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報告１

日本の魅力を PR する大使館イベント「Enjoy Nippon!」

4 月 15 日（金）日本国大使公邸にて、日本の魅力を PR するイベント「Enjoy Nippon!」
が開催され、中国政府関係者や各国外交団及び日本・中国の学術・メディア・企業関係者
を中心に 1200 名を超える来賓が訪れました。
日本を訪れる中国人観光客が増加し続ける中、その日本国内消費額も兆単位に上り、日
中の経済交流は益々深まっています。このイベントは、訪日観光をさらに促進させること、
また、高品質な日本の食・商品・サービスをアピールし、中国国内市場においてもこれら
の消費を促進させることを目的として開催されました。
新潟市を含め、中国国内に事業所をおく日本企業や自治体事務所、約 90 社がブースを出
展しました。新潟市は、観光パンフレットとともに、中国国内で製造された新潟市・県内
企業の米菓と洋菓子を配布しました。お菓子のおかげか、新潟市のブースは大盛況で、用
意したパンフレットとお菓子はあっという間に来賓の皆様の手に渡っていきました。
日本では新潟の「潟」の字はおなじみですが、中国ではあまり使用されておらず、新潟
を正しく「シンシィ（xin1xi4）」と発音してくれる人は少数派です。ブースを通りかかる
皆さんにまず「你好！」と声をかけ、新潟の特産品などとともに新潟の正しい読み方を PR
しました。（大泉）

中国国内で製造された亀田製菓の「柿の種」

新潟市ブースの様子

と、ブルボンのクッキー

報告 2

JET プログラム壮行会、50 名が日本へ

4 月 9 日（土）18 時 30 分から日本大使公邸に
て、JET プログラムにより日本に向かう中国の
方々の壮行会が実施されました。JET プログラム
とは、外国語教育の充実と地域レベルの国際交流
の進展を図ることを通し、日本と諸外国との相互
理解の増進と日本の地域の国際化の推進を目的
として、昭和 62 年度に開始されたもので、
「外国
語指導助手（ALT）」、
「国際交流員（CIR）」
、「スポ
激励の言葉を送る木寺日本国大使
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ーツ国際交流員（SEA）」の３つの職種があります。今回、日本に派遣される 50 名のうち新
潟県関係は 2 名でいずれも国際交流員として国際交流担当部局等に配属され、国際交流活
動に従事します。壮行会の席上、木寺日本国大使からの日中友好の懸け橋となって欲しい
との言葉に対し、派遣団の代表から力強い決意表明がありました。一行は東京を経由して、
全国各地の地方自治体に着任します。（神田）
報告 3

レベル高い日本語弁論大会、25 名の大学生が出場

4 月 9 日（土）中国伝媒大学にて、2016 年度大中物産日本語弁論大会が実施され、北京
市と天津市の大学から日本語を学習する大学生 25 名が出場しました。この大会は、当事務
所と同じビルに事務所を置く大中物産株式会社が 2007 年より開催したもので、今年は第 10
回目となる記念すべき大会でした。現在では、
北京市・天津市で最も影響力のある日本語弁論
大会の一つとなっています。応募者数約 400
名の中から出場権を勝ち取った大学生が大舞
台で自身の力を発揮しました。
日本語力、弁論内容、弁論態度、質疑応答な
どが審査の対象で、非常にレベルの高い戦いと
なりました。弁論内容からは、言葉の習得だけ
ではなく、日本の文化や歴史にも高い関心を寄
せていることが伺われました。このような若者
たちの姿は日中友好の明るい未来を期待させ
弁論の様子
るものでした。（大泉）
報告 4

「北京国際旅游博覧会」（ＢＩＴＥ２０１６）に参加

5 月 20 日（金）から 22 日（日）の 3 日間、北京・全国農業展覧館にて「北京国際旅游博
覧会」
（ＢＩＴＥ２０１６）が開催され、８０カ国以上の国々からのブースへの出展や旅行
関係者などのバイヤーの訪問がありました。
新潟市・佐渡市のブースでは、新潟市と佐渡市の観光担当課職員とともに、旅行関係者
やより良い旅行先を求めて来場した一般市民の方々に対して、新潟の PR を積極的に行い、
新潟観光の魅力を宣伝しました。
今回の会場の北京・全国農業展覧館は街中にあり、交通の便がよいこともあって昨年よ
りパンフレットの売れ行きが早く、途中で事務所から補充を行うほどでした。
また、博覧会に先立ち 19 日（木）には旅行社訪問や旅行社との商談会を行い、新潟への
観光コースや豊かな自然、米、酒、海鮮などの食文化、芸妓の舞の鑑賞などの伝統文化な
どについて説明し、新潟への送客についての働きかけを行いました。（神田）

ブースを訪れるお客様に丁寧に説明
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19 日の商談会の様子

西園寺

一晃先生の
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中国経済は依然として「痛みを伴う構造改革期」にある。今年の第１四半期の成長率は
＋６．７％だった。３月に開かれた全人代（全国人民代表大会）では、主として経済が討
議され、
「１３・５」
（第１３次５ヵ年計画）が正式にスタートした。問題は山積だが、
「減
速」面だけ見ていると、中国経済の真の姿を見失う。着々と手を打っている面もしっかり
見ておく必要がある。この構造改革期は２０２０年頃まで続くだろう。
さて、人々の第１の関心事は依然として経済だが、中国はこれから徐々に政治の季節に
入る。来年秋、中国共産党第１９回大会が開かれ、最高指導部の人事が行われる。少し早
すぎる感はあるが、政治好きの北京っ子は、来年開催されるこの１９回大会の人事につい
て議論を始めている。憲法に中国共産党はすべてを指導するとあるわけだから、どのよう
な指導部が発足するかは、国民、市民にとって重要な意味がある。もちろん興味本位の議
論も多いが。
中国には世代別に「第１世代指導者」、
「第２世代指導者」などという名称がついている。
世代別の代表的な指導者は以下の通りである。
第１世代指導者―毛沢東、周恩来、劉少奇、朱徳
第２世代指導者―鄧小平※、華国鋒、胡耀邦、趙紫陽
第３世代指導者―江沢民、朱鎔基、李鵬、喬石
第４世代指導者―胡錦濤、温家宝、呉邦国、曽慶紅、周永康※、薄熙来※
第５世代指導者―習近平、李克強、兪正声、王岐山
以上の指導者のうち、鄧小平は第１世代とも言えるが、ほとんどの第１世代指導者が世
を去る中で生き残り、第２世代指導者の時代に「無冠の帝王」として中国政界に君臨し、
中国が「改革・開放」に舵を切る上で大きな役割を果たした。この鄧小平のやり方に倣っ
たのが江沢民で、最高指導部に自分の子飼いを送り込み、胡錦濤体制下で「影の実力者」
として権勢を振るったと言われている。第４世代の指導者の内、トップ９の中にいた周永
康は引退後「反腐敗闘争」の中で逮捕された。また第５世代の権力の中心に就くと見られ
ていた薄熙来は、習近平との権力闘争に敗れ失脚した。
第４世代の最高指導部は「トップ９」と呼ばれた９人で構成されていたが、第５世代に
なり「トップ７」に変わった。胡錦濤は自身が江沢民の「院政」で苦労した教訓を生かし、
一切の職務から身を引き、全ての権力を習・李体制に譲り渡した。来年の党大会でも７人
による最高指導部構成は変わらないだろう。中国共産党の党員数は約８８００万人、トッ
プ７に入るのは至難の業であり、だからこそ信じられないくらいの権力を手に入れること
ができるのである。
来年の１９回党大会の人事では、内
【筆者プロフィール】
規通りに進めば、年齢制限で７人のう
西園寺 一晃（さいおんじ かずてる）氏
１９４４年生まれ
ち５人が引退することになる。残るの
は習近平と李克強２人だけだ。党には
「７上８下」
（党大会の時点で６７歳以
下は最高指導部に残ることができ、６
８歳以上は引退する）の内規があり、
習近平、李克強以外はこの内規に触れ
るからだ。
現在のトップ７の年齢は以下の通り
。

●
●
●
●
●

明治の元勲・公爵・首相・枢密院議長である西園寺
公望氏を曾祖父に持つ。
西園寺公一（きんかず）氏（第一回参議院議員・日
中文化交流協会常任理事）の長男。
北京大学経済学部卒業
朝日新聞社に在籍中は，日中関係の調査研究室長な
どを歴任。退職後も中国問題の調査、研究にあたる。
現在工学院大学客員教授，北京大学客員教授，伝媒
大学客員教授，北京城市大学客員教授
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習近平
１９５３年
６２歳
李克強
１９５５年
６１歳
張徳江
１９４６年
７０歳
兪正声
１９４５年
７１歳
劉雲山
１９４７年
６９歳
王岐山
１９４８年
６８歳
張高麗
１９４６年
７０歳
引退する５人に代わり最高指導部入りするのは「第６世代指導者」と呼ばれる人たちだ。
事実はそう単純でないが、習近平は「太子党」
（高級幹部の子弟グループ）に属し、李克強
は「団派」
（中国共産主義青年団幹部出身グループ）に属している。江沢民時代は「上海閥」
が幅を利かしたが、すでに昔の面影はない。ひと昔前なら、
「太子党」と「団派」が人事を
巡って激しく争うところだが、時代は変わった。すでにカリスマの時代が終わり、国民抜
きで権力闘争を展開する時代でもない。さらに時代は政治的安定を必要とし、特に今は経
済の構造改革に集中しなければならない。
「太子党」と「団派」はうまくバランスをとって、
経済運営に当たるとともに、国際社会における中国の存在感を高めるという面でコンセン
サスがある。とは言え、一種の綱引きが行われるのは避け難い。また、今の若手指導者は
高い能力（行政能力、経済運営能力）を有し、大きな成果を挙げることが最高指導部に入
る条件であり、身辺がきれいなことも必要で、ハードルは高くなっている。
そこで、北京っ子の噂、議論から、どのような人物が「第６世代の指導者」として話題
に上っているか、具体的に名前を上げてみる。これから様々な綱引き、駆け引きがあり、
また能力や成果を比較検討し、最終的には来年の「北戴河会議」
（渤海湾に面したリゾート
地で、毎年夏休みに多くの最高幹部が避暑に訪れ、非公式な会議、意見交換が行われる）
で人事が固まるだろう。
ところが、ある友人から面白い話を聞いた。それは「習近平は、反腐敗闘争で王岐山に
頼り、高く評価しているので、彼を最高指導部に残したい」というのだ。王岐山は現在党
のトップ７のナンバー６だが、泣く子も黙る腐敗撲滅の総司令部とも言える「党中央規律
検査委員会書記」
（当委員会ナンバー１）だ。１９４８年７月生まれだから、来年の党大会
の時点では６９歳、党の内規では当然引退しなければならない。来年の党大会でも王岐山
は最高指導部に残るかもしれないと言う友人の根拠は、昨年に発表された「２０１４年―
２０１８年全国党政指導グループ建設規格綱要」。これはほとんど日本には紹介されていな
いが、読んでみると確かに微妙なニュアンスの文面がある。その部分は次のように述べて
いる。
「指導グループは年齢構成については、老年、中年、青年という各世代を登用し、単に年
齢での線引きはすべきではない」。
これは従来の定年内規を否定するものとも読み取れる。実際には王岐山だけ残せば、相
当反発があるだろうから、そうはならないだろう。
第６世代の指導者は、年齢的には５０歳代が中心である。このうちの有力幹部、それに
来年の党大会時点で６７歳以下の有力幹部を加え、トップ７の候補者群が構成される。中
国共産党は中央委員２０５人、その中から選ばれた中央政治局委員２５人、中央政治局常
務委員７人をもって最高指導部とする。まずトップ７の最短距離にいるのは、中央政治局
委員の中の定年制に引っかからない人たちだ。この条件に合った人物は１２人（習近平、
李克強を除く）いる。
姓 名
生
年
主 な 役 職
王滬寧
１９５５
党中央政策研究室主任
劉奇葆
１９５３
党中央書記処書記、党中央宣伝部長
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許其亮
１９５０
党中央軍事委員会副主席
孫春蘭
１９５０
党中央統一戦線部長
孫政才
１９６３
重慶市党委員会書記
李源潮
１９５０
国家副主席
汪 洋
１９５５
国務院副総理
張春賢
１９５３
新疆ウイグル自治区党委員会書記
趙楽際
１９５７
党中央書記処書記
胡春華
１９６３
広東省党委員会書記
栗戦書
１９５０
党中央書記処書記、党中央弁公庁主任
韓 正
１９５４
上海市党委員会書記
さらに中央政治局委員ではなく平の中央委員だが、注目されている人物が３人いる。
周 強
１９６０
最高法院院長
陸 昊
１９６７
黒竜江省省長
徐紹史
１９５１
国務院国家発展・改革委員会主任
以上の中から、来年の１９回党大会で新たな顔がトップ７に入るだろう。すでに習近平
と李克強の留任は確実だから、椅子は５つしかない。これから１年半余りの中で、さまざ
まな勢力間で虚々実々の駆け引きが行われ、さらにそれだけでなく、各人がそれぞれの分
野でどのような成果を挙げたかが問われ、来年８月頃メンバーが内定する。最終的には来
年の１０月頃に予定される党大会で中央委員のメンバーが決まり、引き続き開催される第
１回中央委員総会でトップ７が確定する。
そこで、まだ予測は早いのだが、さまざまな人の話を総合し、有力と思われる人物を上
げてみる。
李源潮
実力者だが、年齢的に難あり
胡春華
次世代のホープの１人
孫政才
次世代のホープの１人
王滬寧
理論構築の中心人物で、習近平の信頼も厚い
汪 洋
経済のプロで、李克強の片腕
趙楽際
党中央書記処書記として習近平を支える
劉奇葆
党の宣伝工作の責任者
栗戦書
習近平の側近、事実上の政治秘書
韓 正
中国第一の都市上海のＮＯ１
中国共産党の規定では、最高指導部のメンバーは１期５年で、２期しかできないことに
なっている。来年の１９回党大会でトップ７に入ったメンバーの中で、習近平と李克強は
次の５年（２０２２年）で引退しなければならないが、新たに加わった５人は、死亡する
か失脚しない限り２０２７年まで務めることができる。つまり、２０２２年の党大会では、
この５人の中から党総書記と国務院総理が習近平、李克強に代わって誕生するわけだ。今
後の中国の政局から目が離せない。
（止）
北京スタッフ便り

忙しいほど、脳が健康

米国の研究者の研究によると、忙しい生活を送っている人は、同時にいろんなことをこ
なさなければならず、情報をより素早く処理し、記憶力もよく、語彙力も優れている。忙
しいのは良いことで、その方が頭がさえ、記憶力もよくなる。そして、年齢や学歴などに
関係なく、忙しいほど脳が健康である。
このニュースを見て、私もこの研究結果に大賛成。のんびりしすぎると、生活も全然面
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白くなくなる。頭も動かず、少しずつ鈍化していく恐れもある。
先週の週末、近くの大学へ散歩に行った。大学の運動場の入口の所で、70 歳くらいのお
ばあさんが飲料水を売っていた。私がミネラルウォーターを買ったとき、
「私の年齢はいく
つだと思う？」とおばあさんに聞かれた。私がおばあさんの様子を見て答えた。
「70 歳かな。」
おばあさんは冗談で「違うよ、私は 18 歳よ」と言った。それから、
「実は、私はもう 81 歳。」
とおばあさんは続いていった。私はびっくりした。このおばあさん、動作が敏捷で、81 歳
とは全く思えなかった。毎日、三輪車で飲料水を運動場に運んで、ここで売る。どうして
家でのんびりして生活を送らないのと聞くと、おばあさんは家にいると寂しくなるし、気
持ちも悪くなるといった。確かに、いつも何もしないと、生活はつまらなくなる。
このおばあさんの精神状態と生活態度を見ると、先日見た研究結果の正しさを証明した
ような気がする。
脳の健康のために、充実した生活、忙しい生活を送ろう。（霍）

■■お知らせ■■
「ビジネス支援サービス」をご活用ください。
新潟市の中小企業、団体等が北京市内で経済活動を行うに当たり、様々な支援を行っています。
お気軽にお問い合せください。詳しくはこちらから
http://city.niigata.org.cn/business_support_service.htm
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