
全人代の開催される人民大会堂

− 8 −

　中国・習近平政権は現在3年目になるが、就任

後しばらくして利権型の党高級幹部を矢継ぎ早に

粛清してきた。中国共産党には建国以来、党中央

高級幹部には刑罰を与えないという不文律があっ

たのだが、習近平主席就任後はこの不文律は通

用していないようである。

　まず最初に、重慶市党委書記の薄凞来（かつ

ては習と肩を並べて中央の最高幹部を競い、最

近は毛沢東主義による黒グループ退治で重慶地

域を全国的に有名にした）をやり玉に挙げ、全国

に名をとどろかせた。昨夏は、毎期中国の党中央

幹部が集まって年次方針や人事を予備的に協議

する北戴河（北京郊外の保養地）会議前後に、

北京の幹部周辺で幹部の大移動が予測されたり

する噂が飛んだ。しかし、その後明らかになったと

ころでは、上記の薄凞来に加えて、徐才厚・中央

軍事副委員長（軍事委員長は習近平主席なので

事実上の軍事トップ。つい最近病死した）と周永厚

（司法のトップ・石油閥のトップ）が粛清の対象と

なった。そして北京では、粛清にあったのはこの1

年でトラ（幹部）28人・ハエ（非幹部）5万5千人と

いわれ、今までの総計でトラ（幹部）58人・ハエ（非

幹部）16万人とも噂されているという。中国ではこ

の種の利権腐敗告発の対象は「トラ退治」といわ

れており、大物はトラ、小物はハエに例えて噂され

ているようで、まさしく広範な粛清が進んでいると

いえる。ただし、この決定はその後の第4回中央委

員会総会では結論が出ずに終わったようである。

やはり反対者もいて容易に結論には至らなかった

ようで、今年3月になって開かれた全人代（全国

人民代表大会）まで公式機関決定は持ち越しに

なった。

　その後もトップ級幹部の粛清は続いており、中

央官僚・地方官僚など幹部級は息を潜めているよ

うである。これには習主席選出にあたってその後

押しをした元トップ幹部の江沢民の支持なり許可

を受けていると推察される。その摘発は広範に及

び、そのたびに一般大衆は中央・地方幹部の利

権や汚職を知っていて拍手喝采をあげ、習近平

主席はその民衆からの拍手に支えられてかなり積

極的に摘発を進めるという一種の中国型民主的

世論操作が進んでいるという、かつてなき社会状

況が現出しているといってよい。しかしその結果、

江沢民さえその足元が揺らぎつつあるとも言われる。

1. 習近平政権による最高幹部以下腐敗の粛清 ―トラ退治

どこへ行く大粛清の中の中国
― 習近平政権と中国の社会経済動向 ―

国際経済労働研究所　会長　板東　慧
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2. 中国の経済体制と階層構造

　これは、中国の場合、言論は著しく統制されてお

り、このような幹部摘発の情報は容易に漏れて来

ないにもかかわらず、インターネット社会となってきて

このような秘密はすぐにインターネットを通じて広く

民衆に知れわたる傾向が強まっており、大幹部の

動向もその資産状況も外国情報を含めてすぐに

知れわたる社会になっているようである。もともと権

力による情報統制が厳しくなると、民衆はそのウラ

情報の漏えいを広く求めるようになり、中間官僚や

当局側から機密を漏らすことを利益とする者が増

えて、情報の漏えいが自由な社会よりも一面却っ

て盛んになるものである。

　中国は現在、社会主義市場経済といわれる体

制であるが、その計画性は極めてずさんで、統計そ

のものには国際的な信頼感がないことは当局その

ものが時に応じて吐露している状況である。しかも

建前としての規制と情報統制が厳しく、当然自由

度が少なければ統制の乱れや裏口的利権がは

びこる体制が常態化している。特に党権力が強い

が故に党権力をカサに着る権力主義・官僚主義

がはびこり、それに利権が伴う傾向は断ち切れな

い。習政権が厳しく摘発や告発に動いているのも

その為である。しかし、中国社会でこれが全うできる

かどうかを信ずる者は決して多くはないようである。

　中国は人 口 約13億5千 万 人（実 際は14億5

千万人程度と推定される）、就業人口8億人弱、

うち都市就業人口3億人、そのうち給与生活者1

億2千万人（全国総工会加盟人員）という構造で

あり、これ以外の都市就業人口1億8千万人は経

営者や中小事業者・自営業者である。これに対し

て、中国は建国以来、毛沢東の指示により、食糧

確保のために農民人口の確保をめざして農民戸

籍と都市戸籍を厳格に規制してきた。しかし、近

年農村から都市に向かって出稼ぎに行くものが増

え、例えば、四川省から華南に1千万人規模の、し

かも4 ～ 6か月単位の出稼ぎなど、長期の流動人

口があり、その規制がしだいに緩んできている。こ

のように人口流動で規制は緩んではいるが、この

農村からの出稼ぎ人口はあくまで出稼ぎとして都

市戸籍に移行することはなく、農民工＝農民戸籍

として扱われるが、これが現在膨張して2億5千万

人程度といわれている。もとよりこれは景気変動な

どで流動的なものである。現在、農村就業者は5

億人弱とみられている。

　現在、中国にも中流階級が形成されてきたとい

われるが、これは7千万人程度といわれている。最

近わが国にも多数の中国旅行者が増えているが、

これはわが国のビザの発行が緩和されたことと、

給与生活者を含めて所得が向上した階層がある

ためである。「爆買い」といわれる層は、これら中流

層や経営者に加えて高給生活者などが含まれる

とみられる。現実は、高級マンションや不動産・有

価証券などを取得する層と、旅行を楽しむとともに

化粧品・薬品・電気製品・お菓子などを大量に購

入していく層があり、1度の旅行で100万円単位を

消費していく層と30 ～ 50万単位を消費していく

層に分かれているようである。これらは自ずと中国

人旅行者の階層分布を表すものといえよう。彼ら

は、伝聞や自己体験で中国の商品や消費財の品

質が劣悪なことから、海外旅行でより高品質の商

品を買い溜めする傾向がある。香港などでも、日常

消費財が中国人旅行者による買い占めで香港人

の消費が圧迫される現象が起こっているわけで、

わが国の場合にも、乳幼児用の紙おむつが中国

人旅行者に買い占められて品薄になるとか、特定

化粧品や医薬品・家電製品で例えば電気炊飯器

が1旅行者によって大量に買い占められるなどの

現象が起こっている。わが国の場合にはパニック

が起こるまでに進む事例は少ないが、香港では市民

の生活圧迫まで起こって紛争となる例が出ている。

　しかし、低成長段階に入った中国では、このよう

なバブル現象は収縮し消費衰退が進んでいくとみ

られるが、逆に所得格差が拡大し庶民の不満が

高まる傾向が進むとみられる。他方で利権腐敗階
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層と庶民との格差がますます顕在化して庶民の

不満が高まり、社会不安が増大する可能性が強

い。

　ただ、習政権によって利権腐敗に伴う各級幹

部に対する粛清は猛威を振るい、一面では暗黒

社会の感があるともいわれている。民衆は拍手・

喝采、習政権はこれに乗って告発を進めている面

があり、今回の全人代の結果を見ると、習近平主

席への支持が高まり、習近平単独支配の様相が

高まってきたとも言われる。しかし、汚職幹部は多

く、しかも億単位の海外預金が多いことは庶民もイ

ンターネット等で周知している。

　この7 ～ 8年前から中国の幹部はパスポートを

自由に持たせてもらえないといわれる。それは1

人っ子社会で子弟が海外留学し、次いで妻が海

外旅行し、そして本人が海外出張などすれば、も

はや中国に戻ってこない、という一家経済亡命が

頻繁に起こるからで、それを防ぐためといわれる。

それ程ほとんどの幹部が利権で得た資産をスイス

や海外預金にしているのがふつうで、民衆もその

ことはよく知っている。これは中央幹部に限らず広

範な地方幹部に共通しているようである。

3. 高成長時代の終焉と経済の転換 ―全人代報告は物語る―

　この3月5日から全人代（全国人民代表大会 ―

毎年開催される中国の国会）が開かれた。ここで

は、「従来と異なって今後の経済成長率を7％と

し、量より質の社会をめざし、環境改善に本格的

に取り組み、法治国家を目指す」といった今までと

異なる方針が李克強首相の施政報告によって決

定された。

　これは江沢民時代から続いた高度成長志向の

政策の大転換を意味するものである。すでに中国

は放漫経済が続き、経済統計は「経済の実態よ

り、中央が求める努力目標や希望を表現する傾

向」で実態とかけ離れ、誰もがあまり信頼しないも

のである。政府も何度かこの事実を批判したけれ

ども、全体の流れが変わらず、中国国家統計は国

際的にあまり信用されないものとなっている。

　結果として、目標は高く実態が伴わない傾向が

強い。高度成長過程では、経済成長率8％という

年が多く実際10％を超えることも多かったが、中央

が8％成長と発表する時には、下部機構はそれに

合わせて、大きな公園や豪華な庁舎や建物などイ

ンフラや公共投資を拡大して上部から覚えの良い

スタイルをとり、公共投資によって結果が8％にな

るのでなく、8％に合わせて地方機関や下部機構

が投資することを競うというのが通例であった。そ

のために財政均衡が取れない場合も多かった。た

だ、高度成長時代がそれを可能にしたのである。

　しかし、すでに中国は高成長時代が終わり、明

確に低成長時代に入った。不動産価格は下がり、

家電製品の売り上げは大幅に下がり、倒産企業

は増え、輸出は減少した。もともと中国の場合、技

術水準が高い製品は少なく、先進国で限界にき

た大量生産物の生産が主で、技術水準の高いも

のはないので、当然輸出は伸びない。ただ、この間

給与水準は上がったので、企業はこのコスト高に

苦しみ始めた。

　しかも市場経済に移っても統計に信頼性がな

く、経済計画がずさんでおまけに官僚主義が強く、

失敗から学ばない権力主義が横行するので、さま

ざまな不都合が発生するのである。

　例えば、3年前には国有企業中心の製鉄や金

属工業が競争的に増産を進めた結果、中国だけ

で世界需要の3倍もの生産を挙げた鉄・アルミな

ど金属製品が世界的過剰生産に陥り、世界各国

ともに影響を受け、鉄・金属製品の過剰生産と値

崩れを経験してきた。

　中国は社会主義市場経済を掲げながら、この

ように統計がずさんで、政策に歪みが出たり、市

場経済的側面が強調されながら不当な競争を誘

発して過剰生産に陥ったり、官僚経済によって商

品が市場に回らず消費が抑制されるなど、経済循

環がスムーズにいっていない傾向が強い。その失

敗を克服することが重要だが、引き続く高成長経
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4. 習近平政権の性格とその安定性

　習近平政権は成立の当初、習近平の知名度が

あまり高くなかったために、中国の世評でもわが国

内の中国通の間でもあまり高い評価はされていな

い傾向があった。しかし、それは後ほど揺らぐことに

なる。

　現在の中国政権をサポートするグループは、ま

ず第1に歴代の主流を引き継いだ鄧小平の指名

によってトップの座についた江沢民によって代表

される上海グループ ―高成長経済時代をリードし

てきた― と第2に全国的な組織によって改革を

主導する前主席胡錦濤に代表される民主青年団

グループ（民団派）、第3に毛沢東政権を支えた新

中国成立期の党幹部の後継者である太子族グ

ループの3つのグループといわれる。

　江沢民はその中央政権での長い実績により、

圧倒的な権力を維持してきた。これを引き継いで

「和偕社会」などという新しい社会観を提起して

リードしてきたのが胡錦濤である。そのあとを引き継

いだ習近平は、就任にあたって、江沢民のサポート

が強かったが、父親の習仲勲は毛沢東時代に党

宣伝部長・副首相を歴任しており、太子族として

も評価されている。ただ、習近平は父親と離れた

後は文化大革命で獄中生活を経験するなど、必

ずしも日の当たる場所を歩んだとはいえず、地方の

農業関係・協同組合や軍隊などの経歴を持つと

いわれてきた。このように就任直後の習近平はそ

のキャリアについてあまり高く評価されていなかっ

たが、習近平の首席就任後しばらくして発表され

た彼の経歴はこれら周辺を驚かせるのに充分で

あった。いわば隠し玉が突然発表されたかのよう

済ムードの継続によってシステムは適切に作動せ

ず、利権と腐敗が先行する社会となって経済規律

が保たれないという傾向が続いているのである。

　全人代では「7%成長見通し」を指摘したが、多

くの人は6%か5%であっても不思議ではないとし

ているようである。内外ともにその先行きは不安に

覆われているといってよい。今後は企業倒産・失

業など不況に転換して、経済成長率は6％以下か

らさらに低下する可能性がある。

　わが国企業も、中国の低賃金と産業的過疎か

ら1980年代以降雪崩を打って中国に進出してき

たが、20世紀末より外資へのストライキなどによる

給与上昇とその波及によって都市地域における

高賃金時代が到来し、それが背後地域にも波及し

てきた。その結果、中国への進出全体としてコスト

パフォーマンスが悪くなり、日系でも多数の企業が

撤退してきた。もとより業種別に差異があり、自動

車や建機や流通業種では未だ中国進出はプラス

であるが、その他の製造業や商業では必ずしも有

利でなくなり、ベトナムやミャンマー、ラオスなど、他

のアジア諸国に移転する傾向が強まってきた。しか

も中国の場合、当初に進出した時期には歓迎され

ても、転出を決めるとペナルティをとられたり、移転

を妨害されるような傾向も生まれ不利なケースが

増えてきた。しかも習近平政権は、自らの政策の失

敗から批判が高まると、「反日」を掲げて民衆から

の批判をそらそうとしてきた。そのため結果として今

世紀の10年代には、一時期と反して、日系企業の

大量脱走という「脱中国」時代が訪れたのである。

　日本貿易振興機構（JETRO）が4月16日発表

した調査によると、中国での事業拡大予定は98

年度以降で初めて前年度を低下して5割以下と

なった。
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であった。

　習近平は、文革終了後に副首相の秘書を務め

た後、河北省の地方幹部から福建省の最高幹部

となり、その後汚職事件で更迭された陳宇良上海

市党書記の後任に抜擢されるというハイクラスの

キャリアであった。また、少年時代はともに中南海

に住んでいて14年年長の内務大臣の子息・曾慶

紅とは親密で同様の道を歩んできたといわれる。

曾慶紅はいうまでもなく、江沢民がトップの時代の

副主席・党組織部長を務めたベテランであり、わ

が国の中国通の政治家との太いパイプを持つ中

国の要人である。

　江沢民は、習近平の主席人事にあたってやや

慎重であったといわれるが、これを強力に推挙した

のが曾慶紅といわれている。この人事の後、曾と

胡錦濤は緊密に連携して習を支えているが、江沢

民はやや離れているともいわれる。

　さて、もともと習近平は、主席就任後日中首脳

会談を避ける傾向にあったが、その主たる理由は

鮮明ではなかった。ただ、北京でのAPECで短

時間日中首脳会談が行われて以来、やや柔軟

になったともいわれている。しかし、TVに映され

たAPECにおける安倍首相と習主席との会見で

は、習主席は一貫してしかめっ面で安倍首相から

顔をそらしていた。このようなことはその前後に行

われて報道されているロシアのプーチン大統領と

の会談でも韓国の朴大統領との会談にもなく、い

ずれも微笑していたので、全く奇妙なことである。こ

の映像は真っ向から写し出されているので、世界

の人々は見ているし、放映時間から見て少なくと

もわが国民の多数が見ているはずである。習主席

は微笑んで握手を求める安倍首相に正面を向か

ず、苦りきった顔で横を向いていたのがはっきり映

し出されていた。

　もとより、この会談以降は習主席もこのような傾

向はなくなったようである。このような背景には中

国経済の現状があるといってよい。それはすでに

述べたように中国経済の困難である。

　・ 中国はわが国との関係を維持しないでは、単

純な生産向上は可能でもコンピュータが関わる

ような技術水準の高い生産の向上は困難で

あり、反日では中国経済は成長国難に陥る。

　・ また高度成長期が終焉し不動産価格も大幅

に低下し、年率8％から6％あるいはそれ以下へ

の成長率時代へと経済の転換を迫られてい

る。鉄鋼・金属の過剰生産は中国経済に相当

影響を与えたものの、14年後半には過剰生産

による国際価格の低下により輸出は拡大し、

鋼材輸出は歴史上最高に達したとされるもの

の、米国からは反ダンピング課税の決定やEU

がダンピング調査に入るなど、中国にとっては

負の遺産となったことは事実である。

　・ 11月の北京APECでの安倍首相との握手に

おいて習主席が一貫してしかめっ面をしてい

たのは異例であるが、これが中国側の演出で

あったことは後程中国側から洩らされている。

それは、このような困難は中国国内でも周知な

ので、習主席が安倍首相に微笑んで握手す

るような態度をとれば、それは中国が困難だか

ら日本に微笑んだととられ、これまで反日を建

前としてきた習にとって屈辱的になるというの

で、その後の情報では習が苦虫をかみつぶし

てそっぽを向くこと自身が中国側の事前に打

ち合わせた演出であったというのである。

　さて、習政権の今後であるが、大物3人のトラ退

治で全人代を乗り切って、一応の粛清の区切り

を迎えたという説があるが、いま習近平は独壇場

といわれる状況にあり、今後も粛清はより激しくな

るとみられる。習近平は2018年に任期を迎える

が、2012年に選出された際には、次回の選出時

期には選出母体のメンバーが1人を除いて他のメ

ンバーすべてが68歳という停年年齢に達するとさ

れ、その他の新メンバーはすべて民団派によって

占められるために、習近平が再任される可能性が

低いといわれてきた。

　また、全人代で総理として基調報告した李克強

首相は民団派であるが、大会後の2時間に及ぶ

記者会見を通じて習主席に忠実な見解を表明し

たことが注目された。本来民団派としてやや独自

性のある見解が表明されると予測されたが、それ

がなく慎重な発言がみられ（読売新聞 3月16日朝

刊）、次期には退任するといわれている。
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5. 中国経済の動向と今後

　習近平政権の周辺であるが、最近の情報で

は、江沢民時代に江沢民の実父が旧日本軍の協

力者だったと告発して江沢民の怒りを買い国家

政権転覆扇動罪で懲役10年の判決を受けた歴

史学者・呂加平氏（73歳）が3月22日までに釈放

されたが、これは習近平主席の指示といわれ、明

らかに江沢民の主席時代の決定を覆したとして

注目されている（北京共同発―神戸新聞 3月22

日朝刊）。同紙によれば習近平主席が「江沢民元

国家主席排除に動きだした」ことを示す事例とし

て紹介しているものといえる。この意味で、習近平

の権力がより強化され、江沢民さえ排除するまで

に至ったということで注目され始め、習近平が鄧小

平と並ぶ権勢を保持するのではないかと憶測され

るようになったといわれる。　　

　また、3月15日に閉幕した全人代に提出された

「最高人民法院工作年度報告（2014）」には、

「習近平暗殺計画」の存在が記されているという

(雑誌「選択」15年4月号「暗殺に怯える習近平」

による)。しかも、暗殺計画は単純なものではなく、さ

まざまなグループによって、しかも多様な形で生起

したものといわれている。例えば、2012年から13

年にわたって、中南海で習近平の出席する会議

に時限爆弾が仕掛けられるという事件（周永康が

かかわっているといわれる―前出「選択」による）

や中国人民解放軍の「301医院」で習近平が健

康診断を受けようとした際注射器の針が毒針に

すり替えられていたとか、14年春に習近平が新彊

ウイグル自治区を訪れた際に起きたウイグル族の

反政府テロが実は人民解放軍の関係者の陰謀

によるものであったとか（いずれも前出「選択」によ

る）、中国内部ではさまざまな情報がとびかってい

るようである。また、中国高官の居住区である中南

海への出入りが厳しくなったとか、取り締まりが厳

しくなったといった情報がもたらされている。

　前述の粛清された3名の高官に加えて鉄道権

益をすべて抑えていた劉志軍の粛清に伴って

中国ではかつての江青など「4人組」になぞらえて

「新4人組」とも称しているという。

　いずれにしても、かつては文化大革命という一

大転機を創って粛清を進めた毛沢東以来の大量

の高官への粛清は止まるところを知らず、おそらく

大量の怨念と人的葛藤が中国社会の奥深く沈殿

していると思われる。これを政治的に解決して初

めて習近平政権は安泰の域に達するとみられる

が、それは相当激烈な葛藤と困難を伴うのではな

かろうか。

　習近平主席の粛清と政策とがマッチして成果

を挙げることは中国社会にとって好ましいことでは

あろうが、粛清には当然幹部間の対立や葛藤とい

う政治的混乱も伴う。その意味で中国政治社会

は今、ある種の転換期の危機を迎えているといっ

てよいのではないか。

　それは「世界の工場」といわれた中国が高度経

済成長から低成長へと構造的転換期を迎えて、

経済危機と政治危機が重なっているためである。

　経済危機には、高度経済成長における放漫経

済のシステム破たんが関わっている。リーマンショッ

クで景気後退のために温家宝首相が54億元を

地方債の発行を含めて景気刺激策として投入し

たが、公共金融機関の利子は据え置く一方で、

高利の貯蓄で高利の融資をする民間金融機関

の自由な設立を促したため全国に1万社におよぶ

「影の銀行（Shadow Bank）」が活躍することと

なった。民衆はこの銀行を通じて預貯金による高

利を獲得した。しかしその一方で、公的金融機関

ではなく融資を勧誘するこれら影の銀行から高利

で借り入れた多くの私的企業が今日決済を迫ら

れている。Shadow Bankへの大量の決済を迫ら

れることとなるのである。

　もとより中国はこの間、世界3位から2位へとわ

が国のGDPを追い越し、さらに30年代に向かって

米国に迫る勢いを持つ。しかし、人口1人当たりに



出所：ＩＭＦ「World Ecanomic Outlook Databases」
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すると、中国の国民所得の順位ははるかに低い。

バランスの取れた国民所得としてその地位を高め

うるだろうか。

　資金需要をカバーするために貸付利子は大幅

に高まっており、一般市民の預入金も数10万元と

いった単位にまで高まっているという。公共金融

機関は預貯金相手として庶民を相手にしていな

い。この結果、Shadow Bankへの払い出し請求

は大幅に高まるし、他方で企業への多額の融資

の返済がかかってくる。

　中国経済の問題点はそこにある。高度経済成

長の結果、住宅・不動産コストの上昇を含めて賃

金コストの上昇など高コスト社会に突入した中国経

済が、それらを吸収するに足る高生産性や高能率

社会を形成しえたかといえば疑問は残る。これに対

して、Shadow Bankに集積された残高を処理し

て次のステップにスムーズに移行しうるのかには不

安と疑問が残るのが現状である。中国は、この高

成長社会の総決算段階を迎えて一定のパニック

状況を予想せざるをえないのである。

　確かに、この間の成長を通じて中国は国際収

支においてもかつてない黒字を蓄積し、国際・国

内を通じて巨額の蓄積を果たしてきたし、国力に

余裕を持つ。これらが国際信用の面でも余裕を

持ってきている。最近の中国の提案による「アジア

インフラ投資銀行（AIIB）」の提案についてもアジ

ア主要国・欧州主要国をはじめ世界57か国の参

加を得て順調な滑り出しを果たしつつある。わが

国は米国とともに、この運営の公正さについて注

文を付けて参加の可能性を否定せず留保してい

る状態にある。アジア諸国はもとよりインフラ投資

へのサポートを求め、英国を先頭に欧州諸国は、

停滞気味の欧州としてアジアインフラへの投資へ

の参加に乗り遅れないようにという配慮が働いた

といってよい。

　わが国としては、中国からはこれへの加盟が歓

迎されてはいるものの、わが国が理事長役を引き

受けている「アジア開発銀行（ADB）」から中国へ

の多額の融資が未決済になっているにもかかわら

ず、中国がこのAIIBの新提案にあたって了解を

求めるべきことがあるとか、これへの加盟にあたっ

て公正な態度で臨むとしながら台湾・香港の加

盟は認めていないこと、など公正な運営の保証を

確認することが必要である。また、中国が従来から

西沙諸島や南沙諸島で領海侵犯や領土侵犯と

疑わしき行為を重ねてベトナム・インドネシア・フィリ

ピンなどと軍事的対立にまで至った経過や、中国

の従来からのエネルギー資源確保をめぐる海外進

出において、現地の開発に大量の中国人労働力

を送り込んで現地における労使関係や社会問題

を混乱させるなどの事例などの問題点があり、これ

は加入するとすれば米国を含めて事前に対抗措

置を整えるべき課題となる。中国は全人代で李克

強首相が環境重視など成長至上主義から脱却す

る「新常態（New Normal）」への転換を明示し

たが、それがどの程度守られるかが注目される。な

お、中国はAIIBの台湾加盟については後日台湾

総統と交渉に入ったのでこれは達成されることに

なるであろう。

　（本稿は一般に公開されている資料にもとづい

ているが、中国の幹部人事問題や政策の詳細に

ついては国内のマスコミや文献では必ずしも明ら

かでないので、中国内の文献や国内のかなり専

門的な資料にもとづいている。　―筆者）


