用を許さないのは指導性案例に法的拘束力を
認めない立場と一貫している。なお、司法解釈は裁判の根拠として引用
できるため、指導性案例が裁判統制システムに組み込まれる場合、法規
範に関する重層的な説明・指示体制において、司法解釈の下位に位置す
ることになる。
　ちなみに、指導性案例と司法解釈との関係について、北京市高級法院
報告は「指導性案例は成文法や司法解釈などの規範性文書を補助する地

85 北京市高級法院報告・前掲注（72）366頁参照。
86 人民法院報報告・前掲注（72）467頁参照。
87 内部文書であるため、徐景和・前掲注（55）157頁参照。
88 ちなみに、北京市高級法院による「判決書における法律等の援用の規範化
問題に関する指導意見」（京高法発［2005］341号、2005年12月14日下達）10条
後段によると、「判決書の中に、最高人民法院が公布した案例、または北京市
高級法院が公布した『北京法院指導案例』やその他の案例を引用してはならな
い」。北京市高級法院報告の立場は単なる構想であることを示している。
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位にある」89と述べている。人民法院報報告は指導性案例が主に司法解
釈の不足を補完する形式で、司法の統一を維持し、下級法院の裁判業務
を指導するとしている90。この点に関しては、学説も基本的に指導性案
例を司法解釈の下位に位置づけている91。

　ⅲ．指導性案例の形成主体
　指導性案例の形成主体に関する議論は、どのレベルの法院に指導性案
例を公布する権限を与えるべきかの問題をめぐって展開されていて、主
に３つの立場が存在する。①指導性案例の最高の権威性を保障するため
に、最高法院に限定すべきだとする立場がある92。②中級法院と基層法
院はまだ指導性案例を形成する能力のある裁判官を確保していないこ
と、高級法院以下の法院に指導性案例を公布させると、狭い地域で司法
の統一が実現されても、より広い範囲において逆に不統一をもたらすこ
と、中級法院と基層法院の主要な役割は個別事件の審理であるのに対し
て、高級法院と最高法院のそれは裁判に対する指導であることなどを理
由に、高級法院と最高法院に指導性案例を公布させるべきだとする立場
がある93。③中国の面積の広さと人口の多さから、地域間の差異を考慮
しなければならないとし、立法権（地方性法規制定権）を持つ全人大、
省クラスの人大と比較的に大きな市の人大の三つのレベルに対応し

89 北京市高級法院報告・前掲注（72）357頁。
90 人民法院報報告・前掲注（72）454 ～ 456頁参照。
91 周道鸞「中国案例制度的歴史発展」法律適用2004年５期７～８頁、董皥・前
掲注（82）42 ～ 43頁参照。
92 社会科学院報告・前掲注（72）423 ～ 424頁、郎貴梅・前掲注（73）280 ～
282頁参照。朱建敏「建構案例指導制度的幾個具体問題──基於効力定位的視角」

『中国特色案例指導制度研究』301 ～ 302頁も同旨。なお、朱建敏論文は少数民
族の自治を考慮して、例外的に５つの少数民族自治区の高級法院に指導性案例
を形成し、最高法院の批准を得て公布する権限を与えるべきだとしている。
93 黄海「構建案例指導制度的思考」人民司法2006年10期63 ～ 64頁、蒋恵嶺・
前掲注（70）11頁、傅蔚蔚＝張旭良「試論我国案例指導制度之建構」法律適用
2006年１・２月合併号18 ～ 19頁参照。
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て94、最高法院、高級法院と比較的に大きな市の中級法院に指導性案例
の公布権を与えるべきだとする立場がある95。
　なお、この問題に関して、最高法院院長の公式見解は一度だけ示され
たことがある。肖揚は2007年の全国法院司法改革活動会議における報告
において96、「最高人民法院は案例指導制度を設立し普及する。高級人民
法院は案例を公布し、事件処理を指導することができるが、最高人民法
院が公布した案例と抵触するのは好ましくない」と述べたため、最高法
院と各地の高級法院が指導性案例を公布する権限を有すると解され
た97。それにもかかわらず、公布主体に関する議論がその後も行われて
いるのは、最高法院院長の意見が規範性のある司法文書によって確定さ
れていなかったためだと推測される。いずれにせよ、案例指導制度の根
本的な目的が司法の統一の実現とされている以上、公布権を持つ法院の
違いによって、その裁判統制の道具としての性格が変わるとは考えられ
ない。残っている問題は、あくまでどの範囲内における「統一」を目指
すべきかである。

　ⅳ．案例指導制度による裁判活動に対する指導の法的根拠
　司法解釈を制定する根拠は1981年法律解釈決議２条と法院組織法33条
であり、司法解釈性文書を通じての裁判指導は憲法127条２項に規定さ
れた下級法院に対する上級法院の監督権によって正当化されている。案
例指導制度による裁判指導の法的根拠についても以上の二つのアプロー
チが試みられている。一つは指導性案例の形成・公布がすなわち司法解

94 立法法７条は全人大（同常務委員会）の立法権を規定し、同63条は省クラ
スの人大（同常務委員会）と比較的に大きな市の人大（同常務委員会）に地方
性法規を制定する権限があると規定している。
95 北京市高級法院報告・前掲注（72）360 ～ 361頁、人民法院報報告・前掲注（72）
467頁（意見稿１条）、何栩栩・前掲注（75）74頁参照。
96 肖揚「人民法院10年司法改革取得12項突破性進展」http://news.xinhuanet.
com/newscenter/2007-11/23/content_7134427.htm（最終訪問日、2013年３月
31日）参照。
97 劉崢「建立我国案例指導制度的追問与辨析」人民法院報2007年12月20日５面
参照。
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釈権の行使だとするアプローチである98。もう一つは指導性案例の形成・
公布がすなわち憲法127条２項に規定された裁判監督権の行使だとする
アプローチである99。前者は司法解釈に関する規定に便乗し、指導性案
例に「法律効力」を与えようとする学者の意図が見え隠れしているが、
それが「案例指導規定」によって否定された。結局、案例指導制度は裁
判監督権の具現化であり、司法解釈性文書と同様に、その実効性が裁判
統制システムによって保障されていると言わざるを得ない。

　以上の分析から明らかになったのは、最高法院が司法の統一を実現す
るために、従来のトップダウン式の法規範に関する説明・指示体制を維
持しつつ、指導性案例を通じてより具体的なルールを示すことで、裁判
を指導しようとする意図を持って、案例指導制度の導入を打ち出したの
である。それはあくまで現存の裁判統制システムに則って、重層的な説
明・指示体制を補完しようとしているに過ぎないため、自ずと妥協的な
性格を持っており、それまでの議論で検討された判例制度に対する期待
を満たすことはできない。学者も「判例制度」との比較で、それを「折
衷的な制度」100または「過渡的な制度」101として捉えている。しかし、最
高法院は案例指導制度に、裁判官の能動性を促し、法形成に参加させる
意図を込めていないことから、案例指導制度が「判例制度」へと発展す
る「過渡的な制度」として機能して、裁判官による法形成の基礎を築く
ことはあまり期待できないのであろう。

第２節　案例指導制度の導入をめぐる試み

98 張騏・前掲注（82）44頁、董皥・前掲注（82）42頁、郜永昌＝劉克毅前掲注（74）
137頁参照。
99 人民法院報報告・前掲注（72）463、471頁、秦旺「論我国案例指導制度的構
建和適用方法──以『最高人民法院公報』為分析様本」法律方法与法律思維４
号（2007年）210頁参照。
100 劉作翔・前掲注（77）８頁、何栩栩・前掲注（75）74頁参照。
101 周佑勇「作為過渡措置的案例指導制度──以『行政［2005］004号案例』為
観察対象」法学評論2006年３期137頁以下参照。章志遠「経由行政案例指導邁
向行政判例法」貴州警官職業学院学報2009年１期12頁以下も同旨。
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　案例指導制度の導入を打ち出した後、最高法院は予定通りに2008年ま
でに（第二次五ヵ年改革綱要の最後の年）制度の形成と規範化を実現す
ることができなかったが、その実現に向けての努力はいろいろと行った。
前節で検討した３つの研究グループによる案例指導制度に関する調査研
究もその一環である。それ以外にも、制度導入の試みとして、『中国案
例指導』という案例集の編纂や、公報に掲載される案例の形式の調整、
機関紙である人民法院報の改版などが行われてきた。
　そして、地方法院に目を向けると、最高法院よりも積極的に実質的な
改革活動が行われてきたことに気づく。最初の例は、2002年７月に河南
省鄭州市中原区人民法院が導入した［先例判決制度］である。基層法院
が大胆にも中国最初の「判例制度」を作ったと評され102、学界と実務界
を驚かせた。続いて、2002年10月に天津市高級人民法院は［判例指導制
度］を導入し、四川省成都市中級人民法院は2005年４月に［示範性案例
制度］を確立した。この３つの制度は最高法院が「第二次五ヵ年改革綱
要」を公布する前に導入されたもので、名称は統一されておらず、制度
設計もそれぞれ異なっている。そこからもその実験的な性格が窺える。
それと違って、案例指導制度が打ち出された後の地方法院による実践は
最高法院の意図を反映し、ある程度の同一性を示している。以下では、
これらの試みを検討し、改革の成果を検証する。

　１　最高法院の試み
　Ⅰ．『中国案例指導』の編纂
　『中国案例指導』（法律出版社）という案例集は最高法院による制度導
入の試みの最初の成果である。案例集は「刑事・行政巻」と「民事巻」
に分けられ、2005年から年に一冊ずつのペースで出版され、2007年まで
続いた。公布した指導性案例の数は、刑事事件で計11件、行政事件で計
7件、民事事件で計19件、合計で37件である。従来の案例集と比べて、『中
国案例指導』は以下の点で特徴的である。
　①案例の調べと引用を便利にするために、個々の案例に統一した書式

102 胡奎「先例判決制：浮出鄭州」新聞週刊2002年26期28頁以下参照。
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で固有番号を与えたのである103。②裁判の当事者が提出した資料も開示
されている。従来の案例集は判決書しか掲載しないが、『中国案例指導』
は起訴状や答弁状なども掲載し、より客観的に裁判を再現しようとした。
③著名な学者による判例評釈を掲載している（ただし、案例に対して批
判的ではなく、その説得力を補強する内容となっている）。④特に注目
すべき点として、［案例指導原則］を掲載している。争点に関する法院
の判断を抽出して捨象し、一般化されたルールとして明示したわけであ
る。これらの特徴はいずれも裁判官に指導性案例を理解・適用させるた
めにあると言える。特に④は案例が形成したルールを直接示しており、
裁判官の能力不足や仕事の効率を考慮した措置であろう104。
　なお、『中国案例指導』に掲載されている案例は新しい類型の事件や
複雑な事件を中心に選出されており、法適用の統一というよりも、むし
ろ法解釈の統一に主眼を置いているが、その目的はあくまで［同案同判］
を実現することである105。また、「これらの案例は裁判の直接的な法律根
拠として使うことはできないが、裁判官、検察官と弁護士は裁判理由あ
るいは法廷弁論の理由としてそれを使うことができる」と書かれている
ように106、『中国案例指導』は掲載案例の裁判における実用価値を高めよ
うとしている。特徴①も主にそのためにあると言えよう。
　『中国案例指導』のこういった特徴、及び最高法院が当該案例集を編纂・
出版する試みに対する学者の評価は極めて積極的である。劉作翔は「（当
該案例集の出版は）中国が制定法の法的枠組みと法律伝統の下で、判例
法を参照する有利かつ有益の試みである。したがって、我々はこの案例
集の出版を『案例指導制度へ向けての第一歩』と称する」と述べてい

103 書式は「類型・［公布した年］・番号・案例」となっている。例えば、「民事［2007］
019号案例」は民事事件で、2007年に公表された、『中国案例指導』が出版され
て以来の19番目案例であることを示す。
104 ただし、それだけを見るなら、具体的な事例を示した意味がなく、司法解
釈や司法解釈性文書との間にも本質的な差がないと思われる。この点に関して
は、後述する［裁判摘要］や［裁判要旨］なども同様である。
105 最高人民法院＝最高人民検察院『中国案例指導2005年第１輯・民事巻』（法
律出版社、2005年）前言１頁参照。
106 最高人民法院＝最高人民検察院・前掲注（105）前言１頁。
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る107。張騏は『中国案例指導』の出版が相当な程度で、指導性案例の公
布における分散化と非体系化の問題を解決できると予測した108。その他、

「『中国案例指導』は、全国各級人民法院・各級人民検察院の事件処理業
務を指導する重要な措置の一つであり、案例指導制度の改革過程におけ
る重要な試みの一環であり、司法実践部門が案例指導制度改革という問
題についての思考の重要な成果の一つである」と評価する実務家もい
る109。
　ところが、『中国案例指導』に掲載されている案例を引用した例は、
筆者が調べた限り、一件もないのである。また、2007年以降、案例集の
出版自体が中断され、今になっても再開されていない。それを見る限り、

「案例指導制度へ向けての第一歩」はすでに挫折したとしか言いようが
ない。その原因は不明であるが、公開する資料の量の多さや学者による
質の高い判例評釈など、従来の案例集よりも編纂の難易度が高いことや、
公布された案例数の少なさ、数多く存在する他の公布媒体といった要素
を考慮すれば、『中国案例指導』は自然淘汰されたかもしれない。

　Ⅱ．案例指導制度に対応するための最高法院の出版物に対する調整
　『中国案例指導』のほかに、案例指導制度に対応して、最高法院は幾
つかの公式出版物について調整を行ってきた。
　①2004年１期以降の最高法院公報に掲載された案例には［裁判摘要］
という部分が付け加えられた110。［裁判摘要］というのは、裁判文書から
抽出した特定の裁判規範であって、具体的な事件の判決理由を捨象し、
一般的なルールとして示したものである。『中国案例指導』における［案

107 社会科学院報告・前掲注（72）407頁。
108 張騏・前掲注（81）48頁参照。
109 案例指導課題組「検察機関案例指導制度的可行性及其途径」華東政法大学
学報2007年６期91頁。
110 ［裁判摘要］の内容と編纂技術に関する研究として、鄧志偉＝陳健「指導性
案例裁判要旨的価値及其実現──以最高人民法院公報案例為研究対象」法律適
用2009年６期40頁以下、袁秀挺「我国案例指導制度的実践運作及其評析──以

『最高人民法院公報』中的知識産権案例為対象」法商研究2009年２期102頁以下
参照。
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例指導原則］に相当する。
　②人民法院報を改版し、2006年７月３日以降、案例指導制度を推進す
るために、週２回（2007年８月１日以降、週１回）専門の一面（案例指
導）を設けて、「裁判業務に指導、参照と参考作用を有する案例」を掲
載するようになった。一部の案例には［裁判要旨］が付け加えられてい
る111。［裁判要旨］は前述［裁判摘要］に相当する。
　③2007年１月から「人民司法」雑誌の出版を年12期から24期に増やし、
その半分を案例掲載に充てた。掲載された案例は主に案例指導、案例研
究、案例報道に分類され、「裁判資源を十分に活用し、さらに案例指導
制度の建設を推進する…各級法院、特に基層法院の指導性案例に対する
需要を満たし、社会大衆の裁判案例と司法情報に対する需要を満たす」
とされている112。
　④『人民法院案例選』は2005年１輯から個々の案例の冒頭部分に［要
点提示］を掲載するようになった。［要点提示］は前掲［裁判摘要］と［裁
判要旨］に相当する。
　公報に対する調整以外は明示的に案例指導制度のためだと示されてい
るが、［裁判摘要］の内容と掲載時期からみると、公報に対する調整も
明らかに案例指導制度を意識したものだと推測される。これらの措置は

『中国案例指導』の編纂と違って、今も継続している。より具体的な制
度設計が確定されるまで、現存する出版物を利用し、難易度の低い編集
加工を経て、公表される案例の数を増やそうとする努力として評価でき
る。また、具体的な訴訟で形成されたルールを裁判文書から抽出して、
単独で示すことは、法や司法解釈が示す抽象的なルールの適用に慣れて
いる裁判官にとって、望ましい形式かもしれない。この点も案例編纂技
術の進歩として評価できよう。

　２　地方法院の実践

111 人民法院報理論部「為推進応用法学研究尽心力」人民法院報2006年７月３
日５面参照。
112 柳福華「開啓審判案例宝庫之門」人民法院報2007年６月４日５面参照。作
者は人民司法の編集長である。
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　Ⅰ．「第二次五ヵ年改革綱要」が公布されるまでの地方法院の実践
　ここでは、まず［先例判決制度］、［判例指導制度］と［示範性案例制
度］の具体的な制度設計を概観する。検証の材料として使うのは個々の
法院による司法解釈性文書である。すなわち、鄭州市中原区人民法院「先
例判決制度の実行に関する若干規定」（中法発［2002］18号、2002年７
月26日下達）、天津市高級人民法院「民・商事裁判における判例指導の
実施に関する若干意見（試行）」、成都市中級人民法院「示範性案例審議
及び公布・実施辦法」（成中法発［2005］96号、2005年４月19日下達）
という３つの文書の具体的な規定を検討し113、それぞれの制度の特徴を
浮き彫りにする。

表5.1　先例判決制度・判例指導制度・示範性案例制度の制度比較表

先例判決制度 判例指導制度 示範性案例制度
導入の理由 裁判委員会の指導機

能の強化、裁判官の
自由裁量の規制、裁
判効率の向上

高級法院による裁判指導の
強化、司法の統一、裁判官
の能力の向上、裁判効率の
向上

裁判委員会の業務指
導機能の強化、法の
正確な適用、司法の
統一、裁判官能力の
向上

選出の要件 ①新しい類型の事件
②一定の代表性のあ
る事件
③証拠の運用、法律
の適用に一定の指導
的な意味のある事件
④本法院の裁判業務
に対して一定の指導
的な意味のあるその
他の事件

①法律の適用と裁判の結果
が普遍的な適用性を有し、
同種の事件に対して比較的
に強い指導的な意味のある
事件
②新しい類型の事件に対す
る裁判の結果が公正で、比
較的に良い社会的効果を得
た事件
③法により、自由裁量権の
行使が適切である事件
④法規定が比較的に原則的
で、具体的な基準が欠けて
おり、事件の裁判結果が当
該法律条文の適用に関して
指導的な意味のある事件
⑤法に明文規定がなく、法
律原則を運用して裁判し、
結果が比較的に妥当である
事件

①事実の認定に典型
的、複雑、かつ難解
な問題のある事件
②法律の適用に典型
的、複雑、かつ難解
な問題のある事件
③新しい法律関係を
反映し、新しい法律
規定を適用する新し
い類型の事件
④公衆が注目する重
大事件、重要事件
⑤法律を正確に解
釈・適用し、かつ社
会的効果が特に著し
い事件
⑥その他の典型的、
複雑、難解な問題の
ある事件

審議部門 裁判委員会 裁判委員会 裁判委員会

113 内部文書であるため、徐景和・前掲注（55）155 ～ 163頁参照。
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公布方法 規定なし114 『天津審判』、社会へ公開 『審判委員会示範性
案例専刊』、ホーム
ページ

裁判文書に
おける引用

規定なし 判決の根拠としての引用、
不可

規定なし

効力 参照すべき 指導性、参考 指導、参考、参照
効力の制度
保障

参照しない場合、裁
判委員会の決定を請
う・理由なく参照せ
ず誤判となった場
合、誤判責任追及

同種の事件に判例と異なる
裁判を行った場合、判決後
の１カ月以内に書面にて高
級法院に報告すべし

規定なし

失効 ①新しい法・司法解
釈と抵触する場合
②上級法院の指導的
な意味のある案例と
抵触する場合
③その他裁判委員会
が認めた場合

①新しい法・司法解釈に
よって取って代られた場合
②指導的な意味を失い、裁
判委員会が審議で廃止した
場合

規定なし

イ ン セ ン
ティブ規定

規定なし 規定なし 示範性案例と選ばれ
た事件の担当裁判官
の業務評定に加点

　導入理由について、まず強調されているのは裁判委員会による裁判指
導機能の強化である。この時点で、これらの制度は裁判統制システムの
一環としての性格がすでに前面に押し出されている。［判例指導制度］
の方は裁判委員会と明示しなかったが、［判例］の選出にかかる審議が
裁判委員会によって行われることから、同じ性格を持っていると思われ
る。そして、司法の統一（裁判官の裁量権の制限）も制度導入の重要な
理由であることから、後の案例指導制度と同じ位置づけだと言えよう。
それと比べて、［判例］または［示範性案例］を教育の素材とし、裁判
官の能力の向上を図ろうとする目的や、［先例判決］と［判例］を参照
することで裁判の効率を高める意図は二次的なものであろう。

114 先例判決の公開の対象は、当事者と当該法院の裁判官に限るとされている。
当事者に公開し、あらかじめ訴訟の可能な結果を見せることで、説得の材料と
して使える上、司法の公正さをも示せると考えられている。李広湖（中原区法
院の院長）「談先例判決制度」武樹臣『判例制度研究（下）』（人民法院出版社、
2004年）1001 ～ 1004頁参照。
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　選出の基準に関しては、３つの制度の規定がばらばらとなっているよ
うに見えるが、総じて、①新しい類型の事案であること、②事実認定と
法適用に複雑・難解な問題があること、③適用すべき法規定が不明確、
または法規定がないこと、④普遍性が強いであること、⑤社会的な影響
力が強いであることの５つの要件の組み合わせである。①から③の要件
はそのまま法解釈・法適用の基準を示す必要性と繋がっている。④の要
件は多発する事件に一般的に適用できるルールを示すことで裁判の効率
を向上できると考えて設定された115。⑤は注目される事件に対する判断
を一般的に公開することで、その社会的効果の最大化を図ろうとする意
図が込められていると思われる116。
　［先例判決制度］、［判例指導制度］と［示範性案例制度］の効力に関
する規定は指導性案例の効力に関する従来の認識とさほど変わらない
が、前２者に限って、効力規定に対応して、それを保障するための制度
も用意されたため、実際の効力は従来のそれと異なると推測される。［先
例判決制度］に関して言えば、先例判決に従おうとしない場合、裁判官
は自分で判断を下すことが許されておらず、裁判委員会の討議にゆだね
なければならない。また、［先例判決］に反して判決を下して誤判となっ
た場合、誤判責任制による追及を受けることになる。つまり、従来の裁
判統制システムを利用して、［先例判決］に事実上の拘束力を与えたわ
けである117。このような制度設計は北京市高級法院報告が設計した案例
指導制度と一致している。同時に、もっとも裁判統制システムと緊密に
結びついた制度設計とも言える。［判例指導制度］は［先例判決制度］
のように［判例］に強い拘束力を与えたわけではない。裁判官は［判例］
に反する判断を自分で下すことができるし、［判例］違反が誤判となる
可能性も言及されていない。制度としては、裁判官に判断の余地を残す

115 韓成軍「『先例判決』的法学思考」河南社会科学2003年１期19頁（中原区法
院院長李広湖に対するインタビュー）参照。
116 胡建萍＝呉紅艶「示範性案例制度的理念与内涵──四川省成都市中級人民
法院示範性案例制度剖析」人民司法2007年９期60頁参照。
117 朱世鵬＝李文兵「鄭州市両級法院探索案例指導制度的実践与思考」『中国特
色案例指導制度研究』79 ～ 80頁参照。
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一方、自分の判断を正当化するための説明を行うよう、義務を課したの
である118。これは天津市高級法院による［判例］に一種の弱い拘束力を
与えたと考えられる。そして、報告義務の設定は裁判統制の発想から由
来する制度だと言わざるを得ない。なぜなら、個々の法院が建前上独立
している以上、事件の当事者に先例と異なる判断を下した理由を説明す
る義務が生じても、それを上級法院に対して釈明する義務がないからで
ある。［示範性案例制度］は残りの２者と比べて、従来の裁判統制シス
テムとの間に一番距離を置いたように見える。その分、制度的にその拘
束力を保障する措置がなく、どれだけの実効性があるのかについて、疑
問が残る119。
　なお、裁判官に創意を持って、質のいい判決書の作成に取り組ませる
よう、インセンティブを与える措置を規定したのは［示範性案例制度］
だけである。この措置は、裁判官にボトムアップ式の法形成に参加させ
る積極性を与える可能性がある。［示範性案例］と異なる判決を書いても、
上級法院に報告する義務がなく、誤判となって責任が追及されるリスク
もない。逆に新しい示範性案例に選ばれたら、自分に対する評価が高く
なるとすると、少なくとも向上志向のある裁判官はもっと創意工夫を凝
らして裁判に取り組むだろう。実際に、「示範性案例制度が試行されて
一年も経たないうちに、過去はベテランの裁判官にしか見られない念入
りに難解な事件を発見・審理する意識は、すでに若手の裁判官にまで及
んでおり、…典型的かつ難解な事件に対して勤勉に取り組み、真面目に
審理し、念入りに裁判文書を作成するという局面はすでに形成された」
と言われているように120、効果てきめんなようである。ボトムアップ式
の法形成へと繋がる可能性を考えると、［示範性案例制度］は一番評価
できる制度だと思われる。

118 龔稼立「関於先例判決和判例指導的思考」河南社会科学2004年２期18頁参照。
119 前述（第４章第３節）の通り、下級審の法院に対して、直属の上級法院の
判決はそれなりに強い影響力を持っている。そういう意味では、成都市中級法
院に直属の下級法院は、指導性案例よりも、成都市中級法院の［示範性案例］
を参照する可能性も否定できない。
120 胡建萍＝呉紅艶・前掲注（116）62頁。
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　なお、［先例判決制度］と［判例指導制度］の現在の運用状況は不明
である。［先例判決制度］による先例判決の形成は2004年まで続いて、
その後実務家と学者の視野からフェードアウトしたため、基層法院に
よって司法の統一を行うという制度の運用に限界を感じて、その後の運
用を控えたのではないかと思われる121。［先例判決］は一般大衆に公開さ
れていないため、確認できたのは10件しかない122。制度自体の寿命が短
かったかもしれないが、いまでも案例指導制度に関する議論はほとんど
例外なくそれに触れていることから、その衝撃の大きさが窺える123。案
例指導制度の導入の「先例」を作って、後の制度構想の原型の一つとなっ
たという意味において、その積極的な意義を評価すべきである124。
　高級法院による案例の形成・公布が認められているため、［判例指導
制度］は今も運用されているかもしれないが、それを確認するすべがな
い。なぜなら、天津市高級法院は判例を一般大衆に公表していないから
である。現時点で確認できる判例は計６件で、いずれも2003年から2004
年までの２年間で形成されたものである125。その運用は決して活発的で
はないと思われる。なお、［示範性案例制度］は今も運用されているが、
法院のホームページでそれを公表することがなくなった（2010年１月ま
で、計65件の示範性案例が成都市中級法院のホームページに公開されて
いた126）。

　Ⅱ．「第二次五ヵ年改革綱要」公布後の地方法院の実践
　「第二次五ヵ年改革綱要」が公布された2005年以降、各地の法院が案
例指導制度の導入に向けて、それぞれの実践活動を展開してきた。特に

121 朱世鵬＝李文兵・前掲注（117）78頁参照。
122 徐景和・前掲注（55）76、202頁参照。
123 北京市高級法院報告・前掲注（72）350頁、社会科学院報告・前掲注（72）
408 ～ 410頁参照。
124 制度導入当時の評価について、拙稿「現代中国における司法による法形成
の現状と改革──日本との比較の視点から」北大法学研究科ジュニア・リサー
チ・ジャーナル14号59 ～ 60頁参照。
125 徐景和・前掲注（55）80頁参照。
126 成都法院網 http://cdfy.chinacourt.org/cpws/（最終訪問日2010年１月31日）。
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高級法院による積極的な案例集の公布が目につく127。その中には昔から
の案例の編纂・公布の伝統をそのまま継承し、名目を変えて、新たに案
例指導制度の実践としてそれを位置づける法院もある。ただし、案例集
を編纂するのはただ目に見える業績［政績］を残したいだけだと酷評す
る論者もいる128。それでも、より多くの案例が公開されるようになった
こと自体は改革の第一歩として評価できよう。以下では、高級法院によ
る案例集の編纂状況と裁判官の参加を促す措置について検討する。

127 成都市中級法院がそのまま［示範性案例制度］を運用しているほか、江蘇省
南京市中級法院、河南省鄭州市中級法院、上海市第二中級法院、遼寧省瀋陽市
中級法院などの中級法院もそれぞれ独自の制度形成を試みている。ただし、中
級法院は指導性案例を公布する権限を有しないとされているため、ここは具体
的な検討を省略する。活動報告として、それぞれ、黄偉峰「案例指導制度的探
索与思考──以南京地区的実践為例」『中国特色案例指導制度研究』48頁以下、
朱世鵬＝李文兵・前掲注（117）72頁以下、沈志先＝劉立＝范黎紅「中級人民法
院発揮案例指導作用的探索与思考」『中国特色案例指導制度研究』94頁以下、張
東波「建立案例指導制度的実証報告」『中国特色案例指導制度研究』123頁以下参照。
128 賀旭紅＝張雅平「中国渉外民事関係法律適用的案例指導制度」河北学刊
2007年３期167頁参照。
129 前身は『参閲案例』（内部発行）である。2004年に『北京法院指導案例』に
改版され、2006年に内部発行から一般的に出版されるようになった。北京市高
級法院報告・前掲注（72）348頁参照。
130 当該裁判要旨集は上海市法院イントラネットの専用サイトに掲載されてお
り、イントラネットに接続できるパソコンからそれを閲覧することができる。
上海市高級人民法院研究室「規範与示範並重、多級網絡互動──上海法院構建
案例指導制度的実践与思考」『中国特色案例指導制度研究』62頁参照。
131 雑誌（季刊）自体は内部発行であるが、法院のホームページに電子版が掲載

表5.2　各地高級法院の指導性案例の形成、編纂と公開の状況

公布の媒体 インセンティブ措置
北京市高級法院 1986年以降『北京法院指導案例』129 不明
上海市高級法院 2006年以降「上海法院裁判要旨選」130 業務の一環として、裁

判官全員に対する動員1994年以降『上海法院案例精選』
浙江省高級法院 2007年以降『案例指導』131 不明
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　北京市、上海市と江蘇省の案例集は「第二次五ヵ年改革綱要」が公布
される前に既に存在していた。一番歴史の長いものは北京市の『参閲案
例』であるが、一般大衆に対する公表の歴史が一番長いのは『上海法院
案例精選』である。前者は『北京法院指導案例』に改版されてからやっ
と公開されるようになったが（第１巻のバックカバーにはまだ「内部出
版」の４文字が印刷されている）、後者は創刊当初から公開出版であった。
なお、上海市法院のイントラネットの専用サイトに掲載されている「上
海法院裁判要旨選」は法院内部からしかアクセスできないため、非公開
である。
　最初は非公開の案例集が４つもあったが、今でも、そのうちの３つが
公開されていない。こういう状況は容易に過去の司法解釈と現在の一部
の司法解釈性文書を想起させる。昔は司法解釈が案件処理の「秘密兵器」
であったが135、今は高級法院による指導性案例がそれを彷彿とさせてい
る。実際に非公開の「上海法院裁判要旨選」に掲載された案例に従って

されている。浙江法院網 http://app.zjcourt.cn/main/article_list_law.jsp?catalog_
id=20060320000038（最終訪問日2013年３月31日）参照。また、これらの［指
導案例］をまとめた案例集として、『案例指導（2007 ～ 2008年巻）、（2009年巻）、

（2010年巻）、（2011年巻）』（法制出版社、2009、2010、2011、2012年）も出版
されている。
132 北京市高級法院報告・前掲注（72）347頁参照。
133 李少平「構建案例指導制度之実践与思考──以四川法院為例」『中国特色案
例指導制度研究』85頁以下、陳明国「我国案例指導制度建立的若干問題──以
四川省高院為例」法律適用2008年11期83頁以下、北京市高級法院報告・前掲注

（72）347 ～ 348頁参照。
134 劉岩「指導性案例的推選与発布程序研究──从吉林省案例工作実践展開的
思考」『中国特色案例指導制度研究』105頁以下参照。
135 鈴木賢「中国司法における案件処理の『秘密兵器』［梁国慶『新中国司法解
釈大全』北京・中国検察出版社、1990年］」東方1992年３月号31 ～ 32頁参照。

江蘇省高級法院 2003年６月以降『参閲案例』（内部発行）132 不明
四川省高級法院 2005年以降『四川省高級人民法院案例指

導』133
業務評定における加点、
１件300元の報酬

吉林省高級法院 2006年12月以降『吉林案例判解』（内部
発行）134

年末業務評定における
優遇、奨励
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判決を下す例があるとなると136、この種の指導性案例の性格はますます
過去の司法解釈に似ているように見えてくる。いずれにせよ、非公開の
指導性案例がまだ多数あるということは、それらがあくまで裁判官によ
る法解釈・法適用の統一を図るための道具であり、当事者を説得するた
めの材料ではないことを示している。
　なお、編纂技術の面から見ると、北京市と上海市の案例集には「裁判
要旨」が掲載されていないが、浙江省の『案例指導2007 ～ 2008年巻』
には［裁判要旨］が掲載されている。また、四川省の『案例指導』は第
２輯まで、［裁判摘要］という「裁判要旨」に相当するものが掲載され
ていたが、第３輯からそれを［裁判規則・・］という名称に改めた。そして、
案例集の序において、四川省高級法院院長劉玉順が、当該案例集を出版
したのは、「典型的な案例の効果をより良く発揮し、裁判官による事件
処理において自覚的に遵守され・・・・・・・・、しかも社会各界に広く認めさせる」137

ためである。［裁判摘要］を［裁判規則・・］へと改名したのに合わせて、
裁判官には自覚的にそれを遵守することが要求され、社会による承認も
求められた。指導性案例における［裁判規則・・］の実効性をどうやって保
障するのかは不明であるが、少なくとも高級法院の院長が明確に裁判官
に先例に従うよう要求したのはこれが初めてである。指導性案例に正式
に拘束力を与えようと提案してきた学者や実務家にとっては、これがい
い知らせかもしれないが、拘束力を保障する制度設計が示されていない
限り、なお冷静に観察する必要があると思われる。
　地方法院の試みは、指導性案例に拘束力を与える点で、最高法院より
も一歩進んでいるだけでなく、裁判官に案例を投稿させるインセンティ
ブを与えるための措置も多数用意しており、それについても注目すべき
である。上海市高級法院のやり方はあくまで表面的な動員であるため、
どれだけの効果を上げられるかについて疑う余地があるだろう。一方、
四川省と吉林省のやり方は直接的な利益誘導で裁判官のやる気を引き出
そうとするものである。上海市の方法よりも効果的だと思われるが、裁

136 上海市高級人民法院研究室・前掲注（130）64頁参照。
137 劉玉順『四川省高級人民法院案例指導（第３輯）』（人民法院出版社、2009年）
序２頁。
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判官に訴訟における法創造活動に創意をもって参加させるだけのインセ
ンティブを与えられるかどうかはなお不明である（300元の報酬は低す
ぎると思うが）。
　最高法院と地方各級法院による一部の成功しなかった試みがあるもの
の、案例指導制度の導入をめぐる改革の試みは少しずつだが、着実に進
んでいると思われる。最高法院による指導性案例の「裁判要旨」の掲載
も、各地高級法院による案例集（公開、非公開に関わらず）の編纂も、
指導性案例の形成への参与を奨励する措置の導入も、指導性案例をより
理解しやすく、より便利にアクセスでき、より一般の裁判官による法形
成にとって開放的なものへと変容させている（最高法院の意図に関わら
ず）。そして、このような変化に応じて、裁判官の意識も少しずつ変化
していくだろうと推測される。
　しかし、最終的に案例指導制度が主に重層的な説明・指示体制に対す
る補充として機能し、裁判官によって機械的に適用されるのか、それと
も、裁判官の訴訟における法形成活動への積極的な参加を促し、一般市
民の意思を汲み上げるパイプとして機能するのかは、制度の位置づけに
よって決定されるだろう。この点に関しては、最高法院が制度の重心を
司法の統一に置いたため、やはり従来の司法解釈（司法解釈性文書）を
補充する役割だけが期待されているように思われる。次節でもう少し詳
しく検討するが、学者たちが「判例制度」に寄せていた期待は、今のと
ころ、あまり実現されていないとしか言いようがない。

［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「現代中国にお
ける訴訟と裁判規範のダイナミックス──司法解釈と指導性案例を中心
に──」（2010年６月30日学位授与）を加除・修正したものである。本
稿に先行して公表した拙稿「現代中国における司法解釈と案例」（社会
体制と法11号33 ～ 48頁）は、博士論文の作成中に得られた知見も取り
入れているため、本稿と一部重複する内容を有する。なお、加除・修正
にあたって、科学研究費・若手研究（B）（研究課題番号：24730001）
の援助を受けている。


