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はじめに

本稿は中国共産党の中枢に位置する政策決定機構について、その制度上

の沿革を整理しようと試みるものであるが、その際、以下のいくつかの点

に留意することが必要である。

まず、約100年の中国共産党の歴史に、いくつかの節目があり、政策決

定機構を考察するに際しても、その点をあわせて考慮する必要がある。つ

まり、ほぼ地下組織でしかなかったような上海での党設立の時期があり、

中華ソヴィエト政府を自称しながらも江西省の小規模な地方勢力だった第

一次国共合作解消後の時期、そして、長征の後、延安に移り地方政権とし

ての地歩を固めた時期、そして中華人民共和国成立によって政権党となっ
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た時期である。特に、いわば弱体な地方政権から、政権党として国政を担

うようになった最後の時期への変化は充分に注目されるべきであろう。ま

た、周知のように政権党となった後にも何度かの節目が存在する。これら

それぞれの時期において、共産党という組織の規模も大きく変化する。組

織の意思決定体制を考察するにあたって、組織自体の規模の問題は決定的

に重要である。1921年共産党設立当時、全国の党員数はわずかに50人強

だったとされる。それが、1927年の第5回党大会の時点では5万人、1933

年には全国に10箇所以上のソヴィエト区があり、紅軍30万人、党員もま

た30万人であった【1】。1949年の解放時には300万人程度、1956年の第8回

党大会の時点では1,000万人以上にたっしていた【2】。このように、政権掌

握後の共産党は当然のことながら、急速に組織規模を拡大する。1956年

の第8回党大会の制度設計の理由のひとつがこうした状況への対処にあっ

たことは、記憶されてよい。

また、本稿で検討することはできなかったが、それぞれの時期に、共産

党の影響の及んだ、あるいは実効支配した領域の面積、管理下にあった人

口なども当然組織の在り方と関連する要素として、留意されるべきもので

あろう。

なお本稿が、人数の極めて限られた最高レヴェル意思決定機構について

考察することから、後述することになるそれぞれの時期における政策決定

集団の年齢構成も、組織運営変化の極めて重要な要素になっている。この

点についても、適宜考察することとしたい。

１．政治局、政治局常務委員会と書記処をめぐって

本稿で考察対象とするのは、主に、政治局、政治局常務委員会、書記

処【3】、中央委員会などの中央組織、また、主席、総書記、中央軍事委員会

主席などの職位である。
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これらの組織＝職位の変遷を一貫した視線で追おうとすると、たちまち

いくつかの困難にぶつかることになる。思いつくままに列挙すれば、つぎ

のようになる。

ある組織は一定の期間存在しなかった。たとえば、1945年の第7回党大

会から1956年の第8回党大会まで、政治局常務委員会は存在しなかった。

また、1969年の第9回党大会以降1980年の11期5中全会まで、書記処は

存在しなかった。また、文革期間、ほとんどの組織が有名無実であった。

また、ある組織が現実に存在していたのか否かはっきりしない。ほぼ同

じメンバーで同じような名前の組織があり機能の違いも良く分からない。

1934年から45年の期間、中央書記処と政治局常務委員会は並存していた。

しかし、その実相は極めて曖昧であって、政治局常務委員会が、この期間

に実際に存続していたのかどうかは不確かである（本稿では行論の便法と

して「混在」という表現を採る）。

時期を異にするが同じ名前でまったく別の職位が存在していた。第8回

党大会の総書記と、1982年の第12回党大会以降の総書記は、職名は同じ

だが、その地位と機能は同じではない。

ある組織の名称に確かに変化があったのに、その変化の意味が定かでは

ない。主席制から総書記制への変化で何か変わったのか。党の最高ポスト

に就任している者は同じく1人なので、名前の変化だけで、実質的な変化

があったのか定かではない。公式の説明は、集団指導制を強調するばかり

である。また、1927年当時の中央常務委員会と後の政治局常務委員会の

継承関係にも曖昧なものがある。

ある組織の機能変化が主張されるが、その変化の説明はされていても、

実質的な変化の内容がわからない。おそらく、政治的な力関係の変化の反

映なのに、その点については何も触れられていない。たとえば、書記処は、

第13回党大会以降、“事務機構［弁事機構］”になり、党の“日常業務を処

理”する機構ではなくなった、とされるが、実際どのような変化があった

のか丁寧には説明されていない。
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本稿では、こうした疑問に一応の回答を示しつつ稿を進めていくことと

したい。その際、組織の機能や役割の変化、また開催頻度やメンバーの年

齢などにも可能な限り着目することとする。

なお、建国以前のかなり初期の党組織については基本的に必要最小限の

言及にとどめることとする。組織の性格や機能の点から、今日の共産党組

織の遠いルーツではあっても、現在の組織とはあまりにかけ離れており、

言及することで解明される点が多くはないと考えられるからである。ま

た、本稿では何より、制度変遷の詳細よりも、むしろメルクマールとなる

ような変化に着目することとしたい。したがって、本稿の内容は基本的に

は中国における先行研究に依拠しつつ、大枠的な整理をしたものという性

格をもつことになる。

1921年、上海で成立した中国共産党は、中央委員会を組織するまでに

はいたらず、中央局を設置し、党の臨時指導機構とする。中央局の構成員

は3名で、陳独秀が書記であった。もっとも、1922年6月からは中央執行

委員会の名称が使われ始め、同年7月の第2回党大会で選挙により“中央

執行委員会”が正式に成立する。中央執行委員会は5名の委員と3名の候

補から成り立ち、中央執行委員長はやはり陳独秀であった。1923年6月の

第3回党大会では、初めて組織に関する規約「中国共産党執行委員会組織

法」が採択される。同法によれば、中央執行委員会は9名、さらに中央局

は5名で構成され、中央局は執行委員会の名義で行動することとされた。

執行委員会の役職は、委員長、秘書長、会計の3名だけであった。なお、

中央執行委員会は4カ月に1回、中央局は毎週1回会議を開くとされた。

中央局の5名は常設機構であり、その他の4名の中央執行委員は各地に分

派されたようである。なお、1925年1月の第4回党大会では、中央組織部

と宣伝部が作られている。また、第4回党大会において、「組織に関する

問題の決議案」が採択されている【4】。

1923年の組織法は、1927年4月から5月に開かれた第5回党大会で修正

される。今日の共産党組織のプロトタイプは、この第5回党大会と、翌6
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月に開かれた政治局会議に見いだせると言ってよい。第5回党大会では、

まず、（1）中央執行委員会に中央政治局が設置され、中央執行委員会から

総書記1名が選出された。政治局は全国の一切の政治工作を指導するとさ

れ、候補委員も選ばれた。また、（2）政治局に中央常務委員会（常委会）

が設置された。この中央常務委員会は党の「日常業務［工作］を処理」し

た。そして、6月の政治局会議では、（3）中央執行委員会が中央委員会に

改称される、のである。このようにして、中央委員会、政治局、中央常務

委員会、総書記などの重要組織と職位がでそろい、党の中央機構は整備さ

れたのであった。また、軍事組織の点でも、中央軍事委員会が（軍事部の

下ではあるが）設置された。

その軍事組織についてみると、1925年10月に、中央軍事運動委員会が

設立されるが、12月にすぐ軍事部に改称されている。軍事部に所属する

中央軍事委員会は1926年2月に設置される。1927年5月25日、中央常務

委員会は周恩来を軍事部長に任命し、前後して周恩来を中央軍事委員会の

主任に任命している【5】。

前述のとおり、本稿では、政権党になってからの中国共産党を論述の中

心とする。共産党の政策決定は同時に、国家の意思決定そのものである。

なお以下の行論において、おおむねつぎのような時代の変遷に留意するこ

ととする。まず、建国前最後の党大会である1945年6月の第7回党大会を

論述の出発点とする。第7回党大会で成立した政策決定体制は、建国を通

過して、1956年の第8回党大会まで継続することとなる【6】。1956年の第8

回党大会で採用された制度は、54年憲法の成立を受けた建国後初めての、

そして政権党となって最初の党大会で決定されたものとして注目される。

書記処の設置、主席－総書記制【7】、副主席の設置、政治局常務委員会の復

活、さらに党大会代表の“常任制”という点でも、画期的な制度上の転換

点であった【8】。この制度を本稿では試みに“56年の体制”と呼ぶ。これに

1966年8月の8期11中全会から1969年の第9回党大会をへて成立する文革

期の体制が続く。文革終了後では、1980年9月の第12回党大会で一応の



6 中国共産党の政策決定機構に関する一考察　（真水）

安定をみる過渡的体制がつぎの検討対象となる。また、この1980年の体

制は少なからぬ改変をへて、1987年の第13回党大会で、ほぼ今日（少な

くとも、2017年）まで続く制度に変化していくこととなるのである。こ

の制度を本稿では試みに“87年の体制”と呼ぶこととする。以下では、主

に56年の体制と87年の体制【9】の成立について論じることとする。

２．建国後最初の党大会前後の変化：1956年の体制

前述のとおり、中国共産党の政策決定中枢に位置する組織を示すなら、

“政治局”、“政治局常務委員会”、“書記処”の3つの機構があげられる。

もっとも、これらの中央機構それぞれの職権と機能、3機構間の関係、特

に政治局常務委員会と書記処との関係は、時代に応じてさまざまに変化し

た。実際には、両者が並存状態にあった時代もあれば、混在しているとし

か表現しようのない時代も過去にはあり、政治局常務委員会がなく書記処

だけの時代、逆に、書記処がなく政治局常務委員会だけの時代も存在した。

そこで、この3機構の関係と職権に考察を加えながら、その変遷を系統

だって明らかにし、あわせて中国共産党中央における政策決定中枢機構の

沿革を整理する判断基準を提示してみることとしたい。

ここでまず、中央委員会について考察してみると、中央委員会は公式的

には「党の全活動を領導し、対外的に中国共産党を代表する」（第21条）

とされている。中央委員会について歴史的に振り返ってみると、建党時に

設置された中央局がその出発点といえる。前述のとおり、やがて、中央執

行委員会という名称に代わり、1927年6月には中央委員会に名称が変更さ

れ、今日に至っている。中国共産党の中央組織のなかで、最も安定した歴

史の長い組織であると言えよう。そして、党規約上、最も枢要な位置にあ

る組織とは中央委員会のことである。政治局も、常務委員会も、総書記も、

「中央委員会全体会議によって選挙される」以上、その重みは否定しよう
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がない【10】。しかし、中央委員会は1年に最低1回、多くてもせいぜい半年

に1回開催されるにすぎないことに鑑みるなら、実質的な意味での政策決

定中枢とはいえない。現在、政策決定中枢の名にふさわしいのは、政治局、

政治局常務委員会のみであろう。かつては、書記処が党中央を意味したこ

ともあったが、現在では書記処を、この意味で政策決定中枢と呼ぶことは

適切ではない。もっとも、中央委員会の権限は事実上は、政治局や政治局

常務委員会によって、時代によっては書記処によっても代行されてきた。

したがって、ここでの考察の対象はやはり書記処を含む3機構ということ

になる。

党の最高ポストについて言及しておくとすれば、その始まりは、1921

年には中央局書記、それが、中央執行委員長となり、1925年1月の第4回

党大会で総書記となる。それは1943年3月の政治局会議で政治局主席とな

り、これ以降、“主席”が党中央の最高ポストとして定着していった。ま

た、このとき政治局・書記処のもとに宣伝委員会と組織委員会が設立され

ている。毛沢東は、この会議で中央委員会、政治局、書記処3部局の主席

に推薦され、中央革命軍事委員会主席の地位とあわせて、4つの主席を兼

任し、極めて突出した地位を獲得することになる。毛沢東の存命中は主席

が党の最高ポストであり、臨時の代行等の例外を除けば、毛沢東のみがこ

のポストに就いた。“主席”と言えば、言うまでもなく“毛主席”のこと

だったのである。

それでは、以下で、3機構について順次考察し、政策決定中枢の変遷を

整理する。その際、“最高政策決定権”、“最終政策決定権”、“日常政策決

定権”の3つの決定権と決定機構を区別して論じていくこととする【11】。

政治局は、その沿革が3機構の中では最もはっきりとしている。政治局

の名称とその設置は、1927年4月、第5回共産党大会に始まる。その起源

は1923年第3回党大会の中央局にまで遡ることが可能であろう。これ以

降、中央政治局はずっと存在し続けており、党の中枢機構として揺るぎの

ない地位を保持してきた。文革中についても、あくまで“最高政策決定”
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機構は政治局であり、文革派も政治局のメンバーシップを獲得することを

通じて影響力を拡大したのだった。まさに、党中央の名を実質的に代表し

続けたとみなすべきはこの組織であろう。何より、中央委員会の招集権

が、この組織の職権に属することは無視できない。

もっとも、後述するように、分析の核心に位置するのは、政治局本体で

あるよりも、政治局と政治局常務委員会や書記処との関係、さらには、政

治局常務委員会と書記処との関係である。ここで簡単に両機構の変遷と相

関関係をたどることとするが、分析のためにあらかじめ2つの説明概念を

提示しておく。「最高政策決定権からの最終政策決定権・日常政策決定権

の分離［分離（1）］」と「最終政策決定権からの日常政策決定権の分離［分

離（2）］」である。説明概念の内容については、プロセスの説明にあわせて

後述する。

政治局常務委員会は1927年の第5回党大会で中央常務委員会として設置

され、党規約上は1945年の第7回党大会まで存在していた。他方、書記処

は1934年1月の第6期第5回中央委員会で設置されたとするのが、今日ほ

ぼ定説である【12】。1934年に書記処が設置されると、政治局常務委員会の

職権は主に書記処によって代行されるようになり、やがて書記処と政治局

常務委員会の名称が混用される事態も発生した【13】。だが、1938年11月の

6期6中全会【14】では、劉少奇が「党紀党法的報告」を行い、「党規約にあ

る常務委員会は書記処とする」旨の報告をおこなったとされ、これ以降、

政治局常務委員会の名前は使われなくなったとされている【15】。正式には

1945年の第7回党大会で、第6回党大会採択の党規約にあった政治局常務

委員会は削除される。1938年から1945年の期間、政治局常務委員会の存

否については、先行研究による限り確言し難い。第7回党大会以降のいわ

ゆる“五大書記”の時代、書記処は継続して存在するが、政治局常務委員

会は第7回党大会採択の党規約で姿を消してしまう。つまり、1945年から

1956年の第8回党大会までの11年間は、制度上はっきりと（政治局常務

委員会は存在していない）政治局と書記処だけの時代であった。1949年
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の時点では、書記処会議は毎週1回開かれていたが、1953年になると4月

28日に「中央の当面の工作方式に関する決定」が出される。それによれ

ば、政治局会議が毎週2回、書記処拡大会議が毎週2回開かれることになっ

ている。けれども、1955年1月19日になると、政治局会議は毎週月曜日、

書記処会議は水曜日に開催することが、書記処会議で決定されたとされ

る【16】。いずれにせよ、この時点では政治局会議と書記処会議の開催頻度

に差はないようにみえる。

そして、本節の考察対象である第8回党大会の党規約では、政治局常務

委員会が復活する。書記処は拡大して存続するので、第8回党大会以降は、

政治局常務委員会と書記処が並存したことになる。もとより、文革が始ま

ると鄧小平の失脚にともなって書記処はその役割を大きく低下させるし、

政治局常務委員会もその機能を文革小組に奪われることになる。さらに、

1969年4月の第9回党大会は、書記処を正式に廃止してしまう。こうして、

1969年以降は再び、政治局と政治局常務委員会だけの時代となる。そし

て、文革後の1980年2月の11期5中全会になると再び書記処が復活し、

1987年10月の第13党大会までは、政治局はもとより政治局常務委員会と

書記処の並存状態となる（書記処は今日も存続しているが、後述のとおり、

第13回党大会以降はその機能は大幅に変更させられる）。そこで、政治局

常務委員会と書記処の関係を整理すると、以下のようになる。

まず、建国に先立つ1945年に遡って、その時点から1969年までの期間

について、1956年に確立された制度を中心に、踏み込んだ考察をおこな

う。

中国共産党の最高政策決定機構は常に政治局であった。いかなる政策決

定も政治局決定の許容範囲を超えることはできない。政治局決定は党の中

枢においてそのように尊重されてきた。さらに、どのような政策決定で

あっても、政治局が不適切とみなす場合には、政治局には原則上それを翻

すことが可能であった。現実にも、政治局がメンバーシップの点で、政治

局常務委員会の活動を制約しうるのは理解しがたいことではない。無言の
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枠組みは存在しうるであろう。形式上はともかく、共産党の実効権力は政

治局に由来する。党内、党中央におけるその至高の権威は明らかである。

政治局は、このような意味において、“最高”政策決定機構なのである。

そして、後述する“日常政策決定権”も“最終政策決定権”も、組織が小さ

く、業務量も少なく、リーダーが相対的に若年の場合には、政治局の最高

決定権の中に含まれていた。

もっとも、たとえば1984年当時には年に3回から5回程度まで政治局会

議の開催頻度が低下していたというドーク・バーネットの指摘もある【17】。

もともと、このように開催頻度の決して高くない政治局に対して、現実政

治はもっと頻繁な意思決定を要求する。そこに作業としては日常的である

一方、事実上は翻しようのない権威ある決定をおこなう必要が生じる。何

より組織の拡大は、業務量の幾何級数的増大を招来する。あるいは、政策

最終政策決定権と日常政策決定権の所在
（政治局常務委員会と書記処）

最終政策決定権と日常政策決
定権の相互関係

1927–34年 政治局常務委員会＊のみ 政治局から最終政策決定権と
日常政策決定権が分離して政
治局常務委員会に並存

1934–45＊＊年 政治局常務委員会と書記処が混在
1945＊＊–56年 書記処のみ＊＊＊ 最終政策決定権と日常政策決

定権が書記処に並存
1956–69年 政治局常務委員と書記処が並存 最終政策決定権と日常政策決

定権が分離
1969–80年 政治局常務委員会のみ
1980–87年 政治局常務委員会と書記処が並存 最終政策決定権と日常政策決

定権が分離
1987年以降 政治局常務委員会のみ（書記処も存在） 書記処は政策決定権がない事

務機構となる
＊1927年時点では中央常務委員会という名称であった。
＊＊�政治局常務委員会が1938年にすでに書記処に取って代わられていたと考えるならば、上
記の1945年は2箇所とも1938年とみなすことができる。

＊＊＊“45年の体制”の書記処は実際には将来の政治局常務委員会の機能を持っていた。
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決定者の高齢化は現場の決定権限を大きくする。こうした背景を持つ決定

権を、ここでは暫定的に“日常政策決定権”と呼ぶこととする。

また、組織の巨大化は、決定中枢の肥大化を招き、結果的にさらに集権

化しスリム化された決定中枢を必要とするようになる。組織の官僚制化が

進み、ヒエラルヒーができあがれば、さらにそれに集権化もともなう。さ

らに言えば、特に解放前、全ての政治局員が必ずしも中央の所在地に居な

い場合、部分的な政治局員による決定はやむをえなかったはずである。こ

のように形成され絞り込まれた決定権をここでは暫定的に“最終政策決定

権”と呼ぶ。この“最終”政策決定権は、現行の制度運用では、政治局常務

委員会に帰属するべきものである。畏敬の念を込めて“常委”と呼ばれる

この組織の威信の高さは明らかである。

もっとも現実には、政治局常務委員会の最終政策決定権は、場合によっ

ては、書記処の挑戦を受け、書記処との権力の分掌を迫られた（また、政

治局常務委員会は設置されず、書記処が最終政策決定権を独占した時代も

あった）。そもそも、解放前の分散的な党組織の状況、組織の規模、手足

を必要としないような決定層の人的活力、決定中枢の規模の小ささを考え

るなら、日常政策決定権と最終政策決定権を併せ持つ政治局から、日常政

策決定権が分離するに際して、（最高政策決定権のみを政治局に残して）

最終政策決定権も一緒に分離したというのが実態であろう。

このような次第で、1934年の第6期5中全会で書記処が成立すると、政

治常務委員会の権限は形骸化し次第に書記処に奪われていったかのように

見えるプロセスが1934年から1945年（もしくは1938年）にかけて存在す

るが、このような見方には再考が必要であろう。そこにあったのは、最終

政策決定権と日常政策決定権との相克ではなかった。第7回党大会から始

まる時代には、政治局常務委員会は制度的にも廃止され、その権力は五大

書記が指導する書記処に吸収されることになった。ただし、それは組織の

名称だけの問題である。むしろ、もともと政治局常務委員会と書記処の業

務に大した差異はなかったと見るのが妥当であり、政治局常務委員会廃止
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の直前には、日常政策決定権と最終政策決定権が混然一体となった決定権

限が存在していたと考えることもできる。このように見てくると、1927

年から1945年の期間は名称が政治局常務委員会であるにせよ書記処にあ

るにせよ、その業務は1956年以降の政治局常務委員会と書記処の機能、

すなわち、最終政策決定権と日常政策決定権を併せ備えた権力が行使され

ていたと解することができる。したがって、その権限を行使する組織が、

政治局常務委員会と呼ばれたり、書記処と呼ばれたり、統一されず混用さ

れていたような現象が生じていたとしても、それは奇異なことではない。

ここで政治局常務委員会の角度から見ると、3つの点に着目できる。そ

れは、（1）1927年の第5回党大会で（政治局常務委員会の前身と推測され

る）中央常務委員会が生まれた理由は政治局に対して「日常業務を処理」

することであった。また、（2）1956年に復活する以前、つまり1945年以

前にあっては、政治局常務委員会の最終政策決定機構としての職権は決し

て明白なものではなく、むしろ後年の書記処の職権に当たる党の日常業務

を、単独で、あるいは書記処と並存して、しばしば混然一体となって担当

していた。そして、（3）五大書記と言われた1945年以降の書記処全盛時

代になると政治局常務委員会自体が党規約から姿を消してしまった。

他方、今度はシステムの側、つまり権力そのものの角度から考えるとつ

ぎのように整理できる。1927年の中央常務委員会設立以来、日常政策決

定権は日常業務という名で、常に政治局から分離し自立化する傾向を持っ

た。そして、その自立化する日常政策決定権は常に最終政策決定権を胚胎

する可能性を持った。そして、1945年、第7回党大会の党規約こそは、日

常政策決定権が最終政策決定権と一体化していた、ことを示している。

「中央書記処は中央政治局の決議の下、中央の日常業務を処理する」とい

うこの規定は、単純な表現だが、中央書記処の行使する日常政策決定権が

事実上の最終政策決定権であったことを主張している。ここでは政治局は

ただ「決議」を通して書記処を拘束するだけである。この当時、政治局は

13名で構成されたが、そのうち党内序列の点で最上位に位置する5名が書
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記処のメンバーであった。したがって、書記処のこの強い立場から、この

規定は、書記処が日常政策決定機構である以上に、事実上の最終政策決定

機構としての職権を掌握していることの宣言と読み取れる。最終政策決定

権は、まず日常政策決定権という名目で政治局から分離し、中央常務委、

政治局常務委、書記処という身体を通じて自立を強め、第7回党大会の規

定においてはじめて、五大書記の書記処として独立したのであった。1945

年に中央政治局常務委員会は姿を消すが、逆説的ながら、後年の政治局常

務委員会の職権である最終政策決定権は、この第7回党大会において、書

記処の職権として自立したのであった。

この点は、政治局と書記処のメンバーシップから見るならいっそう否定

のしようがない。政治局員は、毛沢東、朱徳、劉少奇、周恩来、任弼時、

陳雲、康生、高崗、彭真、董必武、林伯渠、張聞天、彭徳懐の13名だった。

このうち、最上位の5名である毛沢東、朱徳、劉少奇、周恩来、任弼時が

書記処のメンバーであった。いわゆる五大書記である。したがって、この

1945年から56年の書記処は、職掌こそ日常業務の処理であったが、その

決定は最終決定そのものであり、1956年以降の政治局常務委員会に相当

 

   書記処 

 (五大書記) 

 

 

 

 

 

 

    政治局常 

   務委員会 

 

↑                          ↑ 

 

   政治局 

 

 

 

 

 

   政治局 

 

1945 年･第 7 回党大会 回党大会 1956 年･第 8

図1：�最高政策決定権からの最終政策決定権・日常政策決定権の分離［分

離（1）］
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したと言うことができる。

この第7回党大会で確立された政治局と五大書記の書記処との関係に

は、最高政策決定権と“最終政策決定権”の分離を明確に見ることができ

る。1927年以来、政治局から最終政策決定権・日常政策決定権が分離す

ることは常態化していたが、それはなお、日常政策決定権の分離だけとも

解釈しうる余地を残しており、詳細を正確に確認することは必ずしも容易

ではない。しかし、五大書記と称された書記処のメンバー構成と政治局の

メンバーを総合的に考える時、1945年時点における書記処のステータス

の確立は、それまで政治局が独占していた最終政策決定権を含む最高政策

決定権から、最終政策決定権が分離され、書記処によって掌握されたこと

を意味していた。結局、効率的な意思決定のためには、政治局の機能をあ

る程度名目的なものとし、実質的な政策決定の権限を書記処に集める必要

があったということなのだろう。そしてそれは同時に日常業務処理の効率

化でもあった。こうして“最終政策決定権”は書記処が掌握することに

なったのであった。そして政治局自身はより形式的な“最高政策決定権”

に特化することとなる。これを権力そのもの、つまりシステムの視点から

見るなら、“最高決定権”から“最終決定権・日常政策決定権”が分離する

プロセスの完成と表現することができる。つまり、“最高”の部分は幾分

形式的なものとして政治局に残され、より純化した“最終”の部分が書記

処に移ったのである。こうして“最終政策決定権”は、書記処に集中され

ることとなったのであった。もっとも、この時点では、中国共産党はいち

地方勢力に過ぎず、中央における政権担当勢力ではなかった。制度のその

後の発展をみるには、なお、1949年の建国後の事態を検討する必要があ

る。

行論のためにここでもう一度整理すると、政治局常務委員会が1945年

第7回党大会で正式に廃止される以前には、政治局常務委員会の業務と書

記処のそれとの区別はあまり明白ではなく、むしろ「日常業務の処理」と

いう点で共通していた、ということである。したがって、今日的な意味で
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の3つの機構が常態になるのは、中国共産党が政権党となって最初の党大

会の後、1956年以降と考えるのが妥当である。第8回党大会において、3

つの政策決定権力は見事に3つの組織に分離し分掌された。もっとも、実

は、1956年の書記処設立には前史がある。1945年以降の強力な書記処が、

建国後も、最終政策決定権と日常政策決定権の合わさった制度的でもあり

実質的でもある権力を掌握し続けることには無理があったのだろう。1954

年4月には政治局拡大会議で、非公式な組織として“秘書長工作会議”の設

立が決定された。これはミニ書記処の設置であり、言い換えれば、書記処

が、最終政策決定権の実質部分である日常政策決定権を、自ら放棄して分

離させたことを意味した。第8回党大会の中央機構整備は、こうした背景

にもとにおこなわれたのであった。

ところで、制度上の最終政策決定権と日常政策決定権が別の機関によっ

て分掌されて存在するときには、決定権限の重心が、日常的で実質的な決

定をおこなう側に移行する。これは理に適った現象である。ここにはもち

ろん、組織の平均年齢も影響していよう。頻繁な場合でも週に1回程度し

か開かれない政治局常務委員会から、1984年に行われたドーク・バーネッ

政治局 政治局 

1954 年 4 月

(拡大政治局会議) 

 

 

 

  書記処 

 (五大書記) 

 

 

 
 → 

 

  秘書長 

  工作会議 

 

 

 

 

 

 

   政治局常 

   務委員会 

 

 

 
 → 

 

 

  書記処 

 

 

↑                                        ↑ 

年･第 8 回党大会 1956 　

図2：最終政策決定権からの日常政策決定権の分離［分離（2）］
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トのインタヴューによれば週に2回会議の持たれていた書記処のような組

織に決定の重心が移るのは自然なことであった【18】。

これ以降、政治局常務委員会と書記処の権力の分掌は極めて明快であっ

た。政治局常務委員会が最終政策決定に特化していく一方、頻繁な開催頻

度を持ち、原案の起案権、実施権を持つ書記処の権限は強大であった（起

案された原案はその7割が変更されないという経験則もある）。李林の研

究によれば、「書記処の会議は、最低週1回、場合によっては1日じゅう、

また2日続けて開催され、時には臨時会がもたれ、連絡会議、電話会義が

あった」という【19】。また、党の中央として、さまざまな領導小組や、さ

らに国務院を指導する立場にも立った。政治局と政治局常務委員会に比べ

て8歳以上の若さを持ち行動もスピーディだった。これも李林の研究によ

れば、当時の平均年齢は、書記処50.2歳、政治局57.1歳、政治局常務委員

会が58.7歳だった。しかも、書記処の責任者である総書記の地位は強い独

立性を持っていた。また、総書記は政治局常務委員も兼任していた。それ

以前も書記処の責任者、書記処主席の地位は、毛沢東の兼任だったほどで

ある。こうして1956年から文革の開始される1966年まで、党規約上は政

治局と政治局常務委員会の領導下にありながらも、書記処は毛沢東が後に

「独立王国」と非難するほどの権力を行使したのだった。このように、書

記処の存在理由は、まさに日常業務の処理にあった【20】。そして、その制

度化が1956年の第8回党大会で行われ、さらにその起点が1954年に設置

された“秘書長工作会議”にあることを見るとき、その発生理由は、名目

のみではない・明らかな日常業務の処理に求めることができるのである
【21】。

この秘書長工作会議では、鄧小平が秘書長とされ、李富春、楊向昆、宋

任窮などが副秘書長に任命されている。そのうちの1名は、「ほぼ毎日会

議が開かれた」と回顧し、毛沢東が招集したときに毛は「あなた達は実務

担当者だ。外に向かっては一律に中央の名前を用いるように」と述べたと

いう【22】。そして、その背景にあったのは、政策決定者である政治局メン
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バーの高齢化であった。第7回党大会の時点ではなお、書記処メンバーと

して第一線に立つ活力を有していた五大書記は、それから10年、建国か

ら5年目、業務の遂行に対しては、活力のある若いメンバーの協力を必要

とするようになっていたのではなかったのだろうか。そして、同時に、こ

の時代、若いメンバーで構成される秘書長工作会議は政治局後継者の育成

の場でもあったということができる。また、建国によって組織は肥大化

し、業務量は膨大なものになった。さらに、党官僚制の整備とヒエラル

ヒーの強化も、それに預かったことだろう。

この第8回党大会において、五大書記の書記処の継承機構となったのは、

政治局常務委員会であった。それまでのやや曖昧なところのあった存在か

ら、11年の間隔をおいて、政治局常務委員会は、“最終政策決定権”を掌

握する機構として、明白にその地歩を確立した。すでに政治局と書記処の

役割分担はあったが、これは政権党としての明確な定式化であった。それ

は、先ずもって党員数の大幅な拡大を背景としている。党員数の拡大は、

大きな中央委員会を必要とし、大きな中央委員会は、大きな政治局を必要

とする。結局、効率的な意思決定のためには、政治局の機能をある程度名

目的なものとし、実質的な政策決定の権限を常務委員会に集める必要が

あったということなのだろう。こうしてそれまで五大書記の書記処が掌握

してきた“最終政策決定権”は政治局常務委員会が継承することになる。

政治局からの最終政策決定権の分離はここにおいても踏襲され、最終政策

決定権は政治局常務委員会に委譲され、政治局は自身はより形式的な“最

高政策決定権”に特化することとなる。これを権力そのもの、つまりシス

テムの視点から見るなら、“最高決定権”から“最終決定権”が分離するプ

ロセスの、政権党における完成と表現することができる。つまり、“最高”

の部分は幾分形式的なものとして政治局に残され、より純化した“最終”

の部分が政治局常務委員会に移ったのである。このようにして“最終政策

決定権”は、政治局常務委員会に集中されることとなったのであった【23】。

ここでも3機構の具体的なメンバーに言及しておくのが適切であろう。
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当時の共産党において、政治局員は、毛沢東、劉少奇、周恩来、朱徳、陳

雲、鄧小平、林彪、林伯渠、董必武、彭真、羅栄桓、陳毅、李富春、彭徳

懐、劉伯承、賀竜、李先念の17名であった。このうち、党主席である毛

沢東から林彪までの7名が政治局常務委員であった（ちなみに、劉少奇と

鄧小平を除く5名が党副主席。劉少奇が国家主席であった）。政治局常務

委員の中からはただひとり鄧小平が、これもただ1名の政治局員である彭

真、及びその他5名の中央委員（王稼祥、譚震林、譚政、黄克誠、李雪峰）

とともに7名で書記処を構成した。書記処メンバーのなかでただ1人政治

局常務委員である鄧小平が“総書記”であり書記処を掌握することとなっ

た（ちなみに、見て取れるとおり、総書記鄧小平の党内序列は6位であり

林彪よりも上であった）。したがって、1945年の書記処と1956年の書記処

では、そのメンバーの重みの違いは一目瞭然である。メンバー構成の重み

からみれば、1945年の書記処はまさに、1956年以降の政治局常務委員会

を先取りしたものであった【24】。

このように、第8回党大会は、最高政策決定権、最終政策決定権、日常

政策決定権の3つの決定権を、政治局、政治局常務委員会、書記処の間で

分掌させるシステムを築いたのであった。それは、毛沢東が構想した、毛、

劉、鄧による権力の分割=相互牽制であったかもしれない【25】。もちろん、

よりポジティブに見れば、そこに積極的な「分業」の意図がうかがえるの

も確かである【26】。もっとも後述するとおり、第8回党大会の書記処の権力

は鄧小平の失脚とともに散逸し、1969年にはその組織の存在自体が党規

約から削除されてしまう。

なお、1958年6月10日、中共中央は、財経、制法、外事、科学、文教

の5つの「領導小組」の設立を決定する。この5つの小組は、それぞれ国

務院の5つの大口を分管した。たとえば、外事領導小組は国務院の外事小

組に対応した。「これらの小組は党中央のものであり、中央政治局と書記

処に直属し、政治局書記処に直接報告する」とされた【27】。これらの小組

の成立は、組織の巨大化、業務量の拡大に対する、横の対応でもあった。
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３．改革開放後の変化：1987年の体制

文化大革命の期間、1965年5月には政治局拡大会議の5・16通知で、政

治局常務員会の下に文化革命小組が設置された。陳伯達が組長、康生が顧

問、江青、張春橋などが副組長となった。政治局常務委員会の領導をうけ、

事実上、毛沢東から直接指令を受けたために、政治局や書記処は無視され

た。1966年8月の8期11中全会以降、中央文革小組のメンバーは、正規メ

ンバーあるいは非正規メンバーとして政治局会議に参加・列席し、政策決

定に参与するようになった。1967年の2月逆流で、陳毅ら3人の政治局員

が批判され、書記処常務書記の陶鑄が打倒されると、文革小組が政治局や

書記処に代わるようになった。1969年4月の第9回党大会の後、中央文革

小組はその活動を停止するが、その主要メンバーは政治局やその常務委員

会に参与することとなった（なお、第9回党大会では、書記処が廃止され、

副主席は林彪1人となった）【28】。

軍事機構については、1967年に軍事委員会弁事組が設置され、呉法憲

が責任者になった。やがて、1968年3月の「楊・余・傅事件」【29】の後、毛

沢東の意見で、中央軍事委員会は開かれないようになり、この弁事組が中

央軍事委員会に取って代わった。林彪事件の後、弁事組は廃止され、軍委

弁公会議が作られ、葉剣英の指導のもとに日常工作に従事し、やがてこの

組織は、軍委六人小組となった。中央軍事委員会常務委員会が成立するの

は、1975年2月のことである【30】。

文革終了後の1980年2月、11期5中全会において、「中央書記処の成立

に関する決議」により、書記処は復活する。名目はやはり、日常業務の処

理であった。当時の共産党が、この組織を必要とした理由は明らかであっ

た。つまり、活動を再開した政治局とその常務委員会のあまりの高齢化

が、その必要性をいっそう高めたのである。再び李林の研究をひくと、こ

の時点での平均年齢は、書記処が65.8歳、政治局が69.6歳、政治局常務委

員会が70歳であったという。政治局常務委員会の平均年齢はこの後、
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1985年には74.6歳に達するに至った【31】。書記処は、まず1978年12月25

日、中央秘書長・副秘書長という職位として復活する。秘書長に就いたの

は胡耀邦であった。このプロセスは1954年から1956年の、秘書長工作会

議の設置から書記処の成立にいたる経緯を髣髴とさせる。1980年2月時点

で制度の仕組みを見れば、それは、56年の体制の復活であるかのようで

ある。

同時に、総書記・胡耀邦の差配する書記処は、なお主席として華国鋒を

仰ぐ政治局に対する改革推進力でもあったであろう。やがて、1981年6

月、11期6中全会で華国鋒はその地位を降り、胡耀邦が代わって主席の地

位を継承する。胡耀邦はその後1年半にわたり、総書記と主席を兼任し、

1982年9月、主席職の廃止によりついに最高ポストである新しい総書記と

なった。他方、日常政策決定機構としての書記処は、結局、1987年の第

13回党大会まで存続することになった。

第13回党大会において、書記処の地位は大きく低下することになる。

それは、「日常業務の処理機構」から、「事務機構」へと格下げされるので

ある。穏やかな表現の違いだが、その差は決定的であり、書記処はそれま

で保持していた日常政策決定権を剥奪されたに等しい。こうして政策決定

権限は、全て政治局とその常務委員会に移ることになった。

第13回党大会以降の書記処の機能変化については、以下のように整理

することができる。（1）日常政策決定権の喪失。（2）それまで中央委員会

による選挙だった書記処員の選出は政治局の指名になり、（中央委員会で

の承認を必要とするとはいえ）政治局への従属性を強めた。また、（3）10

名ほどの規模だった人数が、5名程度にほぼ半減されてマンパワーが低下

した、さらに（4）政治局常務委員会や政治局、特に政治局員の兼任数が

顕著に増加した。これは政治局との一体化の強化であると考えられる。

（5）また、同じことだが政治局常務委員会と書記処との年齢差も縮小し

た【32】。それはまた、政治局や常務委員会の全体の年齢が引き下げられた

以上、当然の帰結でもあった（第13回党大会では鄧小平の強い意志もあっ
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て、政治局常務委員会の平均年齢は一気に10歳以上低下した）。そのこと

は、政治局や常務委員会が日常業務を処理する分身を必要としなくなった

ことをも意味していた。（6）したがって、人材養成機関としての書記処の

役割も低下したとみることができよう。さらに、第13回党大会の措置は、

（7）総書記個人に対する書記処の従属性を大きく損なうことになった（以

前は、書記処には政治局員は極めて少なかったし、政治局常務委員は総書

記を除いてはいなかった）【33】。総じて言えば、書記処の地位の低下の背景

に、胡耀邦の失脚があったことが推測される。したがって、図式的な整理

をおこなうなら、1956年に書記処の独立によって自立した日常政策決定

権は、ここにおいて、最高政策決定権・最終政策決定権に再び吸収される

ことになったのである。87年の体制とは捉え返せば、日常政策決定権が

明白には独立していない体制のことでもある。

なお、ここで補足的に考察しておくべき問題は、党の最高ポストの問題

である。

1921年から1927年まで党の最高ポストは、中央局書記、中央執行委員

会委員長兼中央局書記、中央執行委員会総書記など、何度か名称を変更す

るが、そのポストには常に陳独秀がついてきた。1927年6月、中央委員会

の成立とともに、中央委員会に総書記の名称が成立する（もっとも、8月

には中央臨時政治局書記のポストができる）。

その後は、向忠発、博古などが最高指揮者の地位につく。もっとも

1934年から1935年あたりは、過渡期であり、3人団というかたちで複数指

導者であったり、張聞天が就任したりしている。毛沢東の権威が制度の上

でも安定するのは1943年3月の政治局会議で、毛沢東はこの時点で、1937

年以来の中央革命軍事委員会主席の地位に加えて、中央委員会主席、政治

局主席、中央書記処主席の3つの地位につくことになる【34】。なお、いわゆ

る「最後決定権」が毛沢東に付与されたのはこの1943年の会議において

である【35】。

その後一貫して、毛沢東は終身、中央委員会主席と中央軍事委員会主席
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の地位にあった。その地位は、毛の死後、1976年10月に華国鋒に継承さ

れ、1981年6月の11期6中全会で胡耀邦に継承されている。もっとも主席

の職位は1982年9月の12回党大会で廃止され、主席制に代わって総書記

制が採用され、胡耀邦がこのポストについていた。

検討に値するのは、これに先だって、1980年2月の11期5中全会で、胡

耀邦が、復活した書記処総書記のポストについていることである。つま

り、（1）1980年2月から1981年6月の1年4カ月の期間は華国鋒主席・胡

耀邦総書記体制が存在していたが、この体制を1956年第8回党大会との関

連でどう理解すべきだろうか。それは56年の体制に極めて酷似した体制

であった。さらに、（2）1981年6月から1982年9月の1年3カ月は、主席・

総書記のポストを胡耀邦が兼任することになるが、この体制をどう理解す

るかも重要である。後者について陳麗風は、両者が並存した結果、主席の

ポストが有名無実になったので、副主席ポストと併せて第12回党大会で

廃されたと論じているが、同時に、この時期の胡耀邦がより多く主席の名

前で活動したとしている【36】。廃されたのが実質的にどちらの職位なのか

は、議論の余地があるのかも知れない。しかし、確かなことは、共産党の

最高位が主席から総書記になり、主席の下位に位置した総書記という存在

がなくなった、ということであろう。各種の推測が可能だが、緩やかな権

力継承が演出されたのではないかと想像する余地は存在する。

なお、もう一点、1982年から1987年の胡耀邦総書記、1987年から1989

年までの趙紫陽総書記は、中央軍事委員会主席に任じられることはなかっ

た。また、1989年6月から同年11月までの江沢民総書記と2002年11月か

ら2004年9月までの胡錦濤総書記も中央軍事委員会主席を兼任していな

い。この点、1945年から1976年までの毛沢東と、1976年から1981年まで

の華国鋒がそれぞれ、党主席在任中は常に中央軍事委員会主席を兼任して

いたことと対照的であり検討に値する。付け加えて言えば、1981年から

1989年の8年間、中央軍事委員会主席は鄧小平の掌握するところであった

が、鄧小平はその間党の最高位である主席も総書記も兼任することはな
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かった。

軍事機構とその指導的地位の沿革についてみると、1925年10月設置の

中央軍事運動委員会、および同12月設置の中央軍事部に始まる。中央軍

事部・部長は張国燾だったが、翌年2月には中央軍事委員会がおかれ、そ

の書記についたのは周恩来であった。その後、組織の名称はたびたび変更

されるが、長征の期間までは基本的に周恩来が軍事指導者の地位にあっ

た。毛沢東が中央革命軍事委員会主席の地位につくのは1936年12月であ

り、これ以降、建国期を跨いで、毛沢東は終身中央軍事委員会主席の地位

にあった。その後は、過渡期において華国鋒がこの職位に就いたことは前

述のとおりである。1981年に鄧小平が中央軍事委員会主席に就任したこ

とは、文革から改革開放への過渡期の終了を示すできごとであった。それ

は鄧小平時代の始まりを示すものであったのである【37】。

むすびにかえて

本稿では、政治局、政治局常務委員会、書記処それぞれの機能と役割の

変化を中心に、中国共産党の中枢をなす政策決定機構の変遷について、簡

略な考察を加えてきた。1949年の建国以降、共産党の政策決定機構は

1956年の第8回党大会で、政権党に相応しい形で初めて体系的に整備され

る。それは1954年の憲法制定を受けたものであった。

中央軍事委員会主席を兼任する党主席を頂点にし、政治局を最高政策決

定機構とし、政治局常務委員会と書記処が最終政策決定権と日常政策決定

権を分掌する1956年の体制がここに成立した。この体制において、党の

日常業務を担当する書記処、わけても、総書記である鄧小平の実質的な権

力は日増しに拡大していった。だが、この体制は、1966年には鄧小平が

権力を失い、1969年第9回党大会における党規約改正で書記処そのものが

党の制度から姿を消してしまう。
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1980年の書記処と総書記ポストの復活は、56年の体制の一時的な復活

でもあったが、1982年の第12回党大会では別の体制に移行する。それは

中央軍事委員会主席・鄧小平を頂点とし、党総書記、政治局、政治局常務

委員会、書記処を擁する体制であった。多くの党長老を抱え【38】、中央軍

事委員会主席を兼務しない総書記の権力は限られたものであったが、な

お、日常政策決定権を有する書記処を掌握することで、総書記は実質的な

決定権の多くを行使しえた【39】。この体制は、さまざまな発展の可能性を

はらんでいたが、結局、過渡的な体制となり、87年の体制に収斂してい

くことになった。

1987年の第13回党大会後の体制は、総書記を頂点とし、政治局と政治

局常務委員会が最高政策決定権と最終政策決定権に加えて日常政策決定権

まで掌握する体制を生み出した。書記処は、日常政策決定権を喪失し、中

央委員会によって選出されるという権力資源も奪われ、政治局への従属性

を強めることになった【40】。この後今日まで30年以上続く政策決定システ

ムはこうして成立したのだった【41】。もちろん、政治・行政業務の拡大、

複雑化、高度化から、現在の政策決定過程は1987年に比べて、いっそう

複雑なものとなっている。けれども、その制度的出発点は1987年にある。

この政策決定システムを、87年の体制と呼ぶことは可能かも知れない【42】。

☆本稿において、組織・機構の変化、その年月日、該当する共産党の会

議・決定の名前等については、主に次の著作及び論文を参考としたことを

お断りしておく。陳麗風『中国共産党領導体制的歴史考察（1921–2006）』；

李林「中共中央書記処組織沿革与効能変遷」；童霄「中共中央組織的演変」；

欒雪飛，張東旺「中共中央書記処的沿革」。原著者の見解であることを明

示しながら翻訳した部分以外で、機構の変化、月日等を記述的に論じた部

分は、上記の複数の著作を同時に参照しており、特に注記していない。
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註
1．李海文「中共中央書記処的由来及職権」『党史博覧』2006年第9期，4–5頁
2．たとえば「中国共産党第8回全国代表大会における劉少奇副主席の政治報
告」『新中国資料集成・第5巻』（日本国際問題研究所，1971）256頁

3．書記処は、中国語の原語のまま「書記処」と表記される一方、「書記局」と
いう訳語も存在している。本稿では、原語の表記を採用する。

4．閻頴『中国共産党領導体制的歴史沿変』（中共党史出版社，2007）74頁
5．陳麗風『中国共産党領導体制的歴史考察（1921–2006）』（上海人民出版社，
2008）2–11頁。また、張太炎『当代中国政府体系』（華文出版社，2001）75頁，
脚注1及び2を参照のこと。

6．これに先立って1943年3月20日、中共政治局会議は「中央機構調整と簡素
化の決定」を採択している。ここで中央書記処の職掌が再定義されるとと
もに、いわゆる毛沢東の「最後決定権」が決まる。この最後決定権につい
ては註35を参照されたい。

7．総書記の設置を規定する党規約第37条の改正提案は、毛沢東の強い意志に
よるとされる。また、総書記ポストへの鄧小平の指名も毛沢東による。陳
麗風，前掲，156–157頁。書記処を主宰するポストである“書記処主席”の職
位は第8回党大会で消滅している。このポストには毛沢東がついていたの
で、毛は書記処の主宰権を鄧小平に継承させたとも言える。

8．第8回党大会規約の第31条には、「全国代表大会会議は中央委員会により毎
年1回招集される」とある。これが党大会構成員（=代表）資格の「常任制」
とされ、「非常任制」と区別する用語法がある（たとえば、張太炎，前掲，
65頁を参照されたい）。もっとも、この常任制が採られたのは第8期党大会
だけである。党規約から見る限り第8期党大会は1956年の第1回から、毎年
1回、5年間、計5回開かれることが予定されていたのだろう。しかし、こ
の構想は結局完全に実施されることはなかった。第8期党大会の第2回大会
は翌1957年には開催されず、1958年に開催されている。しかし、その後は
結局1969年の第9回党大会まで開催されなかった。第8期党大会だけは党大
会を2回行ったとか、第8期党大会第2回大会はやり直し大会であったとい
う言説があるが、実際には、第8期党大会の党規約にしたがって忠実に開催
しようとした結果に過ぎない。

9．党政分離を含めて第13回党大会の多くの理念はやがて失われていくが、意
思決定システムは形式の上では却って、1987年に一応の完成を見て、その
後に踏襲されていくのである。

10．2017年10月の第19回党大会で採択された現行の党規約によれば、中央組
織については、まず、中央委員会全体会議についてつぎのように規定され
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ている。「全国代表大会（党大会：筆者）閉会期間中、中央委員会が全国代
表大会の決議を執行し、党の全活動を領導し、対外的に中国共産党を代表
する」（第22条）。そして、続けて、「党の中央政治局、中央政治局常務委員
会と中央委員会総書記は、中央委員会全体会議によって選挙される」（第23
条）と規定されており、その職責の重要性を知ることができる。その他に
も中央軍事委員会構成員を選出する（第23条）ことが中央委員会の職責に
あげられる。このように政策決定中枢に位置する重要機構は、あまねく中
央委員会をその選出母体としている。他方で、政治局と政治局常務委員会
それぞれの職権や両者の関係については具体的な記述はない。「中央政治局
とその常務委員会は、中央委員会全体会議閉会期間中、中央委員会の職権
を行使する」という漠然とした規定があるだけである。ある意味では、中
央委員会が「政治局によって招集され、毎年少なくとも1回開催される」（第
22条）というのが、政治局の職権を具体的に規定した唯一の文言であると
言えるのかもしれない。また、書記処については、そのメンバーは、政治
局常務委員会によって指名され、中央委員会によって採択されることになっ
ている。つまり、政治局や常務委員会メンバーのように、中央委員会によっ
て選ばれる（選挙される）のではない。また、書記処の職掌については、「中
央書記処は中央政治局とその常務委員会の事務機構［弁事機構］である」（第
23条）とされていることから、政治局と常務委員会に対して従属的地位に
置かれていることは確かである。このように党規約のみを根拠とするなら、
3機構間の上下関係は漠然と推測されるものの、それぞれの職権と権力分掌
の実相はあまり明らかではない。

� 　上述のように、中央組織について定めた現行の2017年第19回党大会採択
の党規約第22条、23条の内容は、1987年第13回党大会採択の党規約第21
条、22条から変更されていない（13回党大会以降、2012年第18回党大会ま
では引き続き第21条、22条であった）。こうした現行党規約の規定は、1987
年の第13回党大会で定着したものであると言うことができよう。

11．これらの概念には以下の2つの先行研究で用いられたものに着眼をえて高
次加工した面がある。本間敦子『中国共産党党組織の制度化に関する考察』
（新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会論専攻平成18年度修士論文）
37–45頁、及び、陳麗風『中国共産党領導体制的歴史考察（1921–2006）』（上
海人民出版社，2008）293頁を参照されたい。

12．李林「中共中央書記処組織沿革与効能変遷」13頁；欒雪飛，張東旺「中
共中央書記処的沿革」48頁；童霄「中共中央組織的演変」71頁；常甲辰「中
共中央書記処沿革」100頁等を参照されたい。もっとも、たとえば、李海文
は、1927年11月に設置された組織局がすでに書記処と同じ機能を持ってい
たとする（李海文「中共中央書記処的由来及職権」58頁）。李海文は書記処
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の成立を示す根拠については懐疑的で、ただ1934年6期5中全会を初出とし
ているだけである。たとえば、李海文「党中央最高領導称謂的歴史沿革」
56頁を参照されたい。

13．欒雪飛，張東旺，71頁
14．1938年9月から11月まで開かれたこの会議では「中央委員会工作規則与
規律に関する決定」が採択されている。李林，14頁

15．欒雪飛，張東旺71頁；常甲辰，100頁を参照。もっとも、これが政治局常
務委員会の廃止を意味したのかどうかはなお判然としない。

16．李林，15頁
17．A.ドーク・バーネット『現代中国の外交：政策決定の構造とプロセス』（教
育社，1986）37頁

18．A.ドーク・バーネット，前掲，57頁
19．李林，18頁
20．李林，16頁
21．その意味では、日常業務処理機構としての1927年4月の政治局常務委員会
の設置は、書記処の機能上の起源でもあった。

22．陳麗風，前掲，156頁
23.「政治局常務委員会と中央書記処は、党および国家の活動が活発になり、
これまでの中央機構ではもはや、その要求にこたえることができなくなっ
たため、新設することにした」「関於修改党的章程的報告」（第8回党大会に
おける鄧小平の党規約改正報告）『建国以来重要文献選編（九）』（中央文献
出版社，1994）161頁

24.「中央書記処を設置したい。この中央書記処とは、ひとつの機関であり“日
常工作”をおこなう。中央政治局ははまた、政治局常務委員会を設置し、こ
の政治局常務委員会は、以前の中央書記処に相当する」と、第8回党大会に
先立つ7期7中全会で、毛沢東は述べている。石仲泉『中共八大史』（人民
出版社，1998）124頁

25．ついでに言えば、それは、政治局、政治局常務委員会、書記処、国務院に
よる決定権力の分掌であり、政治局を握る毛沢東の最高決定権をもとに、
劉少奇、鄧小平、周恩来の3者の権力が相互牽制させられたことを意味した。
また、1958年6月、中共中央は「政治の大方針は政治局にあり、具体的な手
配は書記処にある。『政治設計院』はただ一つだけであり、二つの『政治設
計院』はない。政治の大方針と具体的な手配はともに一元的であり、党政
は不分である」と決定したとされる（「対中央決定成立財経、政法、外事、
科学、文教各小組的通知稿的批語和修改（1958年6月8日）」『建国以来毛沢
東文稿（七）』［中央文献出版社，1992］268–269頁）。政治局と書記処の権
限の分掌は明らかであるが、同時に、これは本来国務院を筆頭とする中央
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政府の権限である執行に対する党の関与を意味し、政治の領域への関与だ
と陳麗風は指摘している（陳麗風，前掲，232頁）。

26.「以前は主席のみで、副主席も総書記もなかったが……われわれはこのよ
うな大国となり、6億の人口と、1,100万人の党員を抱え、主席1名、副主席
1名では、少々力不足である」（石仲泉『中共八大史』人民出版社，1998，
124–125頁）と、7期7中全会で毛沢東が語っているという事実もある。

27．陳麗風，前掲，232頁。なお、その後、小組についての研究は活況を呈し
た。頼静萍『当代中国領導小組制度変遷与現代国家成長』（江蘇人民出版社，
2015）は、中央から地方まで十数種類の「小組」を区別している。少々迂
遠ではあるが、こうした小組研究からも、政治局や国務院における決定方
式の違いなど、最高レヴェルにおける政策決定のありようをうかがうこと
はできる。たとえば、王紹光，樊鵬『中国式共識型決策：“開門”与“磨合”』
（中国人民大学出版社，2013）。また、呉暁林「“小組政治”研究：内函、効
能与研究展望」（『求実』2009年第3期）も参考になる。もっとも、第13期
全人代第1回会議閉幕の翌日2018年3月21日から「共産党と国家の機構改
革案」が公開されはじめた。改革の内容は中央から地方にまでおよぶが、
中央では従来の「領導小組」が8つの「委員会」に改組されたと理解できる。
少なくとも最高レヴェルでは領導小組はなくなったわけだが、地方のどこ
まで変化が及んでいるのかは現時点では定かではない。また名称が変わっ
ても、上述の研究が分析しているような遍く広がった「小組」の役割が一
朝一夕で変わると考えるのは現実的ではないだろう。今後も小組的なるも
のがなお存在しているという前提で考える方が現実的だと思われる。

28．陳麗風，前掲，260頁。1969年の第9回党大会では、陳伯達、康生が政治
局常務委員に、江青、張春橋、姚文元が政治局員になっている。王洪文は
1973年の第10回党大会で、政治局常務委員、党副主席になっている。

29．「武装衝突中央文革事件」あるいは「三・二四事件」とも呼ばれ、この結
果、楊成武は人民解放軍総参謀長と中央軍事委員会委員の職務を解任、余
立金は空軍政治委員の職位を、傅崇碧は北京衛戍区司令官等の職務を解任
され、軍に対する林彪派の指導権が確立されたとされる。この事件は、林
彪や江青のねつ造によるといわれている。

30．陳麗風，前掲，259–262頁
31．李林，19頁
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32．陳麗風，前掲，292頁。なお、同じく李林の研究を表にまとめるとつぎの
ようになる。

33．ここに示した7点のうち、いくつかは常識的な観点であり、いくつかは李
林の分析にもとづいている。李林の分析については、李林，21頁を参照さ
れたい。

34．毛沢東の指導権が確立する端緒となったのは一般に1935年、長征の途上
に開かれた遵義会議（中央政治局拡大会議）であるとされている。

35．もっとも、陳麗風は、毛沢東の最終決定権［最後決定権］は、書記処の職
権に係わる範囲のものであり、しかも、それは、日常業務の処理に関する
極めて限定されたものであったとし、1944年5月21日の第6期7中全会の決
定により消滅しているとしている（陳麗風，同上，123頁）。最終決定権に
ついては、以下も参照されたい：李東朗「毛沢東“最後決定権”」；李林「中
共中央書記処組織沿革与効能変遷」。もっとも、文革期の毛沢東をみるだけ
でも、その後相当の期間、彼に最終決定権があったことを現実の側から否
定することは難しいようにみえる。

� 　ところで、外交に関して言えば、鄧小平には最終決定権があったし、江
沢民には少なくとも、最終拒否権は存在したようにみえる。また、最終決
定権と言っても、毛沢東と鄧小平、1989年11月以降と以前の鄧小平では一
律に論じられるのかという論点も存在する。ともあれ、基本的には、こう
した最終決定権的なものは傾向的には低下をしてきている。他方、そのた
めに、ボトムアップで官僚式に積み上げられた政策が、国家戦略上疑問に
思われるときに、特に軍事面で最高指導者が発揮してきた拒否権が衰えて
いるというアンドリュー・ネイサン（Andrew�Nathan［黎安友］）とロバー
ト・ロス（Robert�Ross［陸伯彬］）の指摘はそのとおりであろう。以下を参
照されたい。Andrew.J.�Nathan�and�Robert�S.�Ross,�The Great Wall and the 
Empty Fortress: China’s Search for Security,�W.W.Norton&�Company,�1997（阿
雄等訳『長城与空城計』新華出版社,�1997）p.136

36．陳麗風，前掲，293頁。もっとも、有名無実になったのは総書記ポストだ
とも言える。

年月 中央委員会 書記処 政治局 政治局常務委員会
1956年9月 8期1中全会 50.2歳 57.1歳 58.7歳
1982年9月 12期1中全会 63.4歳 71.0歳 73.8歳
1985年9月 12期5中全会 60.3歳 68.7歳 74.6歳
1987年11月 13期1中全会 56.4歳 64.1歳 63.6歳

出典：李林，前掲，16頁，20頁，21頁
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37．鄧小平時代の始まりについては、ほぼコンセンサスがあると言えるのかも
知れない。他方、その終期については少なくとも以下のような3つの認識が
ある。（1）1989年11月に鄧小平は中央軍事委員会主席の地位を退き江沢民
がこのポストを引き継ぐ；（2）1997年2月鄧小平は永眠する；（3）1994年
11月に江沢民は「第三世代の指導集団」による指導体制引継の完了を宣言
している。この年の春節の放送が鄧小平がテレビに登場した最後になった。
この問題は同時に江沢民時代がいつ始まったのかという問題でもある。

38．また、本稿では考究することができなかったが、1982年から1992年の10
年間、中央顧問委員会が存在し、政策決定に対し、否決権を行使した。こ
の強力な拒否権行使集団の存在ゆえに、12期と13期中央委員会期間は特異
な時代として位置づけられうる。この集団の存在をメルクマールとするな
ら、過渡期はなお、1992年まで存在したと言えるのかも知れない。

39．欒雪飛と張東旺は、この時点での総書記は、書記処の主宰者ではあるもの
の、書記処のメンバーではないとする（欒雪飛，張東旺，前掲，73頁）。また、
李林，前掲20頁を参照されたい。

40．今日の書記処の役割についてはいまひとつ不明確である。12回党大会前
後の書記処の役割については、呉国光の所説やバーネットの研究をもとに
した松田博の分析がある。松田博「中国の安全保障政策決定過程」『問題と
研究』第25巻第4号，2006年7・8月号。なお、松田は、15期、16期におけ
る筆頭書記の人選と役割についても詳細に言及している。

41．もっとも、1987年に総書記だった趙紫陽が中央軍事委員会主席を兼任す
ることはなかった。1989年に総書記に就任した江沢民も、2002年に総書記
に就任した胡錦濤も、中央軍事委員会主席に就任するまでにはタイムラグ
があった。現在の習近平総書記は、2012年の総書記就任と同時に中央軍事
委員会主席に就任することができたという点では異例であった。

42．もとより1987年の第13回党大会で出された政治改革の方向性はその後す
べて取り消されてしまった。なお、この87年の体制に実質的な転換があっ
たのかどうかについては、なお慎重な見極めが必要である。
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付録　党の中央組織に関する各党規約の規定

1．「中国共産党第三次修正章程議決案」（中央政治局会議議決案，1927年

6月1日）

第26条　中央委員会全体会議は必ず3カ月に1度招集しなければならな

い。必要のあるときは臨時中央委員会議あるいは拡大中央委員会議を招集

する。中央委員候補は中央委員会会議及び拡大中央委員会議に出席しなけ

ればならないが、発言権のみがあり、表決権を持たない。しかし、中央委

員が欠席したとき、委員候補は臨時に順にしたがって補充され、表決権を

持つこととする。

第27条　中央委員会は、正式の中央委員1人を総書記に選挙し、正式の中

央委員若干名を選挙して中央政治局を組織して全国の一切の政治的業務を

指導させ、正式の中央執行委員若干名を中央政治局候補委員に選挙する。

政治局委員候補が政治的会議に出席するとき、発言権のみがあり、表決権

を持たない。正式の政治局委員が離職をするとき、政治局委員候補が順に
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したがって補充される。全体中央委員会議は中央政治局を改組しなければ

ならない。中央政治局は互推により若干名を中央常務委員会に組織し、党

の日常業務を処理する。

2．「中国共産党規約」（中国共産党第6回党大会1928年7月採択）

（39）…中央委員会は全体委員会の会議を期日通り─少なくとも3カ月に1

度─に招集しなければならない。

（40）中央委員会はその委員から政治局を選出し、中央委員会全体会議前

後の期間における党の政治工作を指導し、常務委員会を選挙して日常業務

を行う。

（41）中央委員会は各種工作部門にもとづいて、各部あるいは各委員会を

設立する。たとえば、組織部、宣伝鼓動部、職工運動委員会、婦女運動委

員会、農民運動委員会等々である。…

3．「中国共産党規約」（中国共産党第7回党大会1945年6月11日採択）

第33条　中央委員会全体会議は、中央政治局によって半年に1度招集され

る。但し、中央政治局は状況に応じて延期もしくは前倒ししてこれを招集

する。中央委員候補は全会に出席し、発言権を有する。

第34条　中央委員会全体会議は中央政治局と中央書記処を選挙し、また、

中央委員会主席を選挙する。

中央政治局は、中央委員会前後の2回の全体会議の期間、党の中央指

導＊機関であり、党の一切の工作を指導＊する。

中央書記処は中央政治局の決議の下、中央の日常業務を処理する。

中央委員会主席はすなわち中央政治局主席と中央書記処主席である。

中央委員会は業務の必要により、組織、宣伝等の部と、軍事、党報等の

委員会、及びその他の業務機関を設け、それぞれ中央の各項の業務を処理

し、中央政治局、中央書記処及び中央主席の指導＊監督を受ける。

　註：上記＊の3箇所はすべて中国語原文も「指導」
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4．「中国共産党規約」（中国共産党第8回党大会1956年9月26日採択）

第37条　党中央委員会全体会議は中央政治局、中央政治局常務委員会と

中央書記処を選挙し、また、中央委員会主席1名、副主席若干名と総書記

1名を選挙する。

中央政治局とその常務委員会は中央委員会全体会議閉会期間、中央委員

会の職権を行使する。

中央書記処は中央政治局とその常務委員会の領導のもと、中央の日常業

務を処理する。

中央委員会主席と副主席は同時に中央政治局の主席と副主席である。

中央委員会は必要と認めるときには、中央委員会名誉主席1名を設ける

ことができる。

5．「中国共産党規約」（中国共産党第11回党大会1977年8月18日採択）

第16条　党中央委員会全体会議は中央政治局、中央政治局常務委員会、

中央委員会主席、副主席を選出する。

党中央委員会全体会議は中央政治局によって開催される。

中央政治局とその常務委員会は、中央委員会全体会議閉会期間中、中央

委員会の職権を行使する。

6．「中国共産党規約」（中国共産党第12回党大会1982年9月6日採択）

第21条　党中央政治局、中央政治局常務委員会、中央書記処と中央委員

会総書記は、中央委員会全体会議によって選挙される。中央委員会総書記

は必ず中央政治局常務委員会委員の中から選出されなければならない。

中央政治局とその常務委員会は、中央委員会全体会議閉会期間中、中央

委員会の職権を行使する。

中央書記処は中央政治局とその常務委員会の領導のもと、中央の日常業

務を処理する。

中央委員会総書記は中央政治局会議と中央政治局常務委員会会議の招集
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に責任を負い、中央書記処の業務を主宰［主持］する。

党中央軍事委員会構成員は中央委員会によって決定される。中央軍事委

員会主席は、必ず中央政治局常務委員会委員の中から選出されなければな

らない。

毎期中央委員会が選出した中央領導機構と中央領導者は、次期の全国代

表大会が開催されている機関、引き続き党の通常の業務を主宰する。それ

は、次期の中央委員会が新しい中央領導機構と中央領導者を選出するまで

とする。

7．「中国共産党規約」（中国共産党第13回党大会1987年11月1日採択）

第22条　党中央政治局、中央政治局常務委員会と中央委員会総書記は、

中央委員会全体会議によって選挙される。中央委員会総書記は必ず中央政

治局常務委員会の中から選出されなければならない。

中央政治局とその常務委員会は、中央委員会全体会議閉会期間中、中央

委員会の職権を行使する。

中央書記処は中央政治局とその常務委員会の事務機構である。その構成

員は中央政治局常務委員会が指名し、中央委員会全体会議が採択する。

中央委員会総書記は中央政治局会議と中央政治局常務委員会会議の招集

に責任を負い、中央書記処の業務を主宰する。

党中央軍事委員会構成員は中央委員会によって決定される。

毎期中央委員会が選出した中央領導機構と中央領導者は、次期の全国代

表大会が開催されている機関、引き続き党の通常の業務を主宰する。それ

は、次期の中央委員会が新しい中央領導機構と中央領導者を選出するまで

とする。


