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■ シンポジウム開催報告 ■ 
「中国共産党第十八回三中全会“決定”： 新しい管理戦略と改革綱領」 
 
日 時：2014 年 5 月 22 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 

第 18 回三中全会の「決定」は、今後の中国の発展に大き

く影響する。本講演では、その「決定」の背景、内容、実

施などについて、マクロ・ミクロ的に分かりやすく解説し、

中国の「改革」の真髄に迫り、今 後の中国政治の発展方向

を探る。 

習近平政権発足から 1年あまりが経過し、経済分野では

民間への権限委譲を進めているものの、政治改革は棚上げ

となったまま権力の集中化が進んでいるといわれている。 

故鄧小平氏が改革開放を決めた 1978 年の第十一回三中全会から 36 年、「管理」と「改革」をどのように調和させ

ようとしているのか、「中国共産党第十八回三中全会“決定”： 新しい管理戦略と改革綱領」をテーマに、国際政

治学を専門とする清華大学政治学部長の張小勁博士の分析と解説を伺う。 

  

 

【講師紹介】 

張 小勁（ちょう しょうけい）氏： 清華大学 政治学部長 

 

［略歴］ 

1990 年、中国人民大学国際政治学博士号取得。米国 UCLA 訪問学者、英国 Durham 訪問学者、

仏国 SciPo 訪問学者など経験。中国人民大学国際政治学部教授、清華大学政治学部教授を

歴任し、現在、清 華大学政治学部長。中国欧州学会北欧研究委員会秘書長、中国政治学

会理事、教育部人文社会基金評価委員などを兼任。専門分野は中国政治学、国際政治比較

学など、著書多数。 
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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 深澤調査役） 

これより第 71 回中国総合研究交流センター研究会を開

催する。 

今日は清華大学政治学部長の張小勁先生をお招きした。

昨年 11 月に中国共産党第 18 回三中全会が開催された

が、その決定、新しい管理戦略と改革綱領について、

先生の多面的な分析によるお話を期待している。 
先生は 1990 年に中国人民大学国際政治学部で博士

号を取得後、米国 UCLA、英国 Durham 大学、フラン

スのパリ政治学院を経験され、その後、中国人民大学

国際政治学部教授、清華大学政治学部教授を歴任、現

在は清華大学政治学部長に就いておられる。その他に

も中国欧州学会北欧研究委員会秘書長、中国政治学会

理事、教育部人文社会基金評価委員などの要職を兼任

されている。専門分野は中国政治学、国際政治比較学

などで、多くの著書をお持ちである。 

 尚、本日は中国総合研究交流センターの秦舟フェローが

逐次通訳を務めさせていただく。 

 

【講演】 

 皆さんこんにちは。 

 今日は中国共産党第 18 回三中全会の決定について、

その分析だけではなく、中国の政治全体について分かりや

すくお話したい。三中全会の決定は、正確には 2013 年

11 月 12 日にダイジェスト版が出され、16 日に党とし

ての正式な決定が公開された。この決定をみたときに

は私達も少々驚いた。まるで教科書のようなものとな

っており、その中には中国共産党、あるいは中国の政

治体制の社会に対する干渉力や統制力といったことに

ついて、新しいことが多く謳われていたからである。 
中国国民が一番関心をよせるところに『一人っ子政

策』があるが、これに関する決定が出された夜、居酒

屋などでは多くの国民がこれについて談義をしたよう

だ。この決定は翌日の株式市場にまで影響した。『一人

っ子政策』において二人目を産むことができるとされ、

その二子目に関連すると思われる株が上がったのだ。

これまでの数字から推計すると、二人目を産めること

により、1 年で約 100 万人の新生児が増えると考えら

れる。このおかげで日本でも玩具メーカーの株が上が

ったという話が聞かれた。 
このように一般国民としては自分たちの生活に密着

するような決定に強い関心が示されるが、政治学者と

してはこの決定が政治にもたらす影響力について分析

を進めたいところである。 
目次にあるとおり、今日は５つのポイントについて

お話しするが、一番細かく述べたいのは 3 番目の「『決

定』に対する貫徹と実施」についてである。決定が公開

されおよそ 190 日が経過し、既に実行に移されていること

も多くある。まずはそれについて少し紹介したい。 

 

 

 

はじめに決定に関する準備、背景について話したい。こ

の準備段階においては二つのことがポイントになってい

る。一つ目は、中国の改革開放から 35 年が経っているが、

今回の決定が新しい出発点として、新しい改革が実施され

るという点だ。習近平主席は準備段階からいろいろな仕事

をしており非常に注目を受けていた。改革開放から 35 年、

昔と比べて現在の中国の姿はかなり大きく変化している。

例えば、経済は急速な発展を遂げている。今、中国で一番

重要な問題は、「これから迎える転換期をどうするか」と

いうことだと言われている。社会というより経済に関して、

これからの 5 年 10 年にいかなる発展、さらなる発展を成

していけるか、また中産階級をもっと増やせるかどうかが

ポイントになると思われる。もし、この 5～10 年でさらな

る発展ができれば、中国は中等的な経済国から先進的な経

済国に発展できるだろうとも予想されている。 

もう一つは、中国国内における社会矛盾やトラブルの発

生が非常に大きな問題となっていることだ。 近のニュー

スによくみられるように、テロ事件や民衆による抗議活動

の多発が重要視されている。さらに、国際的な関係が厳し

い状況となっている。中国の経済が今後さらに発展すると

なると、グローバルな面についても影響がおよぶのではな

いだろうか。 

現在のリーダー層は社会発展のみならず経済発展にも

これまで以上に注目しており、経済の活性化が今後の中国

において大きな力になるとみている。私たちは大きな情勢

や背景からいろいろな結論を導き出すが、今日の講演で一

番お話ししたいのは、改革段階における関係者たちの利益

配分がどのように変化していくかということだ。 

 

図をみてほしい。利益相反に関して人々を４つのグルー

プに分け、時間軸を改革の二段階に取り、ここにおける彼

らのアクションを示した。上段は改革の初期段階で、30

年前当時。真に解決すべきは食糧問題だった。いかに国民

の腹を満たすかということが大事だった。実名を明かして

しまうと、ここにおける“設計者”とは鄧小平と周りの支

持者らで、改革を実施することにより経済状況を向上させ、
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人民たちに食べさせることから始めようとした。ここでは

大きな議論はあまりなく、常識的な判断に頼る。改革開放

は当時において非常に新しい考え方であり、それをどう捉

えるかという判断は様々あれども、実際に判断するのは 

“設計者”である。そのため、行政的“実施者”は上の判

断に従い、何があっても改革開放を忠実に実行しようとい

う気持ちでいた。新しい改革によって利益を得る人は受け

身的、つまりは上の判断に従う人であり、損をする人は改

革開放に消極的な姿勢を示した人となる。  

30 年前からは想像し難いが、現在においてはこのアク

ションの中身がかなり変化している。今の中国では、専門

的知識が非常に重要な意味を持ち必要とされている。先程

言ったような社会矛盾やトラブルといった表面的な問題

の他にも潜在的な問題が多く存在する。そのような中で重

要なのは、“実施者”、つまり党幹部たちの考え方－分権化

や利益に対する見方が変化するということだ。彼らは昔の

やり方にこだわらない。国家のための善し悪しを判断しな

がらも、国の利益が自分の利益に繋がることを考え、自ら

の判断で国と自分の利益を追求していこうとする。決して

受身ではなく、自ら積極的に利益を勝ち取りに行こうとす

る。利益喪失者とカテゴライズした人々の中にもいろいろ

な人がいるが、ここで利益を失った人たちはその状況に対

抗すべく、積極的に闘う姿勢をみせるだろう。状況は複雑

になっていく。 

ここで“利益集団化”という言葉が出てくるが、この言

葉が意味するところは日本や欧米とは異なる。中国におけ

る“利益集団化”には中国ならではの特色がある。民主主

義、資本主義の国においては一般的に“利益の集団化”と

は例えば民営企業の利益によって影響力を高めようとす

る動きだろうが、中国においては民営企業が利益を求める

ということではなく、政府部門に属する公務員たちが特権

集団として出てくる。特権集団である彼らが利益を求める

ようになるということを意味しているのだ。習近平体制に

なってから公務員に対する腐敗への取締りは厳しくなっ

ているが、それもこのような“利益集団化”現象があるか

らだ。 

ご承知の通り、腐敗に関する金額は驚くレベルになって

おり、世界的にみても相当な額だ。一例をあげると、先月

捕まった中国エネルギー局のひら
．．

課長の汚職金額は 1 億

元だった。ただのひら
．．

課長であっても汚職レベルはそれほ

ど大きい。 

「何故たくさんの貨幣ができてもお金が足りなくなる

のだろう」という中国的ジョークがある。答えは「お金を

隠す人がその分たくさんいるから」だ。 近の特権集団は

経済的力もあるが、さらに自分自身の力を拡大しようとす

る。特権部門の腐敗に対する取り締まりは今回の決定にお

ける大きな特徴になっており、これまでの腐敗と取り締ま

りの状況からみても、中国はこれから大きな転換期を迎え

ることになるだろう。また、それは 近の公共政策の矛盾

やトラブルなどの原因にもなっている。従来、中国の権威

はかなり集権的だったが、かなり分散されてきている部分

がある。日本にも同じようなやり方があるかどうかは知ら

ないが、中国では一つの案件について複数の行政部門が競

争的に同時管理を行うという非効率なやり方をしている

ところがある。利益をもたらす部分があれば管理権を争い、

うまみが無ければ管理してもしなくても、どちらでもよい

のだ。 

 

これまでの一年で習近平書記は何を行ってきただろう。

分析するにあたり時間軸で表した。上の方、線で囲ったと

ころは三中全会の準備のための仕事を、下方には習主席や

支持者たちが幹部たちに対して何を行ってきたかを示し

ている。これをみると、党幹部たちに対して統制力を強め

ていることが伺える。つまり、習主席の中国社会全体に対

するコントロール力が強く大きくなっているということ

だ。三中全会における決定を速やかに実行できるよう、全

体的に肯定的な雰囲気を出したいという目論見もあり、事

前にこれだけのことを一生懸命やってきたと社会にアピ

ールする意味もあるだろう。 

中国に詳しい方はこれをみればすぐにお分かりだろう

が、ここでは常務委員会や政治局の会議が開かれており、

原稿案を作る時には 80 何回もの会議を重ねるなど、随分

と長い時間をかけていた。それぞれではあるが、案を作る

際に新しいアイデアを出し、それを慎重に検討することも

多くあった。 

先程お話したとおり、 近の中国は社会環境が複雑にな

ってきている。三中全会の準備期間はすなわち危機管理の

期間という言い方をされることもあった。11 月 12 日にダ

イジェスト版が発表されたときには大きな反響と多くの

議論をよび、翌日の上海株式市場は急激に下落、決定の全

貌を予定より早く公表しなければならなくなった。決まっ

た日より早い日に公表されるようなことは今回が初めて

だ。 

 

習近平主席の仕事には２つの新しい要素がある。 

まずは対外関係としていろいろな国を訪問し、新たな始

まりについての表明を行った。また資料に示したように、

自分の支持者たちを重要なポストに就任させた。配布資料

に具体的に挙げたが、この 6人は三中全会で案を作る際に

非常に重要な人物で、現在は要職に就いている。例えば中

央財政グループは主席が一番大事にしている経済顧問の

ポストだ。中央組織部の陳希さんは清華大学の出身で習主

席の同級生でもあり、前職は清華大学の党書記だった。軍

事委員会委員の鐘紹軍さんは 10 年以上も習近平の秘書を

していた。また中央宣伝部の黄さんと国家安全委員会の蔡

さんは長い間、習近平の部下だった。このように、自分の

支持者たちを党の主要なポストにつけている。 

習主席はこれら支持者と一緒に決定文書を作った。今回

の決定において一番大きな特徴は、習近平本人が実際に陣

頭指揮をとり作成したという点にある。起草者は 60 人で

7グループにもなり、これは史上 大とも思われる。この
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60 人の内、30 人は全国の各省庁/組織/地域のトップから

集められた。原案は何度も繰り返し検討され、中央委員を

決める時などは一人に対して 8度も議論がされた。ここで

従来と異なるのは皆が自由に意見を出し合っていたこと

だ。これは全く新しい特徴で、 初に議論するときにテー

マは何も無く、何を改革したいかということを自由に言い

合う。個人が思う改革したい事柄を全部出し合えというこ

とだ。これにより 336 項目の具体的な改革策が出され、実

質的な決定として、 終的に 336 の改革事項とされたので

ある。 

 

 

 

「一人っ子政策」においては二人っ子までいいとなった

ように、今回の改革では実質的なことが多く入っている。

また、中国国家安全委員会を設立させるというのも大きな

決定だ。 終文章は 21,000 字だが、具体的な項目が 336

も入っており、従来の 21,000 字とは大きく意味が異なる。 

この決定内容を出て来る言葉の回数で考え、キーワード

を拾って統計的に分析すると面白い。21,000 字の中に出

て来る単語の頻度を図に示した。“制度”という言葉が 183

回登場しており、これが今回の政策で非常に重要視されて

いることが一目瞭然である。次いで改革、メカニズム、市

場、経済と重要になっている。これは今回の改革の第二の

特徴ともいえよう。 

 

次に示す表もこれまでの決定内容を比較するに面白い。

第 11 期三中全会から今回までのコミュニケについて、“長

さ”としているのは文章の長さで（文字数）、右に羅列す

る単語の出る回数を比較した。概観すると、今回の第 18

期では“改革”がたくさん出ており、改革意欲がこれまで

に比べて非常に大きいことが分かる。コメントを加えると、

“社会主義”の回数は従来も多かったが、今回の決定にお

いてもこれまでに劣らず多出している。よって、今後も“社

会主義”という中国独自の特色を失うことはないだろう。 

 

この決定から新しいアイデアも生まれている。ガバナン

ス・システムというものが中国において初めて出たのであ

る。これは習主席自らが出し、今回決定の総目標ともなっ

た。ここでガバナンスを出すということはつまり、これま

での経済における物質的な発展のみならず、制度的な発展

を求めていくという習主席の考え方だともいえる。改革自

体も昔の単一的な政治や単独的な経済発展ではなく、国に

よる管理と制度化を目指すという方向性を示している。こ

れは大きな転換点ではないだろうか。昔は試行錯誤しなが

らいろいろとやってきたものを、これからはきちんと制度

化していくということだ。社会の中にもいろいろな階層が

あるため、格差から生じるトラブルを避ける意味も含まれ

ているかもしれない。ガバナンスとしたところで国際的に

も同じような考え方になりつつあるといえる。 

習近平主席がガバナンス・システムや制度化をこれほど

重要視する背景は何だろうか。先にも話したように利益の

集団化が全く管理されていない、あるいは政府が制度化さ

れていないことから、中央が集権的に制度化することが重

要だということだろう。中央内に蔓延る“利益のための非

効率”に対して、統制を強めたいということだ。これはロ

シアの崩壊にもつながるところがあるかもしれないが、い

くら経済力が強くなっても、社会的な統制力を失えばいず

れ国内は分裂してしまう。つまり、ガバナンスの制度化と

は経済の面だけでなく、社会的な活力をもっと出すように

したいという考え方だ。さらにいうと、集団利益や経済格

差に関するトラブルを制度化によって解決したいという

ことである。経済発展においても、今後、様々な問題が出

てくると予想されており、それらを解決するためにも制度

をしっかり整えていく必要があるとみている。 

 

「決定」の内容に関して、ガバナンスの分析をしたので

紹介したい。 

マトリックス方式で考え、このような図にした。Ａの部

分は今回のイノベーションに関連するところだが、ここに

挙げた国際経済、国家、政府、社会、法律の定義は従来の

考え方と変わっている。制度化は高い概念として掲げられ、

さまざまな分野とレベルに及んでいる。三中全会の決定に

おけるガバナンスの制度化に基づき全体的な制度が変わ

り、またそれによってこれまでの定義も変わってくる。 

ガバナンスを研究している人は既に活用しているかも

しれないが、国際的論理に基づく考え方でこのような図が

書けるようになる。ガバナンスを理論的に表現するのはな

かなか複雑なところだが、実際に決定で出された内容をこ

の概念からみると面白いことも見つかる。 

この決定には 3つのポイントがあると考える。一つは政

治的な国家や制度の変え方。もう一つは市場の方で、さら

にもう一つが社会である。これら 3つのポイント－集団の

関係を処理するためにこの決定がある。 

まずは政府と市場の関係で、改革を制度化して市場をさ

らに発展させるための環境を保持したいという考え方だ。

今回、初めて“市場の決定的な作用”という言葉が出た。

市場に対する政府の役割をこれまでとは変え、市場の考え

方を守り保護し、マーケットの秩序を保つためとしている。

市場の力をもっと大きくするということだ。もう一つは国

家と社会の関係についてだが、民主と法治を推進すること

によって社会の活力を促すという考え方だ。こういった考

え方から、今回の決定は学者や理論家から支持されている。 
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ここに書いてある政策には既に実行されているものも

ある。まずは中央レベルにおける会議や意思伝達の風通し

を良くし、それを地方政府にまで届けること。これは中国

ならではのことだが、中央で決めたものを地方政府が忠実

に実施するということを意味する。 

実際に実行に移したところで、成果がみられたこともあ

る。習近平主席の元に改革の指導グループが設立され仕事

をスタートしているが、一番大きな変化がこの周辺に発生

している。特に、 “弁公室”に多くの変化がみられた。

先程紹介した三中全会の文章を作る７つのグループの内、

４つは経済と関係があるが、今回の経済改革に関する全て

は一つのグループにまとまるため、より手厚くなる。また、

生態環境や環境問題に関する改革も入っており、経済や環

境問題に対する解決を集権的かつ制度的に強く進めると

いう意識がみてとれる。 

さらに新しいものも入った。今回、改革ポイントとして

初めて“民主法制”という言葉が出た。これから四中全会

が開かれるが、これは主に法制度に関する改革についての

会議だろう。 

もう一点、重要なところに紀律検査がある。紀律検査体

制改革グループの示す意味としては、腐敗に対する取締り

力を今後さらに大きくしていくということだ。また、国家

安全委員会は新しい省庁として設立された。政策の作成や

その実行方法、制度の検討などといった準備作業に取りか

かっている。これはつまりガバナンスであり、統制コント

ロールを強くするということで、先の話の繰り返しになる

が利益の権力集団といった問題があるため、施政権力を集

中させた委員会を設立したのである。周辺外交工作座談会

という会議は昨今の国際関係の緊張を解決するためのも

のだが、同時に東海防空識別区という政策が出ている。外

国との関係を良好な方向にもっていこうとする一方で、ト

ラブル対処について横の共通認識が出来ていない。国家安

全委員会の役割は全体の考え方を取りまとめ、協議の上で

形にするということだ。 

 

改革にもいろいろな形があり、達成に係る難易度と複雑

度を相関的に考えることができるが、 “除去型”改革は

一番簡単にできる類の改革だろう。例えば“一人っ子政策”

を取り消す、というように、過去の政策を取り消すことは

簡単だ。いずれにせよ、いろいろな改革が 336 項目もあり、

実際に実行するには困難が多いだろう。総合的改革におい

て、336 項目というのはあまりに膨大だ。決定が出されて

から 190 日が経過したが、現在進んでいる改革は決定前と

同じで、制度強化と腐敗の取り締まりである。 

今後の改革に向け、よりいい環境を作り出すことが大事

だが、党指導者たちに対する管理を強めることにより、“制

度化”をより健全化するとしている。中国には行政的な審

査権というものがあり、何かを行う際には中央に資料を出

して許可を得なければならない。具体数でいうと 500 以上

の権利が存在しているが、今は省庁の力が弱められている。 

腐敗の話だが、習近平が就任してから三中全会までに

12 名の大臣レベルが捕まった。つまり、1ヶ月に一人の大

臣が捕まっているという計算になる。三中全会以降、また

15 人が捕まった。今では「15 日間で一人が捕まる」とい

う計算もある。大臣レベルや党指導者管理者だけでなく、

これまでに 1万人以上が捕まっており、厳密にいうと大臣

レベルが 5 人、日本で言う局長レベルが 50 数名。この取

り締り方をみても、腐敗に対する力は大きい。ちなみに、

一万人の捕縛者の 90％以上は女性関係に端を発する金銭

問題であり、そういう意味では日本と同じかもしれない。 

 

マクロ経済的には、ここに書いてある５項目において改

革が進められている。４番目にある“金融管理構造の改善”

では新しい金融政策として、金融市場に対し９つの管理政

策が出された。 

ミクロ経済的には民営、国営の企業問題と不動産問題に

関心が集まっており、それらについても問題解決に向けた

改革が進められている。政治分野では法制度の考え方や腐

敗対応が進められており、公務員への締め付けが強くなっ

ている。これまで“灰色収入”と呼ばれていた腐敗収入が

減り、公務員たちは不満を感じている。これも大きな社会

問題だが、一般的に公務員の収入は決して高いとはいえず、

真っ当な収入だけで生活できるかどうかという問題もあ

る。 

 

 
 

改革とはリスクを伴うものだ。そのリスクを内部的リス

ク、社会的リスク、国際的リスクに３分類した。言い替え

ると、政変、民変、兵変である。政治変動は政治制度が変

わること。民事変動は一般民衆による抗議で、一国にとっ

てはこれが一番大きな問題かもしれない。ニュースでも報

じられている通り、中国では格差が非常に大きいが、一般

民衆が一気に集まって統一的な行動をするというのは難

しい。よって、中国では民変はそう高いリスクになるとは

考えにくい。兵変というのは軍事的変動のことで、外国と

の衝突などがある。 

政治変動といっても、中国共産党が無くなるということ

ではない。政策に対する様々な意見が内部で議論され、い

きなり政策が変わる可能性があるということだ。しかしこ

れはコントロール力を強めている現在の状況下において、

そう高いリスクとはいえないだろう。兵変こそ今一番大き

な問題かもしれない。このリスクが高まれば戦争になる可
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能性も高まる。３つの内部的リスクの中で一番懸念すべき

がこの国際的なリスクではないだろうか。 

これら３つのリスク問題を解決するため、状況は中央集

権的になっている。習近平主席は非常に中央集権的で、多

くの権力を握っている。ここに示す全てのグループ（小組）

の主席を務めているが、これらはどれも非常に強い権力を

持つ組織だ。 

 

習近平と以前の指導者たちの権勢を比較してみると面

白い。 

この図に具体的な名前は書かなかったが、独断制という

のは毛沢東のこと。双頭制というのは江沢民時代で、江沢

民と陳良宇の二人で権力を握っていたとき。庇護制も江沢

民時代だが、後ろには鄧小平がいて、保護されていた。後

見制は言い替えると監督制のことで胡錦濤の時代。胡錦濤

は江沢民の監督を受けながらやっていたということ。５番

目にまた独断制に戻るのだがこれが習近平体制。一切他か

らの影響を受けず、自分の独断でやる。おそらく彼の任期

が終わったら、次の世代はまた後見制になるのではないだ

ろうか。勿論、監督者が習近平だ。 

右のダイヤグラムは分野における各人の力加減を示し

ている。上の P は制度、左の P は政治、E が経済、F が財

政、M は文化を動かす力、S は社会。このように統計的に

分析するとそれぞれのパワーの強さが分かる。図から分か

るように、習近平には非常に大きなパワーがある。毛沢東

と同じような力を持ち、社会に対する影響力も非常に大き

い。ある意味、鄧小平を超えるかもしれないとも言われて

いる。 

 

 

 

習近平とはどのような人物だろうか。 

イメージ的には表の１に挙げられる「チャイナドリーム」

だろう。分かりやすいのは 3番目、３つの「不」だと思う。

回避しない、言い訳しない、困難をおそれない。つまり、

どんなことがあっても改革は止めないということだ。4番

目の４つの「一」は中国的表現のため少し分かりにくいか

もしれないが、言葉からみると毛沢東に近いイメージだ。

全ての権力を集中する、全ての敵を撃沈する、全ての改革

を徹底的にやるということ。ちなみにこれはインターネッ

トからの情報だ。改革への強い決心が民衆に伝わっている

ということだろう。 後は５つの「先」で、簡単に言うと

何事も先にやるということだ。 

 

タイムテーブルをみると、336 項目ある改革案について、

2020 年までに成果を出すという目標がある。1年で決定を

作り 7年で改革を実行するということだ。7年後、2020～

2023年の2、3年をかけて、改革の内容は再度整理される。 

次の二中大会で習近平はおそらく引退するだろう。しか

し、改革の整理があるため、引退するとはいえ後継者への

影響は大きく残ると思われる。これが胡錦濤との違いだ。

2022 年になっても彼は後継者を監督して力を発揮するの

ではないだろうか。 

鄧小平が実際に権力を握ったのが 74 歳。監督期間も含

めた 10 年間で中国は今の中国となった。2022 年に習近平

は 70 歳だ。70 代になった習近平は監督力を発揮し、そこ

から 5～10 年かけてガバナンス体制を強化してくに違い

ない。 

こういった状況を鑑みるに、今回の三中全会の決定は未

来の中国に20年30年と長く影響する大きな決定といえる。

336 の改革項目は中国を間違いなく大きく変化させるだ

ろうという予測もある。同時に、途中で大きな変化や反発

が出るのではないかという見方もある。いずれにせよ、今

後も習近平による改革は強く推し進められるだろう。以上

である。 

 

【質疑･応答】 

（JST 中国総合研究交流センター 深澤調査役） 

 ありがとうございました。それでは質疑応答に入る。講

演内容についてご質問等がある方は挙手願いたい。 

 

（フロア） 

先生のお話から、習近平政権が進めようとしている改革

の 終ゴールは法治国家にあるように感じられたが、そう

なった場合、共産党の役割はどのように変わるだろうか。 

 

（張） 

習近平は党の力を使って法治社会を推進しようとして

いる。党と政治はある程度の合意の元に仕事を進めていく

のだが、これをもっとコントロールし、党と政治が一丸と

なって法治社会に向けた動きを推し進めていくというこ

とだ。法治社会のガバナンスを推進していけば党の力は自

ずと弱くなるはずで、党そのものが法治によって管理され

ていくようになる。そしてさらに党の力は弱くなる。この

ような矛盾があるので、今のところそこまで明らかな話は

出ていない。これからの経緯を見守りながら、私たちも状

況を分析していきたいと思う。 

反対に民衆が心配しているのは、習が 70 歳になったと

きに鄧小平や毛沢東のようになってしまうケースだ。判断

ミスがあれば社会はまた大変なことになる。 

 

（フロア） 
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自分の考えだが、中国はこれから覇権主義になるのでは

ないかと思う。世界もそう思っているのではないだろうか。

先生はどうお考えか？ 

 

（張） 

現在、日本とは島の問題があるが、これにあまり意味が

ないと思っている人も実は中国には多くいる。今まで 30

年、この島問題についてもやもやしてはいたが、はっきり

しないままでも中国は大きく発展した。よってこれからの

30 年もそう変わらない、つまり島はさほど重要な問題で

はないと考える学者もいる。これだけでなく、国際関係に

関しては中国内でも様々な柔軟な声があるが外にはあま

り知られていない。メディアでは「ダメ」という声ばかり

が拾われがちだ。 

状況を客観視すると、内部的な問題が多すぎて、覇権主

義になる余裕は無い。様々な問題を解決しないといけない。

アメリカから「衰弱の大国」とも言われている。対外戦争

によって新しい発展や利益を求めるという考えはおそら

くは持っていないのではないか。 

 

（フロア） 

筑波大学には多くの留学生が博士号を取得に来ている。

自分は環境問題をやっているが、中国ではＰＭ2.5 が問題

になっており、内モンゴルでは砂漠化が進行している。 

中国政府はレジ袋の有料化を制度化し、日本円にして 5

～10 円、平均 8円でやっているが、この利用率は 35％だ。

ちなみに全県で取組んでいる山梨県では一枚5円で3％と、

殆どの人が買い物袋を持参している。これについて中国人

留学生に聞いたところ、中国人の環境に対する意識はさほ

ど大きくないとのことだった。つまり、モラルと法制度の

欠陥が問題なのではないか。もっと積極的に環境問題を研

究して政策に展開しないと大変なことになるのではない

か。政治学の視点から、環境政策についてのご意見を伺い

たい。 

 

（張） 

政治視点から環境政策に対する意識をみる必要性につ

いては同感だ。ＰＭ2.5 の件は官僚自身も危険を感じてい

るからやるというところがある。実際、環境問題に対する

民衆の抗議は増えている。自分の生活に直接的に関わるた

め、民衆にとっては経済発展より環境問題の方が大事にな

りつつある。民衆の意識が決して低いわけではなく、環境

問題にからむ官僚の利益問題になっている。しかし解決し

ないといけないという考えはある。政治的政策的に対応し

なければ解決しないこともあるし、今後、環境政策は出て

来ると思う。 

 

（フロア） 

貴重な話だった。海外でこれほど思い切ったことを言え

る時代になったのかと思うと感慨深い。 

よく“一万ドルの壁”という言い方をされるが、個人所

得が一万ドルを超えると経済の豊かさでは満足できなく

なり、精神的な充実感や自由、民主、平等といった、お金

で買えないものを求めるようになるという。中国ではまも

なくその壁を突破すると思うが、その壁の先には何が待ち

構えているだろう。「中国の夢」の「夢」について、具体

的なものがあれば紹介してほしい。 

 

（張） 

“一万ドルの壁”説だが、インターネットがこれだけ発

達した情報化社会において壁はもっと低いだろう。中国の

指導者たちも世界全体の多様化により、今後、様々なこと

が出て来るだろうと認識している。政治的には、1万ドル

を超えて自由や民主を求められた時に、いかにそれに配慮

しつつ社会を制度化していくかという、バランスの取り方

に関心が高い。党内部でも、よりいろいろな意見を本質的

に取り込むという“協議民衆”という言葉が出ている。指

導者たちは、経済発展がある段階に達したときに発生する

だろう社会問題に対する対応について考えている。 

 

（フロア） 

率直なお話に感謝したい。先ほどの質問と重なるが、外

交で友好的に進めていこうという一方、やはり国防面で突

出している印象がある。人民解放軍を統制する共産党のト

ップは習近平氏だが、軍のトップも習氏で、新設された国

家安全委員会のトップも彼が務めている。傍で見ると統制

が不十分なのではないかという疑問を抱いてしまう。それ

ほど強大な権力を誇っているにも関わらず、何故統制が不

十分なのだろうか。もしくは一部の軍人が勝手に走ってい

るのか。習氏はこの権力を生かしながら、今後うまく調整

していくかもしれないが、外交的な矛盾についてもう一度

詳しく伺いたい。 

 

（張） 

習近平が権力を握っていることは間違いないが、矛盾的

なトラブルを引き起こす細かい理由がある。軍と外交関係

とは互いに協調性が無い。習に決定を出す時はそれぞれが

個別に出す。例えば、外交の方から出された決定のタイミ

ングではそれに関する軍の反対は出ておらず、習の判断で

は「よし」となる。が、その内、軍が別の新しい判断を出

すこともある。つまり、矛盾を解決するために大事なのは、

各部門における決定をバラバラに出すのではなく、軍と外

交が互いに協調しながら出すことだ。 

これは歴史的にみてもそうで、権力が集中している時に

複数の判断が下るとき、矛盾する結果が出る可能性がある。

事前に調整ができればこういった問題は目立たなくなる

だろう。 

 

【閉会】 

（JST 中国総合研究交流センター 深澤調査役） 

時間となったため、本日の研究会をこれにて閉会する。 

（了） 
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2．講演資料 
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