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■ シンポジウム開催報告 ■ 
「習近平政権期の国家と社会」 
 
日 時：2014 年 4 月 10 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 
 

習近平政権の下で権力の集中に向けた動きが進んでいる。 
他方、中国にはすでに、権力に屈しない自律的な市民社会が 
形成されつつある。本講演では、近年の社会管理政策の動向 
から中国共産党の国家構想を検討するとともに、その限界に 
ついて考えたい。 

 

【講師紹介】 

小嶋 華津子 氏： 慶應義塾大学法学部 准教授 

 

1999 年慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。博士（法学）。在中国日

本国大使館政治部専門調査員、筑波大学国際総合学類専任講師・准教授を経て 2012 年

４月より現職。主な著書に、国分良成・小嶋華津子編『現代中国政治外交の原点』慶

應義塾大学出版会、2013 年 10 月、加茂具樹・小嶋華津子・星野昌裕・武内宏樹編著『党

国体制の現在―変容する社会と中国共産党の適応』、慶應義塾大学出版会、2012年2月、

Masaharu Hishida, Kazuko Kojima, Tomoaki Ishii, and Jian Qiao, China’s Trade 

Unions: How Autonomous Are They? A Survey of 1,811 enterprise union chairpersons, 

Routledge, 2010。 
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1. 講演録 

 

【開会・講師紹介】 

（JST 中国総合研究交流センター 倉澤副センター長） 

これより中国総合研究交流センター月例研究会を始め

る。 

今日は「習近平政権期の国家と社会」という大きなテー

マで慶應義塾大学法学部准教授の小嶋華津子先生にお話

を頂戴する。小嶋先生は 1999 年に慶應義塾大学大学院法

学研究科の博士課程を修了され、北京の在中国日本国大使

館政治部の専門調査員を務められた。その後、筑波大学国

際総合学類専任講師、準教授を経て、2012 年 4 月より現

職に就かれている。以前、本研究会でご講演いただいた国

分良成先生と一緒に本を出版されており、政治経済だけで

なく社会問題やメディア問題にも詳しい。 

今、中国ではメディアや研究者に対する締め付けが厳しく

なっているが、これが何を目指し、どういう方向へ進んで

いくのかということについてもお話いただきたいと思う。 

 

【講演】 

過分なご紹介にあずかり恐縮である。以前こちらで講演

された国分先生は私の師匠にあたる。国分先生の話術には

及ばないが、今日は自分なりに整理したところをお話した

い。 

 今日のタイトルは「習近平政権期の国家と社会」である。

現在、習近平政権のもとで推進されている集権化に向けた

動き、裏返せば政治の多元化とは逆行する動き、そうした

政治の方向を社会がどのような文脈で受け止めているの

か、改革のための集権化という点で、ある種の均衡を生み

だしているかのようにみえる今の国家社会関係はどの程

度安定したものなのか、何が政治的不安定をもたらすリス

クとなるのか、こういった点について、私が考えていると

ころを述べさせていただく。 

 
 

一昨年から昨年にかけて胡錦濤政権から習近平政権への

移行がなされた。首相が頻繁に変わる日本とは異なり、よ

ほどのことが無い限り、２期 10 年間、党と国家の権力の

頂点に立つことになる指導者はどのような政治的志向を

持ち、どのような政策を実施していこうとしているのだろ

うか。発足から 1年数カ月、多くの中国ウォッチャーが注

目している中、政権の目指す方向がようやく見えてきたよ

うに思われる。 

 まずは背景として、習近平政権が現在直面している課題

を概観したい。 大の課題は非常に未熟な市場経済、非効

率で透明度の低い官主導の経済に起因する様々なリスク

をどのように回避していくかというところであろう。 

リーマンショックに象徴される経済への不信は、中国の

輸出産業にも大きな影響を与えたと言われている。そうし

た中にあっても（公表された統計データが正しいとして）

７％以上もの経済成長を遂げることができたのは、４兆元

もの景気刺激策が始動されたことにより、中央政府や地方

政府が多くの投資事業を行ったからである。しかし、この

ような投資ブームは非常に多くの問題をもたらした。まず、

地方政府においては GDP 成長至上主義といわれるような

経済発展が主眼となり、とにもかくにも GDP 成長率を上げ

ていくという発想がまん延した。この発想に縛られた地方

政府による投資プロジェクトは、結果として建設コストの

回収が難しい低収益インフラを増加させ、さらには一部の

業種で生産過剰、さらには環境悪化を招くなど経済の非効

率をもたらした。また、これらの投資財源として地方政府

は土地取引への依存度を高め、政策的にバブルがもたらさ

れるという結果を引き起こした。地方政府はその傘下に投

資会社、ディベロッパー、資金調達のための会社をおいて

中央経済を牛耳っているが、バブルの崩壊や過剰債務によ

る金融危機のリスクは高まりつつある。 

 

あわせて指摘すべき問題は「国進民退」と呼ばれる問題

である。スライドには「権貴」市場経済と書いたが、政治

エリート、党や政府の幹部、政策的優遇を受けている大型

国有企業といったいわゆる「権貴階級」があり、それらが

投資プロジェクトの恩恵を独占している状況にある。その

一方で民間企業は排除され、成長の機会を与えられていな

い。北京大学の教授によれば、中国では党政府の幹部と有

力国有企業の幹部など人口の 1％の富裕世帯に全国の富

の 40.4％が偏在しているという。公平な市場競争がなさ

れず、党政府の幹部が特権を行使し、汚職行為を日常的に

行いながら富を蓄えていく。これに対して人々は不安を高

め社会不安を生じさせている。 

 

今日の話のキーワードは「統治のコスト」である。よく

知られている数字だが、2011 年には中国全土で年間 18 万

件にも及ぶ集団抗争事件が起こり、国家予算における治安

維持費は 6,244 億元に達した。これは軍事予算をも上回っ

ており、多くの注目を集めた。統治コストが高まっている

のが今の中国である。中国はこのようなリスクを回避しな

がら、経済を投資主導型から消費主導型へと変えていかな

ければならないという課題に直面している。 

 

そのためにどのような対策、改革が必要だろうか。 

まずは対策だが、現中国共産党指導部には非常に明確な

プランがあるように思われる。具体的には、昨年 11 月に

開かれた中国共産党の第 18 期三中全会のコミュニケ、あ

るいは今年 3 月に全国人民代表大会で李克強首相が示し
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た政府活動報告の通りである。第一に健全な市場経済をつ

くらなければならないとし、中国が経済の効率化と発展を

実現するためには、民間企業にも開かれた公正かつ公平な

市場を形成することが欠かせないとしている。これはさら

なる市場経済、さらなる成熟した市場メカニズムの導入と

もいえ、経済活動への政府介入を減らし、市場に任せられ

るところは積極的に任せるということだ。 

習近平政権発足当初から、李克強首相は中国語で「行政

審査批准項目」と表現される政府による許認可権を大幅に

削減していくという方針を打ち出していた。3月の政府活

動報告では、この1年間に416の行政審査批准項目を撤廃、

もしくは民間に委譲したという成果が強調されている。2

月には行政審査批准項目の撤廃と移譲に関する国務院の

決定が発せられ、年間で 200 に及ぶ行政審査批准項目を削

減移譲するということが目指されている。これがどの程度

の規模になるのかは不明だが、地方政府を中心に、政府機

構改革、つまり政府機構のリストラを進めるということが

うたわれている。経済における政府の権限を縮小する分、

政府の人員も必要ないとし、一部を切り離して特殊法人を

作ったり看板を掛け替えたりして次第に民間に委譲する

という構想である。 

 

中国ではこの政府機構改革を改革開放以降、何度も繰り

返し実施してきた。とりわけ大胆だったのは朱鎔基首相

のころであろう。朱鎔基時代には、まずは中央から政府

機構の人員を半減するという大胆な目標が掲げられ、それ

が終わると次は省レベル、さらには市レベルと、段々にレ

ベルを下げながら政府機構改革が断行された。今回の改革

規模がどの程度のものか分からないが、李克強首相も市場

経済化と併わせて政府機構のリストラを目指しており、ま

た同時に国有企業の改革を一層進めるとしている。民間資

本の投入を含めて大胆な国有企業の改革を行うというこ

とだ。90 年代の朱鎔基首相の時も、それを目指しながら

政治権力状況に阻まれ、結果として中途半端に終わってし

まった国有企業の改革を、習近平政権のもとでより大胆に

実施していこうとするものだ。同時に、これまで国有企業

が独占、寡占状況にあった金融、石油、電力、鉄道、電気

通信、資源開発といった様々な分野を民間資本に開放する

ことも掲げられている。また、周小川氏が短期に実現する

だろうと見通しを出した金利の自由化を推進することに

より、金融業界の市場化、透明化を図るとしている。これ

らが市場経済の確立に向けて習近平政権が打ち出してい

る主な政策の柱ではないかと考えられる。 

 

もう一つには格差の是正が挙げられる。投資主導型の経

済から消費主導型の経済へ移行するためには再分配を通

じた所得の底上げが必要とされ、これには次の政策が示さ

れている。この中でも画期的なのは国有企業の一部の収益

を社会保障基金に組み入れるということだ。中国の年金制

度は負荷方式ではなく個人の積み立て方式を取るという

方針のもと、90 年代半ばから改革が進められてきた。年

金制度改革が始まってから既に 20 年程経過しているが、

賃金と同等の年金を受け取り続けるという社会主義計画

経済下で動いてきた年金システムという負の遺産を引き

継ぎながらの年金制度改革は、依然として過渡期にある。

そのような中で個人積み立てによる年金制度を確立する

といっても、個人で積み立てたはずの社会保障基金が高齢

化している人の年金に回るなど、基金の不足が指摘され、

高齢化社会を迎えるにあたり、この問題をどのように解決

すべきかが切実な課題だ。まだ具体化していないのでどう

なるかは分からないが、このような状況において、一人勝

ちしていた国有企業の収益の一部を社会保障基金に組み

入れるとしたことは、現政権の画期的な決断ではないだろ

うか。 

その他、格差の是正については高額所得者への課税を徹

底させる、 低賃金を引き上げる、穀物の 適化価格を引

き上げるという方針が示されている。公共投資の対象もこ

れまでのような短期的儲け重視の豪華箱物建設から転換

を図り、中央主導による中低所得者向けの安価なエコノミ

ー住宅の建設、農業の産業化発展による多くの投資の振り

向け、あるいは中西部など立ち遅れている地域の鉄道建設

の推進、省エネ、環境保全、社会事業といったことが挙げ

られ、中央政府が主体となって投資を重点的に振り向ける

という方針が打ち出されている。 

 

習近平政権および李克強政策のキーワードは「新型都市

化」である。「新型都市化」とは出稼ぎで都市に出てきた

農業戸籍保持者に非農業戸籍、いわゆる都市戸籍を与えら

れるよう戸籍制度を改革するというものだ。年金、医療保

険といった社会保障制度も都市か農村かという二元的戸

籍制度に基づいてつくられているが、これも統一的なもの

に変えていこうという、全面的統合を目指した改革である。 

打ち出された様々な対策、政策方針は具体化されていな

いものが多くあるため、それらが本当に実現できるかとい

う問題はあるにせよ、方針としては政権が直面している課

題を克服する上で理にかなっている。しかしいずれの改革

にしても既得権益を大きく揺るがす。非常に強い抵抗が想

定される政策を、果たして政権がスピーディ、大胆、効果

的に実施することができるのだろうか。 

 

ここで非常に重要とされるのがトップリーダーのリー

ダーシップであり、反面教師として言及されるのは胡錦濤

前総書記ではなかろうか。 

これまで述べてきた様々な問題の多くは胡錦濤政権期

から顕在化しており、胡錦濤総書記の下、首相を務めた温

家宝も問題の深刻さを十分に理解し、改革しなければなら

ないと繰り返し主張していた。改革に向けた政策方針も打

ち出したが、必要とされる大胆な改革を達成するどころか

実行に移すことすらできなかった。結果、胡錦濤政権の

10 年間は“空白の 10 年間”と評される。非常に開明的な

共産主義青年団出身のエリート政権と期待を集めた胡錦

濤政権だったが、習近平政権の課題対策を話す際、「江沢
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民、朱鎔基政権の政策をさらに大胆に推し進める」とい

う表現になるくらい、胡錦濤政権は何もできなかったとい

うことだ。それがなぜかといえば、原因の一端は胡錦濤の

リーダーシップの弱さに求められるのではないだろうか。

かつての毛沢東や鄧小平のようなカリスマ性の無さは仕

方ない。しかし、例えば江沢民は天安門事件後の危機的状

況の中で鄧小平に抜擢され、鄧小平の後ろ盾を得ながら危

機を乗り越えるべく党内団結をはかりながら危機意識の

中で政権を運営していた。一方の胡錦濤は中央軍事委員会

主席の座において江沢民に逃げられ、政治局常務委員会に

おいて強いリーダーシップを発揮することができなかっ

た。 

 

習近平政権は胡錦濤政権期の経験を反面教師とするよ

うに、発足以降、権力の集中にエネルギーを注いでいるよ

うにみえる。第一に挙げられるのが権力闘争で、これはつ

まり党内の反政権ネットワークを打ちのめすというもの

だ。人事が大きく動く政権交替の時期には激烈な権力闘争

が繰り広げられるのが中国政治の常だが、一昨年から昨年

の政権移行に際しても、胡錦濤に近い共産主義青年団グル

―プと江沢民に近い人々の間で熾（し）烈な権力闘争が繰

り広げられていると報じられた。ふたを開けてみると、党

大会で選出された政治局常務委員 7 名のほとんどが江沢

民に近いと評価される指導者で占められ、胡錦濤自身も中

央軍事委員会主席の座を含めた全てのポストから引退す

ることを余儀なくされた。少なくともその時点においては

江沢民グループのネットワークがこれから力を持ってく

るのではないかと受け止められていた。しかし、その後の

状況をみると、習政権は江沢民とつながる指導者への攻勢

を強め始めたのである。 

 

まず、江沢民の後ろ盾を得ていたという薄熙来の裁判で

ある。薄熙来は重慶市党委員会書記だったが、約 2,000

万元、日本円にして3億2,000万円の収賄罪と約500万元、

8,000 万円の横領罪、さらに職権乱用罪で起訴されていた。

これについて無期懲役と全財産の没収、政治権利の終身剥

奪という決着を法院を通じて言い渡し、さらに、権力闘争

の対象は、同じく江沢民に近い存在として薄熙来を支えて

きた周永康（元政治局常務委員で公安や司法部門を取り仕

切る党中央の西方委員会のトップ）を中心とする人脈へと

広がった。 

昨年 10 月中旬、習総書記は汚職捜査を扱っている党内

部の規律検査委員会とは別に、総書記直属の特別捜査チー

ムを組織し、周永康に関する捜査を水面下で指示していた

と報じられている。もともと、周永康は公安や石油業界に

幅広いネットワークを持っていたが、自らが腹心とする

人々が次々と拘束、逮捕されていくことで外堀を埋められ

追い込まれていった。3 月 30 日付のロイター通信による

と、周永康本人だけでなく親族や部下の資産など、少なく

とも 900 億元相当を差し押さえたということだ。まだ決着

の付いていない部分もあるだろうが、これが権力闘争の一

つで、このようにターゲットを見据えながら、着々と排除

を進めている。 

 

次に、党中央への集権に向けた制度の構築が挙げられる。

2013 年 11 月 19 日付の人民日報には「改革の全面的深化

に対する党の領導を強化・改善しよう」という論説が掲載

された。党の領導、つまりリーダーシップの強化改善こそ、

現代中国が も幅広く深い社会変革を成功させるための

基本的な鍵になると論じられたのである。具体的には、党

中央に習近平をトップに据えた様々な組織を設置すると

いうもので、その一つに中央全面深化改革領導小組がある。

これは昨年秋の三中全会で設置が決められ、この小組の傘

下には政治、経済、文化、社会、環境に関する専門グルー

プが置かれている。さらに共産党内部の改革を担う党建設

制度専門グループも置かれ、まさに政府と党、政治、経済、

社会に及ぶ改革全般を統括する小組という格好だ。当然な

がらこのトップには習近平が、副組長には李克強が就いて

いる。 

さらに対外的な安全保障と対外治安を担う安全保障全

般を統括する組織として、国家安全委員会が置かれたが、

これも三中全会のコミュニケにおいて設立が提起された

もので、公安、武装警察、司法、国家安全部、解放軍や外

交部といったいろいろな部門で構成されている。今年 1

月 4日の会議において、トップに習近平、副主席に李克強

と張徳江が選ばれ、その下に若干の委員を置くことが決め

られたと報じられている。 

また、中国の安全を考える上で情報統括が必要だという

ことで、今年 2月に中央インターネット安全情報化領導小

組が設立された。トップは習近平、副組長は李克強と劉雲

山である。 

続いて共産党中央軍事委深化国防・軍隊改革領導小組が

3月に設置された。ここでもトップは習近平である。これ

は軍の改革を担う小組だが、目的は強軍建設ということだ。

今年の全人代でも国防予算が前年実績比 12.2％増となっ

たことが注目されたが、政権発足以降、一貫して強軍建設

に力を入れている。報道によれば、新たに設置されたこの

小組は強軍建設を推進するもので、そのために軍内部の汚

職腐敗の撲滅を主な目的にしているという。2年前に総装

備部副部長だった谷俊山の汚職摘発事件について、今年

に入ってから家宅捜査の様子が報じられ、3 月 31 日には

人民解放軍軍事警察院が軍事法院に起訴した。谷俊山は軍

用地の売買などで 200 億元という巨額の汚職を行ったと

されている。こうした事件を明るみにすることで、軍がこ

れまでいかに汚職にまみれていたかということを社会に

伝え、世論の支持の下、今まで着手できなかった軍内部の

規律の強化を進めようとしているのではないだろうか。 

 

これら小組の設置に加え、権力集中の制度について補足

したい。党の規律検査委員会の指導系統の強化である。党

の規律検査委員会は、党内部の汚職を検査摘発して党の規

律を守ることを目的に置かれた機構である。これは党の中
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央に置かれ、さらに各地、各行政レベルの主な機構にも設

けられている。どのように指導系統を強化しようとしてい

るかというと、これまでは各地方の規律検査部局の人事に

ついてはその地の党委員会が任命していた。しかし、地方

の党組織が自らの不正行為、汚職を検査する組織の人事を

握っているという状況は容易に癒着を招き十分な操作を

妨げるということから、同じレベルの党委員会に人事を任

せるのはやめ、地方の人事はその上のレベルの規律検査委

員会が握ることにするというものだ。縦の指導系統を改め

て強化し、地方がグルになって地方党組織の汚職隠蔽を無

くしていこうとしているのである。 

規律検査委員会のもう一つのポイントに国家機関にも

中央規律検査機構を派遣しようという方針がある。議会に

あたる全国人民代表大会、あるいは諮問機関である全国政

治協商会議や各党の直属部門には自前で規律検査部門が

設けられているが、これらは自前で設置した部門のため徹

底検査ができない。ここを中央が直々に派遣した人員に置

き換えていこうということだ。 

 

 

 

集権化について補足すべきは地方に対するマクロコン

トロールの強化であろう。現在、非常に大きなリスクとな

っているのは地方政府の経済行為による非効率な投資と

金融リスクの高まりである。そこで、国防や外交、安全に

加え、経済や全国の統一的市場に関わる管理権限も中央に

属するのだということを明らかにするという。地方への丸

投げをやめ、国の政策に関わるところについては国が予算

を支給するという方針が打ち出されたのである。 

 

中国は国土が広いため、中央の下には省、その下には地、

さらにその下に県と重層的な構造をなしており、それが業

務の効率を妨げている。例えば中央が補助金を出しても、

途中いろいろなレベルでピンはねされ、必要な現場にたど

りつくころにはわずかしか残っていないということがよ

く聞かれる。マクロコントロールを強化するためにも重層

的な構造をやめ、全国約 300 ある地の権限を縮小しようと

いうことだ。以前よりこのやり方は提唱されており、省が

直接県を管理しようという試みが一部でされている。そう

した動きを今後も推進していくのではないだろうか。 

 

これから習政権は党中央に権力をより集中させ、さらに

党中央においても習近平個人に権力を一極集中させてい

く。それこそが大胆な改革を進めるために必要不可欠とい

うことなのだろう。 

さて、集権化が進む一方、広い意味における国民の政治

参加、社会の多様な利益の吸い上げや政治の多元化を伴う

ような政治面の改革についてはこれまでのところ全くみ

られていない。政治改革と言えるものとしてこれまでに打

ち出されているものは、一つに「陽光財政」、各地方政府

が財政状況を情報公開するというものである。習近平政権

発足以降、公金を使った出張、飲食、公用車の使用といっ

たぜいたくは駄目だとし、強い監視の目を光らせていると

伝えられている。不透明な財政を公の目にさらすことによ

って透明化し、クリーンな政府をつくっていこうというこ

とだ。 

もう一つに「法治」がある。これは地方の司法機関の人

事、財政を地方政府から自立化させるということである。

人民機関でも警察機関でも、その人事や財務を地方政府に

握られていては、地方政府の不正に対して徹底的な検挙や

裁判ができない。そのために自立化をはかるという方針で

ある。これは実現できれば汚職対策として画期的な措置と

なるだろう。しかし注意すべきは、「法治」という言葉が

使われていても、ここでいう「法治」は憲政としての「法

治」ではないという点だ。法に基づく政治を実現し、憲法

に基づいて人権や自由を保障しようということではない

のである。 

 

習近平政権が発足したとき、様々な場で「法治」と述べ

られたが、その言葉をとらえて、改革派の知識人たちは憲

法に基づく政治を実施しようと、集会やフォーラムなどを

相次いで開催した。例えば一昨年の 11 月に、改革派の雑

誌として有名な「炎黄春秋」と北京大学の憲法行政法セン

ターが共催で「改革コンセンサスフォーラム」を開催し、

改革派の法学者らによって「改革コンセンサス提案書」が

起草され、171 名の署名入りで発表された。この提案書に

提起された主張は、「憲法に基づく政治が必要である、選

挙を実施しよう、表現の自由を尊重しよう、市場経済の自

由化を深化させ、司法を独立させ、憲法をもっと効力のあ

るものに変えていこう」という内容だった。 

改革派の新聞として有名な「南方週末」では、2013 年

新年特別号に「中国の夢、憲政の夢」というタイトルで、

習近平の掲げる「中国の夢」という文言を使いながら、憲

法に基づく政治を実現すべきだと訴えようとした。あるい

は昨年、政権が政治面で改革してくれるのではないかとい

う期待値が高まっていたころの全国人民代表大会の時に

は、改革派の知識人や市民 128 名が連名で、憲法に基づく

政治を求める公開書簡を発表するということもあった。人

民代表大会の開催中には、全国人民代表大会に市民的およ

び政治的権利に関する国際規約、いわゆる国際人権条約の

Ｂ規約の批准を求める呼びかけというものもインターネ

ット上に提起された。言論や出版の自由、人心の自由、司

法の独立、死刑の廃止といったところがくまなく提唱され、

第一次署名、第二次署名、第三次署名と合わせて 500 名近

くを集めたと報じられた。しかし、新しい政権に政治改革

を期待した知識人たちの動きは結果的に封じ込められた。
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先程紹介した「炎黄春秋」という改革派の雑誌は新年号に

「憲法は政治体制改革のコンセンサスである」というタイ

トルの巻頭言を発表したことにより、ウェブサイトの閉鎖

に見舞われた。また、「南方週末」の原稿は当局の指示を

受けて改ざんされたのである。 

このように、改革派知識人・市民の要求と政権が推し進

めようとする法治には、司法の独立という若干の共通項は

あるものの、明らかに大きな乖離（かいり）がみられる。 

 

習近平政権になってから言論統制が強化されている。 

昨年 4月には地方の党機関、政府機関に“９号文件”と

呼ばれる「現在のイデオロギー領域の状況に関する通達」

が配布された。西側の憲政民主、普遍的な価値、公民社会

（市民社会）といった価値観を批判するもので、さらに 5

月には「七不講」―７つの言ってはいけないこと―という

通達が大学関係者に示されたという。 

「七不講」において何を言ってはならないとされたか。

それは（1）人類の普遍的価値、つまり人権、民主、自由

を意味すると思われるが、そういったことを論じてはなら

ない、（2）報道の自由について論じてはならない、（3）公

民社会、市民社会について論じてはならない、（4）市民の

権利について論じてはならない、（5）党の歴史的な誤りに

ついて論じてはならない、（6）「権貴（特権資産階級）」と

いう言葉を論じてはならない、（7）司法の独立について論

じてはならない、という、ある意味時代錯誤とも取られる

ような７項目である。 

中国では「上に政策あれば下に対策あり」として、上が

どんなに政治的な制約をかけたとしても、下にはある程度

の自由が現存している。市民社会があり、アメリカ留学帰

りの多くの知識人たちが西洋型の市民社会論をいかに中

国で展開するかと真剣に議論を展開しているという現実

がある。なのに、ここにきて「七不講」が発せられたとい

うのはいかがなものだろうか。中国の友人らに「七不講」

の通達は真実かと聞いてみたところ、誰もが首を縦に振っ

た。これは事実なのだろう。 

 

「新公民運動」は中国の知識階層の間で着実に広がりつ

つある。「新公民運動」を進めるリーダーたちの主張をみ

ると、「陽光財政」や「官僚の資産公開を徹底的に」とか、

「法治を実現しなければならない」といった習政権のスロ

ーガンを引き込みながら市民活動を展開している。ところ

が、運動関係者たちが次々と拘束され始め、とりわけリー

ダー的存在であった許志永氏については懲役 4 年という

判決が言い渡された。 

市民の言論に対する抑圧は習政権になって以降、強化さ

れている。これは報道関係者についても同様で、法に基づ

いた管理によって職業資格制度を厳格化するという方法

が盛り込まれ、インターネット世論についてもこれを規範

化していくという。現状をみる限り、社会には閉塞感が広

がっているのが現実で、このような言論統制の強化に対し、

知識階層の一部には非常に強い反発が広がっている。しか

し集権化の必要性とそれに付随するある程度の自由の制

約については大方の国民の間に合意があるようにも見受

けられる。そこで次に、中国社会がどのような文脈で集権

的な政治体制を受け入れているのか、集権化という合意の

もとに成り立っている中国の国家社会関係の均衡がどの

ように説明できるのかということを、様々な視点で整理し

てみよう。 

 

一つ目の視点としてしばしば引き合いに出されるのは

中国の歴史的な伝統である。王朝期に由来する賢人支配、

つまり徳と能力がある者による一元的な統治を肯定し得

る歴史的背景があるという見方である。また、中国の歴史

を概観したときに、西側にみられるような“国家に対抗す

る社会”という構図が成り立つのかという疑問も提起され

ている。中国における西側の市民社会論は、ユルゲン・ハ

ーバーマス (JurgenHabermas)の著作が英訳出版された

1989 年ころに大きな転機があり、それ以降、政府に対す

る政治批判を行う場としての市民社会という前提が生ま

れたといわれる。しかし、“自治的な政治批判の場として

の市民社会”という前提自体は中国で成り立つのだろうか。 

多くの歴史学者は、国家と対抗する社会という構図が中

国の歴史的な伝統とは相いれないのではないかというこ

とを問題提起している。例えば、明・清時代の専門家であ

る岸本美緒先生は「『市民社会論』と中国」という著作の

中で、中国の様々な歴史的な団体―清王朝期、明国期の相

続やギルドといったもの―に対するこれまでの実証研究

を整理し、また、内藤湖南をはじめとした多くの研究者が、

中国の団体を見る時には国家と対抗させるのではなく、団

体の内的結集力の直線的延長線上に国家の結合を展望し

ているのだということを論じている。今の政治学は欧米の

影響が強いために、市民社会といえば国家に対抗するもの、

対抗すべきものと捉えて、中国に市民社会があるかどうか

をみているが、歴史的に、現実の中国では市民社会という

ものは別の論理で形成され機能しているのではないかと

いう発想を持つことが必要かもしれない。 

 

集権化する国家に対して社会が低抗しない現実、つまり

集権的な政権が正当性を持つ 大の根拠となるのは、適度

な自由、経済発展および生活の向上だ。改革開放以降の経

済成長は中国に富強をもたらすとともに人々の生活を著

しく向上させた。様々な不公正、不公平がまかり通ってい

るとはいえ、昔に比べればある程度の自由が存在している。

政治活動や宗教活動に踏み込みさえしなければ、ある程度

の自由が許され、本人の努力により出世もでき、より豊か

になれるチャンスが開かれている。こういった背景が、現

状を肯定し得る社会の包容力に結びついているのではな

いだろうか。また、中国が「屈辱の 100 年」を乗り越えて

世界第 2の経済大国となり、国際的地位を高めているとい

う現状に対する自信が、社会の間にナショナリズム的プラ

イドを生みだし、現体制を支えているのではないだろうか。 
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現在の中国におけるナショナリズムは、天安門事件を契

機に始められた愛国主義教育によって政策的に強められ

てきた。習近平自身も総書記就任以来、「中国の夢」や「中

華民族の偉大な復興」を繰り返し強調し、政策的にナショ

ナリズムを強めて団結を図ってきており、そこに中国共産

党の巧みな統治技術が加わる。中国共産党が天安門事件、

冷戦の終焉（しゅうえん）という試練をいかに乗り越え、

現在に至るまで権力を保持してきたのかというテーマは、

近年の中国政治研究者の関心事である。例えば、George 

Washington 大学の David Shambaugh 教授は、中国共産党

は旧ソ連や東欧諸国の共産党政権とは異なり、常に大胆か

つ果断なる改革により時代の変化に適応してきたと論じ

ている。また、Bruce Dickson という研究者は、共産党の

生命力、生存能力の源がどこにあるのかを論ずるにあたり、

共産党が統治技術として「包摂」と「コーポラティズム」

という手段をとっているからだと論じている。 

「包摂」とは、例えば 1990 年代以降、天安門事件につ

ながる民主化運動の担い手になった知的エリートに対す

るリクルートを強化し、学生知識人たちを中国共産党へ入

党させようとしたり、さらには江沢民時代に「３つの代表」

という言葉に示されたように、新たに成長してきた私営企

業家たちの入党を認めことで、知的エリートのみならず、

経済エリートをも党内部に包摂するということだ。国を動

かすあらゆる分野のエリートを党の内部に包摂すること

で党の生命力を増し、生存能力を高めるというやり方であ

る。 

「コーポラティズム」においては、「包摂」によって幅

広いネットワークを築いた上で、社会に存在する様々な利

益とそれを代表する団体を統制管理すること、つまり、厳

格なヒエラルキーの下、他分子を組み入れつつ厳格に管理

するというもので、これこそ共産党が生命力を獲得するた

めに利用してきた統治技術である。 

 

一方、社会の様々な利益に対して統制管理を強めるとい

うコーポラティズム的手法をとりながら、党による統治が

不足している社会サービスや公共サービスの場において

は、権力構造の内外に存在する幅広い市民社会組織を利用

してきた。ここに注目し、中国共産党の“適応力”を論じ

たのが Jessica Teets である。彼女いわく、共産党は活性

化する市民社会を利用することにより党のガバナンスを

改良し、既存の体制を「諮問的権威主義」として弾力性と

持続性があるものに変えてきたと論じている。これは私の

研究にも関係するところだが、確かに中国の団体管理のあ

り方をみていると、厳格な管理という側面と柔軟な利用と

いう側面の両方が混在する。 

 

スライド資料に 2011 年時点の市民社会組織団体の配置

を示した。かっこ内の数字は団体数を意味するが、ここに

数字があるということは党政府がこれら団体組織を把握

しているということである。法に基づき登記をし、厳格な

党政府管理の下に置かれたコーポラティスト的団体であ

る。しかし実際には管理の枠外にも無数の未登記団体や、

企業登記しながらも公共的活動を行っている団体があり、

それら未登記団体の中には、登記するために必要な法律上

の資格を満たすことができない、あるいは主務官庁を見つ

けることができないという団体もあれば、行政指導を嫌っ

て任意団体として活動している団体もある。そういったと

ころも合わせると、現存する団体総数は約 1,105 万団体を

超えるという推計があり、民生部門あるいは人民団体とし

て登記されている公式団体が 905 万団体とすると、その他

草の根的ＮＧＯなど未登記の団体は 200～270 万ほどある

のではないかという。数年前の推計なので、今はもっとあ

るかもしれないが、少なくともこれだけ多くの団体が活動

している。 

政府はこれまで自前で十分なサービスを提供できない

環境保護、貧困撲滅、ジェンダー、障害者支援、高齢者サ

ービスなどといったところに、登記未登記の別なく、団体

の役割を積極的に活用してきた。団体、市民社会組織、Ｎ

ＧＯへの政府による業務委託が幅広く展開され、政治学者

や社会学者の注目を集めている。財政予算を投じて団体か

らサービスを買う、経費を払ってサービスを委託する、こ

ういった市民社会に対する対応の柔軟性が、社会との間に

ある種の共存関係を生み出し、政権の安定に寄与している

のではと主張する学者もいる。 

しかし、市民社会と国家との共存には限界があるのでは

ないだろうか。環境問題にしても貧困問題、ジェンダー問

題、高齢化問題にしても、それらを尽き詰めていくと、中

国においては政治問題としての性格が強くなり、そこに切

り込もうとすれば、どうしても権力とぶつかる場面に遭遇

する。弾圧されては元も子もない。結局のところ、市民社

会組織は一線を越えない範囲で活動している。よって、問

題がより深刻化したときに、果たして共存がうまくいくか

どうかは疑わしきところが否めないのである。 

 

 中国の重層的政治構造についても指摘がある。年間 10

数万件といわれる集団事件が起こっているにもかかわら

ず、なぜ政権は揺るがないのだろうか。それは、事件が地

方に留められているからだとも言われている。 

先に紹介した国分先生と共編した本に、日本国際問題研

究所の角崎信也氏に一章を執筆してもらった。角崎氏は重

層性を保つことこそが共産党の統治技術だと明快に論じ

ている。曰く、具体的な利害対立、土地の収用、汚職など

をめぐる人々の抗争について、党はむしろ許容するのだと。

中央政府は末端における利害対立を許容することにより、

怒りの矛先を中央の統治に関する「より根源的な争点」か

ら反らし、矮（わい）小化するのだという。つまりは不満

鬱積社会のガス抜きで、集団騒擾（じょう）事件と集権的

統治は共存関係にあるのだと論じている。 

 

後に、集権的政治が長期にわたり安泰かどうかという

問題がある。これは、社会が集権化を受容するロジックを

どこまで実現できるかという問題であり、ポイントは２つ
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挙げられる。 

一つに、中国共産党が「賢人」なる統治者として、効果

的かつスピーディな改革を断行し、国民生活の持続的向上

を実現できるかということだ。権力を集中させて抵抗勢力

を抑え、スピーディな改革の推進により効果を上げること

ができれば、中国経済が直面している様々なリスクを克服

でき、人々の生活も向上し、共産党支配の正当性を保持す

ることができるだろう。だが、もしも頑強な抵抗勢力の前

に屈し、自らの保身も手伝い、改革が中途半端あるいは

遅々として進まないということになればどうなるだろう

か。その場合、中央政府は地方レベルの金融危機に対して

財政を主導させ、政権を揺るがすような大きな混乱になら

ないよう、リスク的事態を回避するのではないだろうか。

また、不満を高めた民衆の抗議に対しても公安を始動させ、

インターネット世論管理などに莫大（ばくだい）な予算を

つぎ込み、徹底的に情報管理を行うことで、危機的状況を

乗り切るかもしれない。しかし、それは結果的に高い統治

コストとしてついてしまう。専門外のため今日のトピック

からは外したが、少数民族の問題は解決の見込みが立って

いない。経済的発展により生活が向上すれば人々の不満も

治まるというロジックは、少数民族問題やアイデンティテ

ィの政治を求める人には通用しない。つまり、二つ目のポ

イントとして、こういった状況の中で果たして中央政府は

コスト高の集権的統治を実行する体力を長期にわたって

維持できるのかという問題がある。 

 

体力とはつまり経済力といえるのかもしれない。経済力

を駆使して公安体制を整え、金融リスクを回避する。今で

こそ中国の経済発展は続いているが、果たしてこれが無限

に続くものだろうか。急速に高齢化社会へ向かう中で、こ

れまで通りの経済成長を続けられるかどうかが一つの大

きな争点になっており、新しい状況下で経済成長に歯止め

がかかるならば、中央政府の体力も衰えてくるのではない

かと思われる。そうした中で中国共産党が「支配の合法的

正当性」を獲得していくためには、これを合法的なものに

変えていかなければならない。そして、より多様な利益を

柔軟に取り込んでいけるような利益代表システムを構築

し、全てを中央が担うのではなく、ゆくゆくは政治の責任

を国民も含めて分担するような体制によって統治コスト

を削減しなければならないのではないだろうか。 

雑ぱくではあったがこれにて一区切りとしたい。ご清聴あ

りがとうございました。 

 

 

【質疑･応答】 

（JST中国総合研究交流センター 倉澤副センター長） 
明快なお話の中で、集権化のコストが高くつくという論

点が印象的だった。 

会場から質問をお受けする。端的かつシンプルに質問をま

とめていただけると幸いである。 

 

（フロア） 

一点、理解し難かったところがある。集権化を要する社

会のところで、中間団体の内的結集力が国家的結合に結び

ついているというくだりについて、もう少し具体的に教え

ていただきたい。 

 

（小嶋） 

中間団体の内的結集力が国家的結合力に結びつくとい

うところについて説明を加えたい。明や清王朝時代にも、

社会には様々な業界のギルド的組織が存在した。それら組

織には「リーダー」がおり、内内の私的なネットワークを

持ちながら営まれる団体であったという。そのような結集

力は国家と対抗的なものなのか、国家統合にとって阻害要

因となるのか、または統合の促進要因になり得るのかとい

うことを考える時に、中間団体の性格としてある種の「ネ

ットワーク」が築かれることで、その団体のリーダーさえ

取り込めば国家的統合に有利に働くという視点でみる研

究成果が多くあったということだ。当時の社会団体の役割

をみると、国家ができない公共サービスをそういった団体

が分担することによって国家権力を支える側面が強かっ

たといわれており、それが今の社会にもある程度通ずるの

ではないかと考えられている。 

 

 

 

（フロア） 

生々しい話が多く、伺えば伺うほど、何をどのように理

解したら良いのか分からなくなった。統治原理が違うとす

る巨大国家があり、その違い自体が駄目ということなのか、

もしくはそれぞれの国家民族にはそれぞれの伝統があり

多様性がある、その多様性を認めながら国際的な相互依存

の中で生きていくということなのか。また、その相互依存

というものは統治原理の違いにどう絡み、先生からみたと

きに中国にどうなってほしいと思われているのか。一つの

モデルとして研究しているだけで、統治原理の違いが前提

だとしているだけなのか。全体的に難しいという印象を受

けた。今の地域住民に対し、生活に根ざしたところについ

てはたいへん許容性が高いが、エリート階層が持っている

ような新しい理念や体制は徹底的に封じ込めている。では、

それは誰にとって何が困るのかというところが今一つ判

然としなかった。 
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（小嶋） 

これはまさに苦悶しているところ。 後のくだりで、中

国は支配の合法的正統性を獲得してより多用な利益を包

摂できるような、国民の参加によって国民にある種の政治

的責任を取らせるようなやり方をとったほうがいいとい

う結論を出した。が、西側的な選挙制度や民主主義を取り

入れるべきかというと必ずしもそうではなく、高すぎる統

治コストが中国の安定にとって大きなリスクになると考

えている。統治コストを減らすために、中国的方法でいい

から何らかの責任分担のシステムを構築すべきだろうと

いうのが私見で、どうなってほしいということではない。

基本的には国民が納得し、そこに均衡があるのであれば、

それこそが中国にとって望ましい統治だろう。 

 

（フロア） 

まず、4枚目のスライドについて伺いたい。習近平氏に

権力が集中しているというところだが、国防動員法に基づ

いてつくられた国防動員委員会は李克強が担当しており、

ここでは全ての金融、物資、人員を動員することができる。

なぜここで習近平が出て来るのだろうか。 

もう一つ、スライド 5枚目のところだが、三中全会の決

定では長年の改革派の要求がほぼ全て書いてあり、実際に

金利や為替が自由化に向かっている。先生のご専門からみ

た時、統治コストが高すぎることから、経済分野の統治コ

ストを引き下げるために市場経済化を進めて他の部門に

統治コストを配分したいのか、もしくは全体としての統治

コストを削減するために一番お金のかかる経済分野の自

由化を進めているということなのか。 

後にスライド 7枚目について伺いたい。膨大な数の団

体があるが、どのカテゴリーまで党の組織が入っているの

か。全体とすればそれだけで 1,100 万人を超え、党員数が

9,000 万人を超える。これだけで非常に高いコストになら

ないか。 

 

（小嶋） 

国防動員法のトップが、なぜ李克強かということについ

ては正直なところ説明がつかない。改革を担うもの全てを

党中央に集めたとしているが、それを実行する実務に関し

ては、全ての分野にわたり役割分担という形が取られるの

かもしれない。共産党中央軍事委深化国防・軍隊改革領導

小組の改革の統括者が習近平であるにもかかわらず、国防

動員に関わる実務のトップが李克強ということはそうい

うことかもしれない。が、正直なところ、現実のところは

分からない。 

2 番目の質問、金利の自由化を含む経済の自由化と統治

コストの削減の関係についてだが、金利自由化が即、統治

コストの削減ということではなく、間に一つクッションが

あるものと考えている。金利の自由化によって金融業界の

透明化と体質の強化を図らなければ、いつまでたっても地

方政府との癒着関係は解消されない。無茶な融資により不

良債権がたまり、金融リスクが高まっていく。そうなると

統治コストがかかるという意味で、そういうつながりで捉

えている。 

後の質問、無数の団体の中に党組織がどれだけつくら

れており党がどれほどグリップをきかせているかについ

て。人民団体に関していえば、それらは共産党の直属団体

のため、党の一部、つまり、党の完全なるグリップの下に

置かれていると考えてよい。例えば労働組合、婦女連合会、

共産主義青年団といった団体がここに入るが、それらは党

の完全なるグリップの下に置かれている。 

社会団体に関しては中央に登録している有名な団体と

地方（省、県）のレベルに登録する団体に分かれる。中央

レベルの大きな団体にはほぼ全てに党組織があると思わ

れるが、具体的に調査したわけではない。地方の社会団体

に関しては、自分も北京市、浙江省、黒竜江省の省レベル、

地レベル、県レベルについて大規模なアンケート調査をし、

その本が 5月に出版される。その調査において、団体に党

組織があるかどうか、指導者は党員かという質問項目を設

けた。その結果、社会団体の党組織設置率は 20％に満た

ない程度だったが、リーダーが党員である比率は 7割くら

いだったと記憶している。基金会に関しても大体その程度

であった。コミュニティ組織に関して言えば、都市、農村

それぞれに委員会があるが、それら自治的な組織と並んで

その先には党支部が置かれている。今は、自治組織のトッ

プと党支部の書記を兼任させるという方針で動いている

ようだ。 

 

（フロア） 

中国が多くの課題を抱えており、そのために改革が必要

であるということは前政権の時も同様だった。現政権も課

題に対する強い認識を持っているが、改革を実行できるか

どうかというところだろう。前政権との違いとして、現政

権は集権化により権力が一極集中しているとのことだが、

自分が見る限りにおいても、李克強の出番がなくなり影が

薄くなっているようにみえる。あれほどの大国において、

改革のトップが習近平一人で務まるのだろうか。判断や決

断が遅れたりしないのだろうか。果たして長続きするのだ

ろうか。従来は首相が経済分野を担当するなど、分担して

いたものを一人にして大丈夫なのだろうか。 

 

（小嶋） 

先ほど紹介した様々な領導小組改革の全てのトップに

習近平が座っている。あらゆる分野の統括を習近平一人で

できるのかということだが、決して彼一人でやっているわ

けではない。習をトップに据えたということが何を意味し

ているのか、つまり、党が一丸となっている、本気だとい

うアピールである。実質的に習近平が全て采配を振るうか

といえばそれはまた違う問題になろう。 

本来実務を担うべき国務院のトップ、李克強首相の影が

なぜ薄いのか。中国は党が国家を凌駕（りょうが）する社

会だ。国家のトップが権限を握るよりも、名目的にも党の

トップに権力を集中させたほうが下は従いやすいという
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判断の下、国家―国務院ではなく、権力を党に集中させる

べく制度化を進めているのではないかと思う。江沢民時代

に手腕を発揮した朱鎔基首相が、なぜ国有企業改革を思う

ようにできなかったのかというと、一つには国務院総理で

ある朱鎔基が目立ちすぎ、経済改革を進めることに対して

党トップの江沢民や守旧派の李鵬が快く思わなかったと

いうことが伝えられている。 終的に国有企業改革の主導

権を国務院が取るのか党が取るのかといったとき、様々な

せめぎ合いが起こり、党に回収した結果うまくいかなかっ

た。方針をめぐって党と国家が対立する状況は改革にとっ

て望ましくはない。李克強も、今の危機を乗り越えるため

には習近平の下に権力を集中させることが必要だと納得

した上で従っているのではないだろうか。 

 

（フロア） 

今日の話の中で、とりわけ地方組織、中間団体の話が面

白かった。内藤湖南の本を読むと、血族集団がそういった

組織の中心になっていて、それがいまだに続いており、悪

い方にも良い方にもいろいろな集団があるという。先生の

提示された社会団体の組織図にもそのような血族集団が

生きているのだろうか。もしくは、これとは違う論理構成

で新しく組織されているのか伺いたい。 

 

（小嶋） 

この図の中に相続は含められるものではないと思う。相

続の捉え方は難しい。例えば福建省に行くと、相続のネッ

トワークが奨学金を出すなど、公共サービスの担い手にな

っているという事例も多くある。それらに○○協会という

ような名前が付けられた時、はじめてこの図に入ってくる

のだろう。未登記の任意団体の背後に相続のロジックが組

み入れられていると理解していただきたい。 

 

【閉会】 

本日は中国の統治構造について明快に論じていただい

た。 

これにて第 70 回研究会を閉会する。 

               （了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 講演資料 
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