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中国共産党大会、
全国人民代表大会とは

日中経済協会上海事務所
所長　横山　達也

第18回中国共産党全国代表大会が11月8日から14日まで開催され、次の新たな指導者層として、7名の中

央政治局常務委員が選ばれました。今回の共産党大会に続いて、来年春には全国人民代表大会が開催されますが、

これらはどのようなものなのか、中国の政治機構の概要と合わせて、ごく簡単に紹介します。

中国の政治機構について教えてください。

図表1をご参照ください。党の関係機関、軍、国家組織、統一戦線組織に大きく分けられます。中華人民共和
国憲法によると、全ての権力は人民に属し、人民が国家権力を行使する機関は、全国と地方の人民代表大会にあ
るとしています（第2条）。全国人民代表大会の下に行政機関の国務院、司法機関の最高人民法院と最高人民検察
院が置かれます。

中国共産党全国代表大会とは何ですか？

党大会は、中国共産党の指導体制と、これからの基本方針を決定する最高決定機関と位置付けられています。5
年に1度開催され、今回が18回目となります。党大会の代表は、選挙で選ばれることになっており、今回の代表
者は2,270人です（前回は2,217人でした）。

党の全国代表大会が、党の中央委員会を選出し、中央委員会が中央政治局、中央政治局常務委員会、総書記
を選出します。今回の第18回大会で選出された中央委員は205人、中央政治局は25人、中央政治局常務委員
は7人（習近平、李克強、張徳江、兪正声、劉雲山、王岐山、張高麗）、総書記は1人（習近平）でした。

では、全国人民代表大会とは？

憲法で中国最高の国家権力機関として定められ、日本の国会に相当します。任期は5年で、毎年3月に北京の
人民大会堂で開催されています。全人代では、国家主席や国務院総理が選出されます。全人代の人民代表は約
3,000人で、間接選挙により選ばれます。

中国で人民代表を選ぶ仕組みは、直接選挙と間接選挙の組み合わせです。小さな行政単位では有権者（18歳以
上の男女）による直接選挙、大きな行政単位では間接選挙になっています。上から順に①国家 ②省・直轄市 ③大
きな市（区を設置している市）のレベルがあり、ここまでは間接選挙です。1級下のレベルの人民代表大会が、1つ上
のレベルの人民代表大会の代表を選びます。さらに、④小さな市 ⑤郷・鎮があり、これらの代表は直接選挙です。
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全国政治協商会議も開かれますが。

統一戦線組織である中国人民政治協商会議全国委員会は、共産党とそれ以外の少数党派、無党派、諸団体との
協調機関として、諸党派との協議を通じて意見などを提出し、国家機関の活動と憲法・法律の執行状況について
監督を行います。現在は第11期で、全国委員会は毎年一回、全人代の数日前から開催されています。主席は政
治局常務委員の賈慶林です。

なお、第1期全体会議は1949年9月に開かれ、中華人民共和国の建国宣言、臨時憲法の採択や政府の選出な
どが行われました。

共産党との関わりはどういうものですか。

中国共産党という言葉は中国の法律の中で頻繁に出現するわけではありません。しかしながら憲法前文に「中国
共産党の指導」という表現が何度か出てきます。中国共産党の指導の下に社会主義国家を築き上げると規定され
ています。多党協力や政治協商制度も指導すると書かれています。また、幾つかの法律には共産党の指導が規定さ
れています。例えば「立法法」には立法の原則として中国共産党の指導を堅持することが規定されています。

また、前述した全国人民代表大会においては、共産党員が議決を可能とする多数を確保し、さらには後ほど示
す党組は、あらゆる組織・機関に設置されています。

ところで、中国共産党の幹部が国家機関の要職に就任していますが、これには法的根拠があります。国務院の中
の人事部（現在の人的資源社会保障部）が制定した「指導者の思想態度の建設を強化することに関する決定」では、
国家機関の重要幹部の推薦・任命・賞罰に関してはすべて中国共産党の集団討論によって決定すると規定しています。
これに対応して、中国共産党は「党政治指導幹部の選出任免に関する条例」を公布しています。これによれば全人
代常務委員会の委員、国務院の各部長、最高人民法院の指導者、地方の人民政府の指導者などの幹部は共産党
が推薦することになっています。

なお、新華社等の発表によると中国共産党員の人数は11年末現在8,260万人で、総人口13億4,735万人の
約6％です。

党組はどこでもありますが、何の役割を果たすのですか？

全人代や国務院をはじめ、労働組合（工会）、国有企業や文化組織の中など、あらゆる機関や組織に党組（党グルー
プ）があります。その根拠は「中国共産党規約」に定められ、党の路線・方針・政策を国家機関や組織に伝達して
実行することが役割です。

※日中経協ジャーナル9月号「中国ビジネスQ&A」、日中経済協会セミナー資料等より抜粋、引用。
　図表は日中経済協会「中国経済データハンドブック2012年版」。



16 2012 WINTER

漪 厲 鏵
鄧
焯

琪

韌

（日中経済協会作成）



2012 WINTER 17

新国家指導者の略歴（中国共産党第 18 期の中央政治局常務委員会委員）

習近平　Xi Jinping
現職：中国共産党第 18 期中央委員会総書記、党中央軍事委員会主席。国家
副主席。
学歴：清華大学化工系基本有機合成専攻（1979 年）、清華大学人文社会科学
院在職研究生、法学博士（02 年）。
略歴：1953 年生。原籍陝西省富平県。74 年入党。共産党河北省正定県委員
会書記、福建省厦門市委員会常務委員、副市長、寧徳地区委員会書記、福州
市委員会書記、福州市人民代表大会常務委員会主任を歴任後、93 年共産党
福建省委員会常務委員、福州市委員会書記、福州市人民代表大会常務委員会
主任、95 年福建省委員会副書記、福州市委員会書記、福州市人民代表大会
常務委員会主任、99 年代理省長、2000 年福建省第 9 期人民代表大会第 3
回大会にて福建省長。02 年浙江省に転出、浙江省委員会書記、浙江省代理
省長、03 年浙江省委員会書記、浙江省人民代表大会常務委員会主任。07 年
3 月上海市委員会委員、常務委員、書記。08 年 3 月国家副主席に選出。10
年 10 月党中央軍事委員会副主席、国家中央軍事委員会副主席に選出。
第 15 期党中央候補委員、第 16・17 期中央委員、第 17 期中央政治局委員、
常務委員、中央書記処書記。

李克強　Li Keqiang
現職：中国共産党第 18 期中央政治局常務委員。国務院副総理。
学歴：北京大学法律系、経済学院経済学専攻在職研究生、経済学博士。
略歴：1955 年生。原籍安徽省定遠県。76 年入党。74 年安徽省鳳陽県大廟
人民公社大廟大隊、76 年同大隊党支部書記。78 年 3 月北京大学法律系入学、
学生会責任者。82 年共産党青年団北京大学委員会書記、83 年共青団中央学
校部部長兼全国学生聯合会秘書長、共青団中央書記処候補書記、85 年共青
団中央書記処書記。88 年～ 94 年在職のまま北京大学経済学専攻、経済学修
士、博士学位。90 年第 7 期全国青年聯合会副主席、93 年中国青年政治学院
院長を兼任。93 年～ 98 年共青団第 13 期中央委員会書記処第一書記。98
年共産党河南省委員会副書記、代理省長、99 年河南省委員会副書記、河南
省省長、02 年河南省委員会書記、河南省省長、03 年河南省委員会書記、河
南省人民代表大会常務委員会主任。04 年遼寧省委員会委員、常務委員、書記、
05 年遼寧省人民代表大会常務委員会主任、06 年遼寧省委員会書記。08 年
3 月国務院副総理に選出。
第 15・16・17 期党中央委員、第 17 期中央政治局委員、常務委員、第 8 期
全国人民代表大会常務委員。

張徳江　Zhang Dejiang 
現職：中国共産党第 18 期中央政治局常務委員。国務院副総理。重慶市委員
会書記。
学歴：延辺大学朝鮮語系朝鮮語専攻、朝鮮金日成総合大学経済系卒業。
略歴：1946 年生。原籍遼寧省台安。71 年入党。68 ～ 70 年吉林省汪清県
羅子溝人民公社太平大隊知識青年、70 年吉林省汪清県革命委員会機関団支
部書記。80 年共産党延辺大学委員会常務委員、副校長、83 年吉林省延吉市
委員会副書記、延辺州委員会常務委員兼延吉市委員会副書記、85 年吉林省
延辺州委員会副書記、86 年民生部副部長、90 年吉林省委員会副書記兼延辺
州委員会書記、95 年吉林省委員会書記、吉林省人民代表大会常務委員会主任、
98 年浙江省委員会書記。02 年中央政治局委員、広東省委員会書記、07 年
中央政治局委員、08 年中央政治局委員、国務院副総理。12 年 3 月重慶市委
員会委員、常務委員、書記を兼任。
第 14 期党中央候補委員、第 15・16・17 期中央委員、第 16・17 期中央政
治局委員。

兪正声　Yu Zhengsheng
現職：中国共産党第 18 期中央政治局常務委員。上海市委員会書記。
学歴：ハルビン軍事工程学院ミサイル工程系弾道ミサイル自動制御専攻卒業

（68 年）、工程師。
略歴：1945 年生。原籍浙江省紹興市。64 年入党。68 年河北省張家口市
無線電六廠技術員、71 年河北省張家口市橋西無線電廠技術員、責任者。75
年第四機械工業部電子技術普及応用研究所技術員、工程師、81 年同所副総
工程師、82 年電子工業部電子技術普及応用研究所副所長、電子工業部コン
ピュータ工業管理局系統二処処長、副総工程師兼微型機管理部主任、電子工
業部計画司副司長。84 年中国身障者福祉基金会責任者、副理事長。85 年山
東省煙台市委員会副書記、87 年山東省煙台市委員会副書記、市長、89 年山

東省青島市委員会副書記、副市長、市長、92 年山東省委員会常務委員、青
島市委員会書記、市長。97 年建設部副部長、98 年建設部部長。01 年湖北
省委員会書記、02 年中央政治局委員、湖北省委員会書記、省人民代表大会
常務委員会主任。07 年中央政治局委員、上海市委員会委員、常務委員、書記。
第 14 期党中央候補委員、第 15・16・17 期中央委員、第 16・17 期中央政
治局委員。

劉雲山　Liu Yunshan
現職：中国共産党第 18 期中央政治局常務委員、中央書記処書記。中央宣伝
部部長。
学歴：中央党校大学学歴。
略歴：1947 年生。原籍山西省忻州。71 年入党。64 年内モンゴル自治区集
寧師範学校学習、68 年内モンゴル自治区土黙特左旗把什学校教師、69 年内
モンゴル自治区土黙特右旗委員会宣伝部幹事、75 年新華通信社内モンゴル
分社農牧組記者、副組長。82 年共青団内モンゴル自治区委員会副書記、84
年内モンゴル自治区共産党委員会宣伝部副部長、86 年内モンゴル自治区党
委員会常務委員、宣伝部部長、91 年内モンゴル自治区党委員会常務委員、
赤峰市委員会書記、92 年内モンゴル自治区党委員会副書記兼赤峰市委員会
書記。93 年中央宣伝部副部長、97 年中央宣伝部副部長（正部長級）、中央
精神文明建設指導委員会弁公室主任。02 年中央政治局委員、中央書記処書記、
中央宣伝部部長、中央文明委員会副主任、中央文明弁公室主任。
第 12・14 期党中央候補委員、第 15・16・17 期中央委員、第 16・17 期
中央政治局委員、中央書記処書記。

王岐山　Wang Qishan
現職：中国共産党第 18 期中央政治局常務委員、中国共産党中央紀律検査委
員会書記。国務院副総理。
学歴：西北大学歴史系歴史専攻卒業（1976 年）、高級経済師。
略歴：1948 年生。原籍山西省天鎮。83 年入党。69 ～ 71 年陜西省延安県
馮荘公社知識青年。71 年～ 73 年、76 ～ 79 年陜西省歴史博物館勤務。79
年中国社会科学院近代歴史研究所実習研究員、82 ～ 86 年党中央書記処農村
政策研究室、国務院農村発展研究中心処長、副局級研究員、連絡室副主任。
86 ～ 88 年中央書記処農村政策研究室正局級研究員、国務院農村発展研究中
心連絡室主任兼全国農村改革試験区弁公室主任、国務院農村発展研究中心発
展研究所所長。88 ～ 89 年中国農村信託投資公司総経理、党委書記。89 年
中国人民建設銀行副行長、党組成員、94 年同行行長、党組書記、96 年中国
建設銀行行長、党組書記。97 年広東省委員会常務委員、98 年同省副省長。
2000 年国務院経済体制改革弁公室主任、党組書記。02 年海南省委書記、省
人大常務委員会主任。03 年北京市委員会副書記、代理市長、北京五輪組織
委員会執行主席、党組副書記、04 年北京市委副書記、市長。07 年中央政治
局委員。08 年国務院副総理に選出。
第 15 期党中央候補委員、第 16・17 期中央委員、第 17 期中央政治局委員。

（日中ハイレベル経済対話の議長を第 2 回（09 年 6 月）より務める）

張高麗　Zhang Gaoli
現職：中国共産党第 18 期中央政治局常務委員。天津市委員会書記。
学歴：アモイ大学経済系計画統計専攻卒業（1970 年）。
略歴：1946 年生。原籍福建省晋江。73 年入党。70 年石油部広東茂名石油
公司生産指揮部弁公室秘書、77 年広東省茂名石油工業公司製油所党委員会
書記、80 年広東省茂名石油工業公司党委員会常務委員、計画処処長、副経
理、84 年広東省茂名市委員会副書記、中国石化総公司茂名石油工業公司経
理。85 年広東省経済委員会主任、88 年広東省副省長、92 年広東省副省長
兼省計画委員会主任、93 年広東省委員会常務委員、副省長兼省計画委員会
主任。97 年広東省委員会常務委員、深圳市委員会書記、98 年広東省委員会
副書記、深圳市委員会書記、2000 年広東省委員会副書記、深圳市委員会書記、
市人民代表大会常務委員会主任。01 年山東省委員会副書記、代理省長、省長、
02 年山東省委員会書記、省長、03 年山東省委員会書記、省人民代表大会常
務委員会主任。07 年天津市委員会書記、中央政治局委員。
第 15 期党中央候補委員、第 16・17 期中央委員、第 17 期中央政治局委員。

（出所）新華網、人民網等報道から作成。現職は 12 年 11 月 15 日現在のもの。

（日中経済協会作成）


