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異なる視点論点⑱（2022年 11月 10日） 

中国の党大会政治報告から見えるもの 

 

中国政治は第 20 回党大会（以下、「20 大」と略称）で、米国政治は中間選挙

で、また世界情勢はウクライナ戦争で大きく変わろうとしている。この間、共著

と単著をたまたまほぼ同じ時期に出すことに追われ、時事問題の対応に手が回

らず、またご無沙汰してしまった。 

中国の行方を見るうえで「20 大」は当面の最重要な研究対象になるだろう。

党大会後の 10月 31日、ブリンケン米国務長官との電話会談でも、王毅外相・新

政治局委員は「米側が本当に中国のことを知りたければ、20 大報告書を真剣に

読んでほしい。中国の内外政策は公開で透明、戦略的意図は公明正大だ。これ以

上、色眼鏡をかけて主観的な臆測をせず、イデオロギー的偏見に目をくらませて

はならない」と語った。 

この号は「20 大」関連のいくつかの話題を取り上げ、日本を含む外部の報道

に対して、中国的な思考様式、発想法に基づいて再検証したい。 

 

一 「20大政治報告」の重み 

自分は「20大政治報告」を少なくとも 3、4回通読した。そもそも今回の報告

に三つのバージョンがある。①習近平総書記が 10月 16日の開幕式で読み上げ、

それを AI技術でほぼリアルタイムで文字化した新華社・人民日報のネット記事

（約 1万 5000字）。②当日に配布された全文（3万字余り、PDF72頁）。③党大会

の閉幕式に採択された最終公式バージョン。以下のリンクで③にアクセスでき
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る。 

① 习近平：高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家

而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告_221025 中国

政府网 

 

直後の 11 月 26 日、この政治報告の作成過程が新華社より詳しくリポートさ

れた。 

② 党的二十大报告诞生记_221026 新華社  

これによると、政治報告はそもそも「習近平」の個人的報告ではなく、前期中

央委員会を代表して「20 大」代表に対して行い、その認可を得て党の決議にな

ったものだ。作成の段階では幅広く意見を徴収し、各段階で修正が多く行われた。

やや長いが、文中で紹介された政治報告の形成過程を要約して、「子牛翻訳」ア

プリを使って訳す。 

2022年 1月、習近平総書記の主宰で政治局会議が開かれ、習が組長、王滬寧、趙楽

際、韓正が副組長を務める党の 20大文書起草組の結成が決定された。 

1 月 27 日、党中央は各地区の各部門に「20 大報告の議題に対する意見募集に関す

る通知」を出し、報告の議題について党内の一定範囲で討議を組織し、広く意見を募

集すると同時に、一部の党外人士の意見と提案を募集することを決定。 

党中央の指示に基づき、54 の機関が重点課題の調査研究任務を担当し、26 のテー

マを中心に調査研究を行い、80部の調査研究報告書、計 132.7万字を作成した。3カ

月にわたり、64 の課題組が各省区市で延べ 179 回の実地調査を、25 の課題組が 465

の部署に対して書面調査を行った。10 の課題チームは 252 の機関に特別課題の調査

研究を依頼した。各課題組は 1501回の座談会、18回のオンライン座談会を開き、延

べ 19022人が参加した。また課題組は延べ 1847人にインタビューを行った。 

習総書記は 2月、今回初めてネット上での意見募集をすることについて指示を出し

た。4月 15日から 5月 16日まで、20大会関連活動のインターネットによる意見募集

活動が展開された。 

（外部に対する意見徴収と並行して）22 年 2 月 16 日に開かれた 20 大文書起草組

第 1回全体会議は、起草組の成立に関する中央の決定を発表し、起草作業はこれで本

格的に始まった。5月 17日の第 3回会議で、20大報告の枠組み案が研究討論された。

続いて 6月 27日の第 4回会議で、20大報告の初稿の修正について討議された。 

7月 11日と 7月 21日、中央政治局常務委員会会議は、報告の送審稿を審議し、報

告稿の完備に向けて具体的な提案を提出した。修正を得た報告案は 7 月 28 日、中央

政治局会議で審議され、全会一致で賛成を得た。 

（以下は再び幅広い意見徴収へ。訳注）8月 4日、中央弁公庁は各地区の各部門に

通知を出し、20大報告の意見募集稿について一定範囲で討論し、意見を募集した。 

http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm
https://news.bjd.com.cn/2022/10/26/10197648.shtml
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8月 31日、習総書記は北京で座談会を主宰し、民主諸党派、全国工商業連合会、無

党派人士から報告の意見募集稿に対する意見を直接聴取した。 

9 月 1 日まで、20 大報告の意見募集稿をめぐって、108 の機関が 4700 人余りの意

見募集を踏まえた上で意見書を提出し、党外の人士が 10 通の書面資料を提出し、各

方面から提出された修正意見は合計 1570件で、重複意見を差し引くと 1435件となっ

た。このうち原則的な改正意見は 173条、具体的な改正意見は 1262条だ。7中全会に

提出されるまで、文書起草組は 20大報告稿に対して合計 260箇所の増筆、書き換え、

文章の簡素化を行い、各方面の意見と提案 269条をカバーした。 

9 月 7 日、中央政治局常務委員会会議で、9 月 9 日は中央政治局会議で審議。それ

を受けて 10月 9日に開かれた党の第 19期 7中全会で、文書起草グループは出席者の

意見・提案を聴取して、更に報告稿の改善・修正を行った。 

10 月 16 日の 20 大開幕式で習総書記がこの報告を行った後、開催期間中、各代表

団と列席者が討議してフィードバックした意見に基づいて、報告稿をまた修正した。

10月 22日午前に 20大の閉幕会が行われ、報告が正式に採択された。 

 

この政治報告の全文を読まずして中国の政治はどうのこうの、と言うのは厳

しく言えば、資格がない。中国側がこの報告の要点、新指導部の目指す方向につ

いて行った解説文をいくつか紹介する。 

③ 【第 20 回党大会報告を読み解く】中国式現代化の 5 つの特徴--人民網日

本語版 221125（中央宣伝部の孫業礼副部長） 

 

④ 【第 20 回党大会報告を読み解く】質の高い発展は社会主義現代化国家の

全面的建設の最重要任務--人民網日本語版 221025（国家発展改革委員会副

主任の穆虹氏） 

 

⑤ 【第 20 回党大会報告を読み解く】今後 5 年間に中国が発展に力を入れる

分野--人民網日本語版 221025 

 

日本主要メディアの報道パターンに対し、鋭い疑問提起をしたのは以下の岡

田充氏のネット記事だ。ぜひ一読されたい。 

⑥ 中国党大会「習近平氏の独裁強化」メディア報道の誤解に満ちた「日本的

中国観」（BUSINESS INSIDER JAPAN） - 岡田充 221109 Yahoo!ニュース 

 

 

二 「胡錦涛退席騒ぎ」について 

http://j.people.com.cn/n3/2022/1025/c94474-10163355.html
http://j.people.com.cn/n3/2022/1025/c94474-10163355.html
http://j.people.com.cn/n3/2022/1025/c94474-10163261.html
http://j.people.com.cn/n3/2022/1025/c94474-10163261.html
http://j.people.com.cn/n3/2022/1025/c94474-10163120.html
http://j.people.com.cn/n3/2022/1025/c94474-10163120.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/574dee6503954cae8c2e6c03c8c1d1853fc98ec6?page=1
https://news.yahoo.co.jp/articles/574dee6503954cae8c2e6c03c8c1d1853fc98ec6?page=1
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「20大」に関する報道はどういうわけか、「胡錦涛の開幕式退席」が中心的

話題の一つになった。「胡錦濤氏、係員に腕つかまれ退席」「【胡錦濤前主席

“途中退席”】人事に不満か？ 懸念深まる“習一強体制”」といった見出し

で多く取り上げられたが、苦笑せざるを得なかった。 

以下はその一部始終が見られるより完全な動画映像だ。 

① (130) 新加坡媒體公佈新影片顯示胡錦濤離場前更早畫面－ BBC News 中

文 - YouTube 

 

 新華社は直後、英文ツイッターで「健康状況で休憩室へ」と説明する発信を

したが、それより、胡錦涛退席を権力闘争説で解釈する「八卦」（根も葉もない

憶測を意味する中国の新語）に西側メディアが飛びついた。 

自分はあるオンライン討論会で、胡錦涛氏が「退席させられる」ことも「退席

して抗議を示す」こともあり得ない理由として、次のように挙げた。①胡錦涛氏

は 2012年に退任した際、全権を後任に習近平氏に渡し、むしろ後者の恩人。②

事前に人事などをすべて承知する立場で、会場に入って「知らされて抗議する」

こともあり得ない。③パーキンソン病の持病を抱える胡氏が病体を挺して出席

したのも習支持の意思表示であり、当時、眼鏡も外し、ボーとした表情。万が一

現場で倒れるより、気を遣って退席を勧めた両脇の栗と習は人情味ある対応だ

ったと見るべきだ。 

中国文化的な受け止め方ではこの場面は互いに思いやりを示すものに見える

が、なぜ外部では冷酷無情、権力闘争の角度で解釈されるのか、情けなくも思っ

た。幸い、日本人研究者にも、「八卦」説に囚われない冷静な分析を書く人がい

て、ほっとした。以下の二文を推薦する。 

② 胡錦涛中途退席の真相：胡錦涛は主席団代表なので全て事前に知っていた

（遠藤誉） - 221030 Yahoo!ニュース 

 

③ あまりに幼稚。胡錦涛前国家主席「退席劇」への日本メディアの過剰反応 

- 富坂聰 221102 まぐまぐニュース！ 

 

中国の古典『列子』に「疑人偷斧（人斧を盗むを疑う）」ということわざが出

ている。ある男の人は斧をなくし、隣の家の人が盗んだと思い込んだ。そのよう

に決めつけてから、隣家の人のすべての言動が盗人に見えた。 

まもなくして、その斧が出てきた。自分で掘った穴の中に置き忘れていた。そ

れ以後、隣家の者の一挙一動は盗人に全然似ていないように見えた。 

昨今の中国観察に、このような先入観、決めつけはないだろうか。真実、真相

が見えないことで結局、最大に損するのは自分だ。 

https://www.youtube.com/watch?v=xCMV_ouwNLQ
https://www.youtube.com/watch?v=xCMV_ouwNLQ
https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20221030-00321805
https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20221030-00321805
https://www.mag2.com/p/news/556647?utm_medium=email&utm_source=mag_W000000003_wed&utm_campaign=mag_9999_1102&trflg=1
https://www.mag2.com/p/news/556647?utm_medium=email&utm_source=mag_W000000003_wed&utm_campaign=mag_9999_1102&trflg=1
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三 続投は「慣例を破る」「極めて異例」なことか 

一方、習氏の総書記 3期目について、主要メディアは「慣例を破り」「極めて

異例」との形容詞を使った。前出の富坂氏記事に「年齢制限という基準は本当に

存在していたのか」と問題提起されたが、このような疑問を持つことも研究者、

記者にとって必要だ。中国の政治と人事についてはやはり外部の物差しではな

く、中国政治のリズムから見るべきであり、30年、40年という長いスパンで観

察する必要もある。 

 今回の大幅に入れ替わる首脳部人事は確かに予想を超えるものがあった。た

だ、「意料之外 情理之中」（予想を超えたが理の中）という表現を使ったほうが

適切かもしれない。 

 まず、「任期制」についてもう一度見ている。江沢民は 1989年から 2002年

まで総書記を 13年務めた後、更に軍事委主席を 3年延長して務めた。胡錦涛

は軍事委主席を 7年間しか務めず、「正味の 10年」もなかった。彼の時代

に、任期制の定着が試みられたのは事実だが、今回のは「慣例を破った」とい

うより、「中国式現代化」という「世紀の大実験」はまだ進行途中であり、

「新時代」に合わせた「14億人中国の人事パターン」はまだ定型化せず、流動

的と見るべきだ。 

 では「七上八下」（67歳までは留任するが、68歳以上は退任しなければな

らない）という「年齢制限ルールを破った」のは本当か。これまでの 30年の

中国首脳部人事を調べたら、多くのルールは目の前の必要のために設けられた

もので、「目的」であるというより、「方法」であると言えるのかもしれな

い。 

① 七上八下和七十岁封顶都是因人而异，因事而异，因时而异（高新） 

20161122 (rfa.org) 

この記事は反体制派が 6年前に書いたもので、おそらく中国国内の友人が読

めないので、ここで重要な 2段落を張り付けておく。 

各种惯例中较为人熟悉的“七上八下”，也就是 67岁还能当常委、68 岁必须退

休的规定，其实是在十六大时才开始实施。而之前的退休年龄惯例是 70 岁，不过在

十五大时有一个例外，就是当时已经 71 岁的江泽民，但是 73岁的乔石却需遵守。

而在十四大时，更有 75岁的姚依林退休，但 76岁的刘华清入选的怪象。十三大时

已经开始实施干部年轻化，但也有姚依林以 70高龄入选，六四事件后再增补 72 岁

的宋平。十二大时还没有所谓的惯例，当时的官场更是老人云集，除了胡耀邦和赵

紫阳外，其余政治局常委全部年逾七旬。十一大时“文革”刚刚结束，自然毫无规

则可言。十大及之前的毛泽东时代，更是完全没有惯例，基本上全凭毛一人的喜好

而定。 

https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/yehuazhongnanhai/gx-11222016131827.html
https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/yehuazhongnanhai/gx-11222016131827.html
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从以上的情况可以看出，所谓的政治局常委“七上八下”，也不过区区十多年

历史而已，而且只要有需要，可以任意“搬龙门”。十六大时江泽民为了逼退当时

68 岁的李瑞环而定下“七上八下”的规则。 

总之，无论是“七上八下”还是“七十岁封顶”，都是因人而异，因事而

异，因时而异！ 

「子牛」アプリを使った日訳： 

おなじみの「七上八下」、つまり 67歳まで常務委員を務め、68歳で退職しな

ければならないという規定は、実は第 16回党大会（2002年））になってから施

行さ始めたものだ。以前の定年の慣例は 70歳だったが、15回大会の時に一つの

例外が設けられた。当時すでに 71歳の江沢民は留任し、73歳の喬石を退任させ

た。第 14回党大会（1992年）では、75歳の姚依林氏が引退したが、76歳の劉華

清氏が入選するという怪現象があった。（中略） 

以上のことからわかるように、いわゆる政治局常務委員の「七上八下」は、た

かだか十数年の歴史にすぎず、しかも必要があれば、いくらでも「竜門」を移す

ことができる。例えば、16回大会の時、江沢民は当時 68歳の李瑞環を追い出す

ために「七上八下」のルールを導入した。 

ともかく、「七上八下」も「70歳天井」説も皆、人・こと・時代によって変わ

るものだ。 

 

 では今回の「3選」人事、政治局常務委員会人事をどう見ればよいか。自分

はある講演で次のように説明した。 

 １，近現代の中国は大転換期に権力を集中するという歴史的傾向がある 

 「2050年までの二段階戦略」の実現を打ち出しているが、特に今後 5年の第

一歩は容易ではなく、すべての力を結集することが必要、との認識がある。 

 今回の政治報告で、予想以上に問題と困難を列挙している：コロナ、保護主

義、世界経済の鈍化、局地紛争、地球規模の問題 「国内改革は深層部の矛盾

に遭遇」、「反腐敗闘争はまだ根深い問題」、米中対立など「不確実・予測不

能な要素が増加」。 

 これまでの延長線上には「中国式現代化」は到来しない。問題と困難が山積

し、党内と民衆の結集が必要だ。そこで習氏が「タスクフォース」「実行内

閣」を組閣したとも解釈できる。「戦略が決まった以上、もはや合議制ではな

く、執行・実行が最重要」という論理だ。 

 ただ、外部で指摘される懸念にも耳を傾ける必要があろう：独走になりはし

ないか。それに対するけん制機能は健在か。都合の悪い情報が耳に入らないの

では、など。一方、全責任を背負い、「不退転の決意」で敷いた「背水の陣」

でもある。3期目で「お手並み拝見」が最大公約数であろう。 
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２，米中対立という外部環境に押されたもの。 

今回の政治報告の「影の外部主役」は米国といって決して過言ではない。報

告には「外部からの抑圧・阻止は随時にエスカレートする可能性」「疾風怒濤

のような大きな試練に備える」といったこれまでにない表現が盛り込まれた。 

この 10月前半に公表されたバイデン政権初の「国家安全保障戦略（NSS）」

は中国について、「国際秩序を変える意思と能力を兼ね備えた唯一の競合

国」、「競争に勝つために今後 10年間が重要」と位置付けた。 

 米国の専門家も、この「国家安全保障戦略」は「中国との直接の競争にすべ

てを結び付け、それに打ち勝つことを優先する」ものだと指摘している。 

② “与中国的竞争贯穿每一章节” 美新版国家安全战略对华更趋强硬 

221015(voachinese.com)  

それに対して中国首脳部は、このような米国に仕掛けられるバッシングに対

し、「ストロングマン」のリーダーが必要とのコンセンサスに至ったと伝えら

れる。 

 

「20大」政治報告と人事は対米を強く意識したものであると、米紙 WSJの解

説もそのように指摘している。 

③ 习近平的终极目标：一个为中美冲突做好准备的中国 - 221019 华尔街日报 

(wsj.com) 

政権発足からの 10年間、習近平は、中国が西側との対立に勝利するか、少なく

ともその対立に耐えられるかを確実にするため、一連の行動に取り組んだ。中国

の軍事力を強化し、経済を再構築し、イデオロギーをより強固にした中共の指導

を中心に社会を再構築することなどである。 

習氏は、中国が世界のプレイヤーとして、米国と対等に渡り合うべき地位を回

復させることが全体的目標だと明言している。そのため、同氏の考えを知る人物

によると、習氏は西側との対決を迎える可能性が高まっていると考え始めている

という。今、中国共産党第 20回大会が開幕し、彼は 3期目の 5年の任期を迎えよ

うとしている。これにより、今後数年間も中国が自信を固め、同時に警戒心に満

ちたビジョンに沿って前進することが確実になるかもしれない。 

関係者によれば、習氏のやり方は、かつて彼が好んで引用した毛沢東の格言に

集約できる──準備のない戦いはしない、自信のない戦いはしない。 

 

ただ、今後「鄧小平方式」があっても「終身制」はないだろう、というのは

自分の見方だ。「20大」以後の中国政治、米中関係、台湾問題に「新発見」も

多々ある。これらに関しては改めて検証する。ご期待ください。 

 （了） 
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