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江沢民による法輪功迫害準備は、1999年 4月 25日、北京での法輪功による穏和な
陳情に遡る。法輪功学習者は現行法を破ることがなかったので、法輪功学習者を法制
度のもとで捉えることはできなかった。江沢民は代わりに政治的運動を開始すること
にした。法制度の外での政治的運動として、江沢民は司法管外に迫害する命令系統を
設置した。1999年 6月 7日、当時の中国共産党中央委員会総書記・江沢民は、法輪
功問題を取り扱う幹部グループの設立を中央政治局の会合で宣言した。その三日後、
「法輪功問題処理指導グループ」が設けられる1。同様の幹部グループが、中央から各
地域の中共委員会までの中共機構全体を通して設立された。日常の運営のため中央の
幹部グループのもとで、弁公室（事務室）が設置された。「法輪功問題処理指導グル
ープ弁公室」が正式に知られる名称で、6月 10日に設置されたので「610弁公室」
としても知られる。「610弁公室」は中国政府の全てのレベルで、中共委員会の内部
に設けられた。2000年 9月以来、「国務院 邪教問題 防犯処理 弁公室」としても言
及されることがある2。 

2003年以来、中共全てのレベルで「法輪功問題処理指導グループ」は、中国共産党
中央委員会の「邪教問題 防犯処理 弁公室」と正式に改称された。通常、政府内の名
称は国務院レベル以外では使用されない。しかし、「610弁公室」は政府内でも政府
外でも正式に使われてきた。設立以来10年以上経つが、2013年 12月に公式に暴か
れるまでは、その幹部グループも「610弁公室」も機密に取り扱われた。2013年 12
月、中国共産党中央委員会の中央規律検査委員会が李東生を調査した際、中央委員会

                                         
1 Beijing Spring, June 2001 “Comrade Jiang Zemin’s speech at the meeting of the Politburo of CCCCP regarding 
speeding up the dealing with and settling the problem of ‘FLG’” (June 7, 1999) “The central committee has already 
agreed to let comrade Li Lanqing be responsible for establishing a leadership group that will deal with problems of 
“FLG” specifically. Comrade Li Lanqing will be the director and comrades Ding Guangen and Luo Gan will be vice 
directors, comrades in charge of related departments will be the members of the group. (The group) will study the 
steps, methods and measures for solving the problem of “FLG” in a unified way. 
http://beijingspring.com/bj2/2001/60/2003727210907.htm  
 
2 People’s Republic of China Government Website, State Council Notice Regarding Institutional Arrangements 
(Guofa Notice No. 14 (2013). The Office of the Leading Group for Handling Falun Gong Issues and The Office for 
Preventing and Handling Cult-Related Issues of the State Council are two names of the same organization; this Office 
falls under the direct supervision of the CCPCC. http://www.gov.cn/zwgk/2013-03/21/content_2359435.htm  

 



「邪教問題 防犯処理 指導グループの副主任」であり、そのグループ弁公室（「610
弁公室」）の最高責任者という、李の公式の肩書が公表された3。 

設立以来、「610弁公室」は全国での法輪功迫害の主要命令系統の役割を果たし、全
ての団体や政府機構、並びに法輪功迫害に直接・間接的に関わるすべての活動を統括
した。公安部、最高法院、最高検察院、司法部およびその系列下にある監獄と拘置
所、国安部、政治宣伝部とそのメディア、教育部と系列学校（小学校から大学）、文
化部などを監視した。任意の拘留、強制労働所、見せしめの裁判と実刑、洗脳、拷
問、殺害など、司法管轄外の活動すべてが、「610弁公室」の直接の命令、監督、参
与のもとで行われてきた。1999年以来、「610弁公室」の権力と権威は増し、中国
共産党にとって脅威と見受けられる、家庭教会や他の宗教団体、気功団体へと管轄を
広げていきました。2018年 3月の党内機関の再編成において、中央「610弁公室」
は中央政法委員会の一部に組み入れられたようだが、2018年末までの期間、省レベ
ルを含む全てのレベルでの「610弁公室」はこれまで通りの活発な行動を見せてい
た。 

国内活動に加え、「610弁公室」は欧米諸国にも侵入している。ドイツで連邦憲法擁
護庁(BfV)が検挙した事例がある4。フランス人のロジャー・ファリゴット著の『中国
のシークレット・サービス：毛沢東から五輪まで』によると、2008年の北京五輪前
に「610弁公室」は、強硬派、羅幹の指導のもとで、北京でのテロ襲撃を防ぐため
「五毒」と闘う諜報員を世界に群がらせた5。 
 
 
 

                                         

3 Central Commission for Disciplinary Inpsection Website, Li Dongsheng Suspected of Severe Violations of the 
Law and Has Accepted the Organization’s Investigation. http://www.ccdi.gov.cn/ajcc/201312/t20131220_15574.html 
(Li Dongsheng, Deputy Chief of The Leading Group for Preventing and Handling of Cult-Related Issues, Chief of its 
Office, Deputy Secretary of the Ministry of Public Security Party Committee and Deputy Minister, is suspected of 
severe violations of the law and has currently accepted investigations by the organization). See also Xinhuanet China 
investigates vice minister of public security. BEIJING, Dec. 20 (Xinhua) -- China's Vice Minister of Public Security 
Li Dongsheng is under investigation for "suspected serious law and discipline violations," the Communist Party's 
discipline watchdog said on Friday. Li is also vice head of a central leading group for the prevention and handling of 
cult-related issues, said a statement from the Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party 
of China. http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-12/20/c_132984818.htm  
 
4 Spiegel A Chapter from the Cold War Reopens: Espionage Probe Casts Shadow on Ties with China By Sven 
Röbel and Holger Stark Jun 30, 2010 http://www.spiegel.de/international/world/a-chapter-from-the-cold-war-
reopens-espionage- probe-casts-shadow-on-ties-with-china-a-703411.html  
 
5 The Chinese Secret Service, from Mao to the Olympic Games, by Roger Faligot. Chapter 10. Fighting the ‘Five 
poisons’aroundtheworld. http://intellibriefs.blogspot.com/2008/03/chinese-secret-service-from-mao-to.html  

 


