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《論 説》

数字を用いた略語にみる現代中国社会 (I)

国 益 巳

1.序

本稿では,新 しく創 り出される略語,特に数字を用いた略帝がその時代

の政治,経済,社会の特徴を大なり小なり反映している点に着目し,それ

らの略語を通 してその背景にある社会現象を探ることを目的としている｡

開放政策の進展に伴い,様々な政策,方針が打ち出され,それらの多 く

は数字を用いた略譜として,すでに定着 している｡香港 ･台湾政策の要で

ある "一国爾制",外資導入による経済発展戦略を示す "三資企此"など

の略語が代表的な例として挙げられよう｡

"一国市制■ (一国二制度)は d一十国家両神制度" (一つの国家,二

つの制度)の省略形であるが,日本のマスコミにも ｢一国二制度｣という

言葉はしばしば登場する｡一九九七年七月の香港返還問題の影響 もあって,

"一国爾制〝は専 ら香港政策を表す言葉と一般に受けとめられている帆

歴史的には台湾政策の基本方針として創出された言葉である｡すなわち.

社会主義体制をとる中国領内において.資本主義体制をとる特別行政区を

並存させる.と言う方針である｡

場合義[1996]によると, ｢-国二制度｣の構想は,一九^一年の菓剣英

全人代常務委旦長の九項目提案に盛り込まれているが, 一̀国爾制"ある

いは "一十国家両神制度'という言葉が用いられるようになったのは,一

九^四年二月に部小平とアメリカの元大統領補佐官プレジンスキーとの会

談の場であり,公式文書の中で初めて用いられたのは,同年五月の絶紫陽
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の全人代での政府活動報告においてである(p.474)0 "一国南制"という

語形は,一九八五年四月の第六期全人代第三回大会の場で使い始められた

(那須雅之[1991]p.352).とする説もあるC

中国側の 〝一国両帝Y に対 し.台湾の李登輝総統は一つの中国という立

場を堅持しつつ,対等な政治実体としての台湾政府の立場を主張 し, "一

国西府■ (一つの中国.二つの政府)という考えを提唱している｡ちなみ

に,台湾政府の公式見解は, "一十中国,爾十対等的政治実体" (一つの

中国,二つの対等な政治実体)である｡

いずれにせよ,一九^〇年代半ば以降, "一国爾制"という略帝は,中

国政府の台湾 ･香港政策の基本方針を示す言葉として,中国社会に浸透 し

ていったO "一国爾制"という略譜が常用され定着するにおよんで,開放

政策の進展に伴い発生 した新 しい社会現象に対 して. "一国爾制"を振っ

た略語表現がいくつか生み出された｡

一九八〇年代後半には, "-豪商制" (一つの家庭にこっの制度)とい

う表現が生まれた｡これは,一つの家庭の中で,社会主義の安定 した社会

保障と資本主義の高所得を享受しようとする試みを指 している.例えば共

稼ぎ夫婦の場合,夫は低収入であっても,医療,年金,住宅などの福利厚

生の保障されている国有企業に勤務し.安定 した社会保障を確保 した上で,

妻は高い収入を求めて自営業に転 じたり,外資系や私営企業に勤務するこ

とによって所得の増大を求める,というやり方である｡しか しなが ら,一

九九〇年代半ばに至って,国有企業の赤字増大,事業縮小,身売 り,倒産

が続出し,もはや国有企業は将来にわたって安定 した社会保障を提供する

職場ではなくなってしまい,このため "-豪商制"という略語がもってい

た当初の輝きも失われてしまっているC

外国資本導入の加速が,次々に "一｢爾制" (一つの工場に二つの制度)

を生み出した｡すなわち,国有企業内の一部の生産部門あるいは一部の製

品について,外資との合弁事業を展開することで,一つの企業内に国有部

分と合弁部分が並存するものである｡この制度ににより.国有企業側は直
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接国際競争に参加 し.輸出入を行うことができる｡

また,海外資本の積極的な導入は,海外から多 くの投資家を,特に "≡

胞"と呼ばれる香港 ･アモイ人,台湾人,華僑の企業家を中国国内に招き

入れる結果となった｡これらの "三胞"は,業務上の必要から中国での長

期滞在を余儀なくされたり,あるいは頻繁に中国と自宅を往復することに

なる｡こうした "三胞"の中には,その有 り余る財力にまかせて現地妻を

囲う者も現れ.中国本土および香港,台湾等において, "一家爾妻" (一

つの家庭に二人の妻)という言葉に象徴されるゆゆしい社会問題を生み出

している｡

いくつかの研究所においては, "一院爾制" (一つの研究所に二つの制

皮)を採用 し,スタッフを基礎研究に従事するグループと技術開発に従事

するグループとに分けている｡基礎研究にかかわる経費は国家から配分さ

れるが,技術開発資金は企業などから調達 しなければならないC

国家教育委月会は.義務教育の段階である公立の小中学校で, "一校爾

刺" (一つの学校で二つの制度)を行うことを厳 しく禁 じている.公立小

中学校の教師が金儲けのために.個人あるいは学校 ぐるみで,公立学校の

教室や設備をそのまま流用 し.私立小中学校や私設学級を併設するケース

が目に余る社会現象となったため,これを禁止する措置がとられたのであ

る｡

このほかに. ■一区南国'' (一つの地区にハイテク開発区とハイテク農

園を並存させること)という略語も存在する｡農村経済の発展を促す方策

と~して,中小企業,郷鎮企業のハイテク化を進めるとともに,農業のハイ

テク産業化を実行することであり,条件の整った地区において,この両者

を並存させることを "一区南国"と表現 している｡

数字を用いた略語の代表的な例として "一国爾制〝,さらにそれを扱っ

て創出されたいくつかの略語について述べてきたが,これらの略苛が現代

中国の政治,経済,社会等の分野における特徴的な現象を反映したもので

ある,という事実は否めない｡
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2.数字を用いた略帝収集の基本的視点

2.1.言語学的にみた略語研究の視点

那須雅之[1991]によれば,略帯に関する研究は,一九五〇年代から今 日

に至るまで様々な論文が出されており(pp.410-411),そうした研究は,主

にその構成形式に基づ く分類及びその構成法則の解明という二つの問題を

中心に進められてきた(p.406)0

那須[1991]は,ある複合希が略帝を構成する場合,各請の中心となる部

分が残されるという従来の説明に疑問を呈 し,略帝構成法別の解明を試み

ている｡次の一組の例でみてみよう｡

【例】 "人民大学"- "人 (氏)大 (学)"- "人大"

"人民背嚢"- "(人)民警 (秦)"- 〝民警〝

｢人｣が残る場合と ｢民｣が残る場合があり,いずれを残すかは,複合語

の品詞や造語形式に応 じて使い分けられる.というのが那須[1991〕の見解

である｡すなわち,上の例でいえば,｢人｣が残るのは固有名詞の場合,

｢民｣が残るのは普通名詞の場合である.また,那須[1991]は, ｢大学｣

の場合は常に ｢大｣が残され ｢学｣が省略されるが.このように省略され

る語素と残留する語末が一定 しているものは非常に多い,と指摘 している｡

那須[1991]は,｢帯素の使い分け及び帯素の省略と残留における固定性

は,略語の構成法別を考察する上で導入すべき視点である(p.410)｣とし

ている｡

次に,略帝の構成形式に基づ く分類について概観 してみよう｡王曙光[1

991]は.略帯の縮略方式を,①縮合方式,②飾略方式,⑧簡代,④統括,

の四項目に大分類 し,さらに,①を十三項目に,②を三項目に,⑨二項 目

に,④を二項目に,合計二十項目に中分類 している｡

これに対 して,中国帝の概論 レベルでの略譜分類はもっと大ざっばであ

り,例えば.藤堂明保 ･相原茂[1985]は六分類に止めている(pp.189-190)0
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ここでは.繁雑さを避けるため,小学館の r中日辞典Jfの分類方法を例示

しておこう｡

r中日辞典Jによると,中国籍の略語は,その構成方式から大きく六種

類のグループに分けることができる｡ (pp.1376-1377)

①帯素省略型

帯素を省略 して,洗った部分を圧縮 して新譜形をつ くりだす もの｡

【例】高級中学-高中

②共通語素圧縮型

並列する連帯のうち共通する部分の一方を省略し,圧縮するもの｡

【例】中学小学-中/̂学

⑨切断型

(a)絵称の一部を省略して属性を表す部分を残すもの｡

【例】長途屯渚-長途

(b)修飾語を省略したもの

【例】中国人民解放軍-解放軍

④置き換え型

これには主に地名の別称などが含まれる｡

【例】山東-与

⑤数字や意味の帰納型

(a)数字帰納型

並列関係にある項目をその項目数に置き換えてひとまとめにするもの｡

【例】愛祖国,愛人民.麦芽功,愛科学.愛社会主文-五愛

(b)意味帰納塑

それぞれの帯に共通する意味的特徴を別の言葉を用いて簡潔な言い方

にまとめるもの｡必ず しも省略前あるいは圧縮前の形が存在するわけ

ではない｡

【例】ハエ ･カ ･ネズ ミ･ナンキンムシ-四書

⑥日付の省略
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事件名 ･記念 日などで前につ く日付の ｢月｣ ｢日｣などを省略 したもの｡

【例】五四逼功

略語は,上記分薪の①に属するものが最も多 く,略語構成法則①は.吹

々と生み出される新帝の源となっている｡また.王[1991]の中分類二十項

目のうち,十七項目は,上記分類の①～④に相当し,①～④に属する略譜

の構成法別が.相対的に復姓なものであることが窺える｡

那須[1991]は,略語の構成法別の解明を試みる場合,数字や意味的帰納

によって構成される略語は,語素を省略 して構成する略語と性質を異にす

るものであり,これらを同時に論ずることは不適切と考える(p.411).と

している｡これは.略語を言語学的研究の対象としてみた場合,上記分頬

項目の①～④および⑥に属する略譜と⑤に属する略語を同列に論ずること

は不適切である,という考えを示 したものであり,構成法則の解明を試み

る場合に,①～④および⑧に属する略語と⑤に属する略語の構成上の特質

の違いが顕著であることを指摘 したものである.

那須[1991]は,九篇の先行研究論文を列挙 しているが(p.411),大河内

康意[1987]によって,それ以外にも二篇存在することが確認された(p.22)0

さて,略語収集という観点に着日して先行業寮をみると,二つのタイプ

が存在する｡一つは, ｢略語辞典｣であり,もう一つは ｢新語辞典｣ある

いは ｢情報辞典｣の類であるC

略語辞典は,当初から辞典の編纂を目的として略語の収集が行われる場

合と言語学的研究を目的として収集された略語が結果的に辞典として編纂

される場合とがあるC那須[1991]や王[1991]は後者に属する｡前者には,

雅坤 ･秀玉[1992],閲龍華 ･陳仁俊[1988].鐘嘉陵[1986]などがある｡

新語辞典あるいは情報辞典には,新譜あるいは用語の一部を成すものと

して略語が収録されており,収録語嚢を政治,農業,軍事などの分野別に

分類 した上でアルファベ ット順等の配列を行っている辞典もある｡新譜辞

典あるいは情報辞典の祭は続々と出版されるため,筆者の手元にある辞典

だけでも十指に余る.
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2.2.本研究の視点と基礎資料

数字を用いた略語の特徴は.その大部分が,上は共産党中央から下は弥

村に至る様々なレベルの改発,方針,現状などを表 している点にある｡冒

頭で述べた通 り,本稿の意図するところは,数字を用いた略語を取 り上げ

ることによって,それ らの背景にある政治的,経済的,社会的現象の一端

を明らかにすることにあり,言諸学的な考察を加えることにはない.

したがって,本研究では前節の分類①～⑥の全てに属する略語で,かつ

数字を含むものを収集の対象とする｡例えば, "一国爾制"は "一十国家

両神制度"の省略形であり.前節の分類の①に属するC "三資"は "中外

合資,中外合作,外商独資"の省略形であり,⑤ (a)に属する略語であ

る｡数字を用いた略語の大半は⑤ (a)に属するが,こうした分類は本稿

の目的とするところではない｡なお, ｢双｣は数字とは言えないが, "釈

文明" (二つの文明)の如 く, ｢二｣の代わりに用いられるため,便宜的

に数字に含めて考察することにする｡

本研究では,雑誌 『半月談』を基礎資料として用い,一九九六年下半期

から一九九七年末にかけて発行の同雑誌三十六冊の中から数字を用いた略

語を四百弱収集 した｡この四百弱の略語の指す内容は.大まかに示せば次

の通りである｡

①社会主義中国成立以前の歴史的事象を指すもの

【例】三光政策 (三光作戦)

②専ら,社会主義中国成立以降かつ開放路線以前の事象を指すもの

【例】四人毛野(四人組)

③社会主義中国成立以来一貫 して使用されているもの

【例】八一 (八月一日建軍飾)

④専 ら,開放路線の事象を指すもの

(a)略語辞典にあるもの

(b)略諸辞典にないもの

-7-



8

本研究で取 り扱うのは,④に属する略帯であるC略語辞典に関しては, 日

本で市販され.かつ収録語数が多いことから,那須[1991](r中国籍略語

辞典Jl)を基準をとし,当落辞典に掲載されていない暗箱を次章以下で取

り上げることにする｡

r半月談』は,一九^〇年創刊の半月刊の小型雑誌で,B6版約八十ペ

ージ｡北京の半月談雑誌社から発行されているが,中国共産党中央の管轄

下にある大衆啓蒙雑誌であり,党中央 ･政府の政策を分かりやす く紹介 し

たり,社会問題を取り上げたりしている｡党中央宣伝部は.党の理論誌で

ある T求是』とともに大衆啓蒙誌 r半月談』を "党刊■ (党の刊行物)と

位置づけ,その発行,普及に力を入れている｡したがって,数字を用いた

略語によって,中国社会の諸現象の一株を明らかにしようと試みる本研究

の基礎資料として,r半月談』は適切な素材であると言えよう｡

次章以下では,一九九六～九七年にかけて 『半月談』に登場 した.党中

央の基本政策.国有企業改革,農業 ･農村問題等にかかわる略語をジャン

ル別に取 り上げる｡党中央の基本政策を表す略譜を検討 してみると,略語

の元となった基本方針の発案者が郡小平から江沢民へと変化 してきている

事実が判明する｡これは.部小平が一九九四年九月の四中全会を機に政治

の表舞台から完全引退 し,一九九七年二月に死去 した,という歴史的事実

を鮮明に反映した結果であるCすなわち,江沢民自身の言葉が略語化され,

それがスローガンとなって国民に宣伝される状況が生 じている｡また,中

央の基本政策を受けて,各地方の党委員会 ･政府がどのような改革を推進

しているのか,という具体的な現場報告にも触れている｡国有企業改革や

農村改革等に関しても同様に,先ず中央の基本方針を表す略語を示 し,吹

に個別企業の改革や個々の農村地区における改革の実態等を取り上げてい

る｡

数字を用いた略語を.先ずジャンル別に分類するという点では用布辞典

的な性格を有 しているが.上述の如 く本研究を特徴づける構成方法を採っ

ている.また.略語の説明に際して.中国帯の原文を例文として示 し. 日
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本語訳を加えた｡例文を示 した点では用語辞典と異なる｡例文はできるだ

け略譜成立の背景を伝える内容を有する部分を選び,単に言語学的な意味

を有するだけの使用例に終わらないように心かけたCこの点で新帝辞典の

用例選択の基準と異なる｡なお,例文の末尾の (〇一〇一〇)は,出所を示

し,r半月談』(〇年第〇期〇五)である｡

3.改革開放の基本方針

3.1.政府 ･党中央の基本政策

3.1.1.部小平路線の継承

(1) "両手机" (両手でつかむ)

三菱総合研究所[1997]は,次のような解説を加えている｡

二つの基本点 (-改革開放と四つの基本原則の堅持の両方に力を入れる

こと｡同義帝に "両手硬"がある｡この "両手机"の反対が. "一手硬,

一手軟【で,片方,特に改革開放にだけ力を入れ,四つの基本原則の堅持

には力を入れないこと｡なお経済犯罪を取り締まらない場合も, "一手硬,

一手軟"が使われる｡(p.29)

夢S小平追悼大会において,江沢民は弔辞の中で次のように述べたO

十四大以来,党中央高挙邦小平建没有中国特色社会主文理砲的備大

旗帆 領等全党全軍全国各族人民,全面貢御執行党的基本路銭,机住

机退.深化改革.gL大井放,促速友展,保持穐定,在以鐘済建竣功中

心的同吋墜持物成文明和精神文明建役所手折,実現7国民鐘紡持錬､

快速､健康友展,提前述到邦小平同志卦我イn鶴定的 "三歩走"友展故

暗中的第二歩故略 目椋,制汀和牙始執行国民鐘紡和社会友展的九五汁

剣和二〇一〇年通景規則.(97-5-12)

十四回大会以来.党中央は部小平の中国的特色をもつ社会主義理論

の建設という偉大な旗印を高く掲げ,全党全軍全国の各民族を指導 し,
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党の基本路線を全面的に克遂し,チャンスを捉え,改革を深め,開放

を拡大し,発展を促進し,安定を保持し,経済建設を中心とすると同

時に物質文明と精神文明の建設を堅持し両手でつかみ,国民経済の持

続的で,速やかで,健全な発展を実現 し,郡小平同志が我々のために

定めてくれた ｢三歩で進む｣発展戦略中の第二歩日の目標を繰り上げ

達成し,国民経済と社会発展の ｢第九次五カ年｣計画および二〇一〇

年長期計画を策定し遂行 し始めているC

"十四大"は一九九二年十月に開催された "中国共戸党第十四次全国代

表大会" (中国共産党第十四回全国代表大会)の略称である｡共産党の全

国代表大会は五年に一回開催される｡ちなみに, d十五大"は一九九七年

九月に開催された｡

"三歩走〝は,上述の例文の中でも示されているように,部小平の提起

した経済発展戦略であり. ｢三歩｣つまり ｢三段階｣の発展を経て中国経

済をテイクオクさせるという考えである｡竹内実 ･矢吹晋[1996]によると,

その具体的な内容は次の通りである｡

第一歩は一九八〇年から十年間でGNPを二倍にすること｡第二歩は一

九九〇年から十年間でGNPを再度二倍にし,小康水準までもっていくこ

と｡第三歩は二十一世紀半ばまでにGNPを中等程度に発展 した国家の水

準に到達させ,現代化を基本的に実現すること｡(p.140)

また, "九五"は一九九六年に始まった "第九十五年 (汁劫)" (第九

次五カ年 (計画)｣のことであり, "汁Rrr も省略され "九五期向"と

いった用い方もされる｡二〇一〇年長期目榛は.社会主義市場経済発展の

ための九つの重要方針を打ち出したもので,第九次五力年計画とともに一

九九六年三月に第八耕全国人民代表大会第四回会議で採択された｡な忠,

｢第二歩目｣の目標は一九九五年に繰り上げ達成され,-人当たりのGN

Pを一九八〇年の四倍にすることが "九五"の目棟である｡

類似の表現として, "両手机,両手硬〝,d爾手折,商事部要硬","

手硬,一手軟","一手比較硬,一手比較軟〝,"-把手両手机け (トヅプ
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が両手でつかむ)などがみられた｡

"両手机"という言葉が繰り返し用いられるのは.実質的には資本主義

化である経済開放政策を推進する一方で,政治的には共産党の指導という

譲ることのできない部分が存在するためである｡しかも,官民の別なくや

みくもに金儲けに走るケースがあとを絶たず,経済犯罪は増加の一途をた

どっている｡こうした傾向に歯止めをかけるためのスローガンが, ｢両手

でつかもう｣であり, ｢精神文明建設｣である｡

(2) "一十中心,爾十基本点" (一つの中心,二つの基本点)

これは一九八七年十月の中国共産党第十三回全国代表大会の折,趨紫陽

が郡小平の意を受け.改革開放の基本路線として用いた言葉である｡ "一

十中心"は ｢経済建設｣. "爾十基本点"は ｢改革開放政策｣および ｢四

つの基本原則｣を指し,経済建設を進める上での党中央の基本的な立場を

示 したものが二つの基本点である｡すなわち,経済発展は改革開放政策に

基づき積極的に進めなければならないが,政治的には,①社会主義の道.

②プロレタリアー ト独裁,③共産党の指導.④マルクス ･レーニン主義と

毛沢東思想,の四つを里持することが要求される｡この四つの基本原則こ

そ共産党の存在を意義づけるものであり, ｢一つの中心,二つの基本点｣

という言葉は,経済は資本主義,政治は社会主義という党の方針を端的に

示している｡ちなみに. 四̀項基本原則け (四つの基本原則)の元の形は

"堅持社会主文道路,墜持売声折攻専政,堅持共戸党的領寺,堅持考列主

文､毛障末思想"であり. "四十堅持" (四つの堅持)とも略称される｡

郡小平の逝去に伴い,党中央委員会,全国人民代表大会常務委月会,国

務院.政治協商会議全国委員会,中央軍事委員会が連名で全国民にあてた

追悼文では,次のように用いられている｡

男一十是eIl立和泉展了建汝有中国特色社会主文理治,制汀了党在社

金主又初級折段 "一十中心,爾十基本点"的基本路銭.碗立了党在鐘

紡､政治､外交､教育､科技､文化､軍事､祖国統一､党的建没等方

面的-老妻方針政策,成功地井藤7在改革牙放中英現社会主文現代化
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的新道路.(97-4-6)

もう一つは.中国的特色をもつ社会主義理論を創り出し発展させ,

社会主義初級段階における ｢一つの中心.二つの基本点｣という党の

基本路線を制定し.経済,政治,外交.教育.科学技術,文化.軍事,

祖国統一.党建設などの方面で党の全般的な方針政策を確立し,改革

開放のもとで社会主義現代化の新 しい道を切り開くことに成功 した点

である｡

｢社会主義初級段階｣静も,第十三回党大会で遭紫陽が捷起した概念であ

り,計画経済の中に市場経済を取り入れることを目的とした理論である.

中央宣伝部の副部長 ･徐光春は ｢-つの中心,二つの基本点｣というス

ロ-ガンをさらに発展させ, "一十中心,爾十基本点,三十脊斗目板"と

している｡

必須牢牢把擾社会主文初級附段的基本路銀,即一十中心､爾十基本

点､三十脊斗目椿.一十中心､爾十基本点的日的就是要実現三十日栃

一一一一富裕､民主､文明的社会主文現代化国家.(97-16-9)

社会主義初級段階の基本路線.すなわち,一つの中心,二つの基本

点,三つの奮闘目標をしっかりと把握することが必要であるO-つの

中心,二つの基本点の目的とは三つの目標-一一豊かで,民主的で,文

化的な社会主義近代国家一一一一を実現することである｡

(3) "五十墜決" (五つの断固として)

一九九六年十月に開催された第十四期六中全会では,社会主義精神文明

建設のための明確な長期目標および短期重点実施目標が捷起されたが,こ

れらは "五十墜決〝 (五つの断固として)と略称される｡

列在 "五十墜決"之首的,是墜決制止党政机美和干部臥伍中存在的

消枚腐敗現象,法一歩村立密切聴系群余､勤政穿実､廉括奉公的伏良

党夙政凧.同吋,墜決別正損害群余利益的行地不正之凧,墜決日陰黄

賭寺等社会丑悪現象,墜決禁止制造和偉播文化塩坂的行九 墜決制止

一些地方社会治安不好和杯境艦､乱､蓋的状況,迭四十 "墜決"和相
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度的要求,也被列力持神文明建没当前要着重机的重要向題.

(96-21-4)

｢五つの断固として｣の最初に列せられるのは,党,政府幹部隊列

の中に存在する無気力と腐敗現象を断固として阻止することで,大衆

と密接な連携をとり,政治と実務に励み,清廉で国に奉仕する優良な

党 ･政府の気風を一歩進めて樹立することである｡同時に,大衆の利

益を損なう産業界の不正の気風を断固として正し.ポルノ,賭博,蘇

薬等の社会の醜悪な現象を断固として一掃し,低俗な文化を造り宣伝

する行為を断固として禁止し,いくらかの地方の社会治安の悪さと環

境の汚れ,乱れ,劣悪さといった状況を断固として阻止する｡この四

つの ｢断固として｣およびそれに応 じた要求は,精神文明建設のため

当面重点的に力を入れなければならない重要課題に列せられる｡

(4) "五十一工程" (五つの建設)

"五十一工程" (五つの建設)とは,一九九一年に中央宣伝部が提唱し

た精神文明建設のためスローガンであり,その内容は, "力争毎年度幸出

一本好弔､一台好洩､一部伏秀屯観劇 (片)､一部伏秀亀影､一貫有創見

有悦服力的文章" (毎年頑張って.一冊の優れた本,一つの優れた劇,一

つの優れたテレビドラマ,一つの優れた映画,一第の独創性と説得力をそ

なえた文章を創 り出す)ということO

九十年代以来,随着精神文明建没 "五十一工程"的牙展,弘揚愛国

主文､集体主文､社会主文主旋律的屯影､屯税別､戎劇､圏弔､文章

精晶迭出,手首了人民的精神文化生活.在此基拙上,江浄民又要求重

点机好対人民群余影鴫大､演者魂余人数多的長欝小悦､屯祝刷和JL童

文学迭 "≡大件"的創作和生戸.使人民群余能仇中得到教育和虐辿,

増強脊友前述的信心和力量,扱高思想境界.(97-15-ll)

九十年代以降,精神文明建設のための ｢五つの建設｣の展開に伴っ

て,愛国主義,集団主義.社会主義の高揚を主題とする映画,テレビ

ドラマ,演劇.図書.文章の精華が続々と生まれ,人民の精神文化生
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活を豊かにしているCこの基礎の上に立って,江沢民は又,人民大衆

に影響が大きく読者や観衆の数が多い長編小説やテレビドラマや児童

文学という ｢三つの大切なもの｣の創作と生産を重点的に把握するこ

とによって,人民大衆にその中から教育と啓発を得させ,奮起 して前

進する自信と力を増強させ,恩恵レベルを向上させることを要求 した｡

ここでは, "≡大件"は ｢長編小説,テレビドラマ,児童文学｣という意

味でもちいられているが,一般には,民衆が求める人気商品である ｢三種

の神器｣を指し,一九六〇～七〇年代においては, ｢自転車,腕暗計, ミ

シン｣を,八〇年代においては,｢テレビ.カメラ,ラジカセ｣あるいは

｢カラーテレビ,冷蔵庫.洗濯機｣を指した｡

3.1.2.江沢民自身の言葉

(1) "五 ･二九沸清一 (五 ･二九講話)

一九九七年五月二十九日,江沢民は中央党学校の省都級幹部研修姓の修

了式で重要な詩話を行った｡省部級幹部とは,地方の省長クラスおよび中

央の部長 (-大臣)クラスの超高級幹部を指す｡この講話は,同年二月の

鄭小平の逝去という事実を踏まえ,同年九月に開催の "十五大"を視野に

入れた上で,①中国的特色をもった社会主義理論の建設,②社会主義初級

段階,③経済発展と経済体制改革.④党建設,という四つの根本的な問題

について述べたものである.

中央宣伝部副部長 ･徐光春は次のように述べている｡0

江揮民同志在 "五 ･二九"沸i舌中首先沸到的何題就長銀幌向鹿.他

悦 :"放映同塵至美紫要.放映是方向,放映洗足形象."要不要放帆

挙什ゑ樺的旗帆 是不足古学,迭十同席美系到党和国家的前途和命逼.

(97-16-6)

江沢民同志が ｢五 ･二九｣講話の中で最初に触れた問題は旗印の問

題であった｡彼は ｢旗印の問題が最も肝要である｡旗印は方向であり,

旗印は形である.｣と請ったC旗印を必要とするかどうか,どのよう
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な旗印を掲げるか,高く掲げるかどうか,といった問題は党と国家の

前途や運命にかかわる｡

江息弔近在 "五 ･二九"沸活中指出 :"社会主文的根本任身長解放

和泉展生戸力,中国解決所有何題的美健在干倣幕自己的麦展,改革牙

放長泉展的強大功力."(97-16-9)

江沢民給書記は ｢五 ･二九｣講話において, ｢社会主義の根本的な

任務は生産力を解放し発展させることであり,中国があらゆる問題を

解決するためのカギは自らの発展にあり,改革開放は発展のための力

強い原動力である｡｣と指摘した｡

(2)① "爾十美健" (二つのかなめ)

② "三十如何" (三つの如何にして)

江沢民が ｢五 ･二九講話｣において語った内容について,中央宣伝部副

部長 ･徐光春は次のように言及している｡

迭 d三十如何"秤 "爾十美鍵【,組成7我イrl新的妨史吋期必須解決

的五十重大深度.対迭些深題研究探不深､有没有推鶴答案,宜接美系

到我イIl有中国特色社会主文草地能不能取得成功.(97-16-10)

この ｢三つの如何にして｣と ｢二つのかなめ｣は,我々が新しい歴

史的時期にあって解決しなければならない五つの重大な課題を成して

いる｡これらの課題に対する研究が深いかどうか,正確な答があるか

どうかが,我々の中国的特色をもつ社会主義の事業が成功を勝ち取る

ことができるかどうかに直接関係してくる｡

先ず, ｢二つのかなめ｣について,その内容をみてみよう｡

江息弔i己在 "五 ･二九〝沸活中提出 :"能不能成功地建立起比較完

善的社会主文市場鐘防体制.能不能保持国民鐘紡持鎮快速健康麦展,

是我イrl必須解決好的爾十美鍵性探題."迭同樺也是我イll在宣僧工作中

需要玖其研究和把握的爾十美硬性妹尾.(97116-10)

江沢民総書記は ｢五 ･二九｣講話において, ｢比較的完全な社会主

義市場経済体制をうまく建設することができるかどうか,国民経済の
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持続的で急速で健全な発展を維持できるかどうか.ということは我々

がきちんと解決しなければならない二つのかなめの課題である｡｣と

提起 した｡これは,我々が宣伝工作においても同様に,真剣に研究 し

把握 しなければならない二つのかなめとなる課選である｡

次に, ｢三つの如何にして｣の内容をみてみようQ

此外,江息弔i己在十四届大中全会扱告中速提出三十 "如何■ :"如

何在鐘紡建没力中心的前提下,使物庚文明建没和精神文明建没相互促

速,切･洞友展,防止和克服一手硬､一手軟 ;如何在深化改革､建立社

会主文市場珪併体制的条件下,形成有利千社金主叉現代化建設的共同

理想､伊佐現念和逆徒規露,防止和過制腐朽思想和丑悪現象的滋長蔓

延 ;如何在が大対外牙放､迎接世界新科技革命的情況下,吸収外国伏

秀文明成果,弘揚祖国倖銃文化相準,防止和消除文化地境的偉播,舵

卸敵対勢力対我 酉̀化'､ 分̀化'的困喋."(97-16-10)

これ以外に,江沢民総書記は第十四耕六中全会の報告の中で三つの

｢如何にして｣を提起している｡すなわち, ｢経済建設を中心にする

という前提のもとで,如何にして物質文明建設と精神文明建設とを互

いに促進し,協調発展させ,片方の手は硬くて片方の手は柔らかいこ

とを防ぎ克服するか ;改革を深め,社会主義市場経済体制を確立する

という条件のもとで,如何にして社会主義現代化建設にとって有利で

ある共通の理想,価値観および道徳規範を形成し,腐敗思想や醜悪な

現象の成長蔓延を防止し抑制するか ;対外開放を拡大 し,世界の新 し

い科学技術を迎え入れるという状況のもとで,如何にして外国の優れ

た文明の成果を吸収し,祖国の伝統文化の精華を発揚 し,低俗な文化

の伝播を防ぎ除去 し.敵対勢力の 西̀洋化', 分̀裂化●の兼謀を防

ぐか｡｣

(3)① "四秤夙LT (四つの気風)

② "爾十要求" (二つの要求)

これも江沢民が ｢五 ･二九講話｣で語った内容を指す｡
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同吋,要摘好童倖工作,唱鳴主旋律,我イrl速要努力培界江息弔妃在

沸涛中提出的 "四秤夙気" :玖其学司的風気.民主対地的風気,税政

探索的夙気,求其穿薬的風気.(97-16111)

同時に,宣伝工作をきちんと行い,党中央の路線を歌い上げ,さら

に江沢民総書記が講話の中で提起 した ｢四つの気風｣.すなわち,真

面目に学習する気風,民主的に討論する気風,積極的に探求する気風.

真実を求め実務に励む気風,を頑張って培わなければならない｡

次の例文では, "四秤風気"は "四大凧LT と表現されている｡

我イIl要目党地按照江息弔妃的要求去倣,仇爾十要求和四大夙気入手,

来提高整十重倖干部臥伍的素庚,把我イロ的宣借工作提高到一十新水平.

(97-16-ll)

我々は自覚のもとに江沢民総書記の要求に従って行動 し,二つの要

求と四つの大きな気風から着手 し,宣伝幹部の隊列全体の資質を高め,

我々の宣伝工作を新 しい水準にまで高めなければならない｡

ここで ｢二つの要求｣としているのは,すでに述べられた内容であり,江

沢民が ｢五 ･二九｣講話の中で語った次の部分を指 している｡

我爪的領等干書臥 不収要有姓イ壬工作的理絶政策水平和地多能九 両

且要有政治上的墜定性,有良好的思想作夙和道徳晶庚.(97-16-ll)

我々の指導幹部は,仕事に堪え得る理論的政策的水準と業務能力を

有 しているばかりでなく,政治上の堅固さを有 し,良好な思想態度と

道徳的品性を有することも要求される｡

(4) "三排〝 (三つの重ん じるもの)

党 ･政府幹部の腐敗ぶりには目に余るものがある｡江沢民は,こうした

状況の打開のためには幹部,とりわけ指導幹部の資質の向上が不可欠であ

ると考え.一九九六年に入って. 〝三沸"という方針を打ち出した｡

江息弔記号召全党同志要 "沸学司､排政治､沸正気",逮 "三沸"

九十字.可以涜是加現党員的党性敏煉,扱高干部思想政治兼庚的一条

基本途径. 沸̀学/7"被五千首位一可兄 "沸学即 的重要性.
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(96-18-4)

江沢民総書記は党の同志全てに ｢学習を重んじ,政治を重んじ,正

しい気風を重んじ｣なければならないと呼びかけた｡この ｢三つの重

んじるもの｣という言葉は,党且の党派性鍛錬を強化し.幹部の恩恵

的政治的資質を高める基本的な道筋であると言えるC｢学習を重ん じ

ること｣が最初に置かれており,｢学習を重んじること｣の重要性を

伺い知ることができる.

｢政治を重んじる｣という方針は,毛沢東や部小平が一斉 して採ってきた

ものであり,江沢民が敢えて ｢学習を重んじる｣を最優先し, ｢政治を重

んじる｣を二番手に下げたことに対しては.独自性を強調し,江沢民時代

の到来をアピールすることによって政権の強化と安定化を謀ろうとしてい

る,とのうかった見方もある｡ (明菅[1996]p.22)

"三耕"というスローガンは一九九六年夏ごろからマスコミにしばしば

登場するようになったが,その当時民衆の間では.毛沢東や郡小平と比較

して,江沢民は演説ばかりで行動力に欠ける,という批判も存在 し,その

年にはこの点を批判,風刺 した流行り謡が流行った｡ (明菅[1996]p.23)

流行り謡の内容については,岡[1997]を参照されたい｡

3.1.3.達成されたマクロ経済政策

(1)一高一億 (-高一低)

"一高-低〝とは, "鐘紡増長速度校高.物併離幅校低" (経済成長の

速度が比較的速 く,物価上昇幅が比較的小さい)という意味O第九次五力

年計画の初年度となった一九九六年のマクロ経済の良好な結果を示す言葉

であるCすなわち,対前年GDP成長率は九 ･七%の高い数値を示す一方,

全国小売り物価上昇率は.一九九五年の十四 ･̂ %から一九九六年の六 ･

一%へと下降した｡

一九九六年,経済生活中的 '̀-高一低"引入注目.国民経済継簸保

持快速増長的勢共,同吋通貨膨脹得到有赦抑制.商品等官物扮離幅預
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汁回落到六 ･五%左右.我国鐘紡比較成功地実現7 "軟着隙〝.

(97-1-10)

一九九六年の,経済生活の中での ｢-高一低｣が人々の注目を集め

ている｡国民経済は引き続き急成長の勢いを維持 しており,同時にイ

ンフレは有効な抑制を得て,小売り物価上昇幅は六 ･五%前後に下が

ると予測され,我が国の経済は比敏的傾調に ｢軟着陸｣を実現 した｡

"一億一高" (一低一高)という略語も用いられている｡もちろん,意味

は "一高一億"と同じであり,前後が入れ替わっただけであるC

尤其伍得欣慰是実現7 "-低一高" :通貨膨脹明昆陣偲,社会商品

等嘗物扮離幅由上年的十四 ･八%回落到六 ･五%左右 ;経済姓壊保持

快速増長的勢共,国内生戸急使増将的力十%.(97-1-4)

とりわけ安堵に債するのは ｢-低一高｣を実現したことであるCす

なわち,インフレが目に見えて低減し,小売り物価上昇率が前年の十

四 ･八%から六 ･五%前後に下がった ;経済が引き続き急成長の勢い

を維持 しており.国内総生産の増加率が約十%となった｡

また,同年の物価の動きをさらに細かくみて, "四落一高" (四つの下降

と一つの上昇)という表現を用いた例もある｡

去年物俳的主渦是回落.具体塊洗足 "四落一高".(97-1-10)

昨年の物価の基調は下降であった｡具体的に言えば ｢四つの下降と

一つの上昇｣であった｡

四つの下降とは, ｢物価上昇率下降｣,｢物価の絶対水準の下降｣, ｢穀

物価格の下降｣,｢全国親横での全面的下降｣を,一つの上昇は ｢サービ

ス料金の上昇｣を指す｡

3.2.地方政府の改革への取り組み

3.2.1.青島市の精神文明建設

次の二つの略語は,清廉な地方政府作りを目指す青島市党委員会書記 ･
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愈正声の改革の取り組みを示す言葉である｡

(1) "三十杯苛" (三つのポイント)

y三十杯帯" (三つのポイント)は ｢自律,制度,監督｣を指す.清潔

な政治を行うためには,①幹部自身の自己親律.②組織改革,③市民によ

る監督が必要である,としているC

六月十二日下午,愈正声同志在接受本刊氾着果坊吋悦,摘廉政建没,

要有三十杯帯 :自律､制度､監督.其中最重要的一杯長塩督.他介錯

晩,在青島,一十大荘園的監督机制巳鐘形成,迭洗足群余性的単板岡.

(96-14-22)

六月十二日の午後,愈正声同志は本誌記者のインタビューを受けて

請った｡清潔な政治の建設を行うには三つのポイントがなけねばなら

ない｡すなわち,自律,制度.監督である｡その中で最も重要なポイ

ントは監督である.青島においては.大歳模な範囲の監督メカニズム

がすでに形成されている｡それは大衆による通報ネットワークである,

と彼は紹介 したC

青島市では.一九九三年の下期に,市弟律検査委月会,検察院,法院,風

紀粛正弁公室がマスコミを通 じて全市各部署の通報奄話,通報場所を公開

し,投書箱を設置し,通報ネットワークを作り上げた｡ (干有海 ･張寒[1

996]p.22)

(2) 〝三公牙" (三つの公開)

さらに,市民による監督とともに,実行されなければならないのか "三

公牙- (三つの公開)である｡

与此寵妾,迂英行了 A三公牙升 :即所定各項制度公牙､自査情況公

牙､調査赴理結果公牙,吐各級干部都呈身干全市人民的公牙監督之下.

敢不敢接受群余的監督,是廉政能香落到来赴的美鍵.(96-14-22)

これと組み合わせて,さらに ｢三つの公開｣を実行 した｡すなわち,

所定の各制度の公開,自己調査状況の公開.調査処理結果の公開であ

り,各級幹部をみな全市民の公開監督下に置くことである｡敢えて大
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衆の監督を受け入れるか否かが清常な政治を実施できるかどうかのカ

ギである｡

3.2.2.清隆市の精神文明建設

津防市党委月金書記 ･張国光によると,一九九六年十月の第十四期六中

全会で審議可決された (中共中央美干加強社会主文精神文明建没若干L)F]1碇

的放牧) (中共中央の社会主義精神文明建設を強化する上での若干の問題

に関する決議)にしたがって.藩陽市は精神文明建設の方策を打ち出して

いるC (張国光[1996]p.20)

(1)① "爾十提高" (二つの向上)

② "爾十塑造" (二つの創造)

カ此.沈PEl市貫御大中全会 く決蚊),制定7-九九六至二〇一〇年

精神文明建没友展故略杓想､息休日椋､蛾略歩額.息的目椋是 "爾十

捷高", "爾十塑造" :提高全体市民的文明素庚,塑造二十一世紀現

代沈和人的新形象 ;提高城市文明程度,塑造高科技､大生戸､大洗通､

現代化､国際化的新形象.(96-22-20)

このため.落陽市は六中全会の r決議J)を貫徹すべ く,一九九六年

から二〇一〇年に至る精神文明建設の発展戦略構想,総体目標,戦略

歩調を定めた｡全体的な目標は ｢二つの向上｣と ｢二つの創造｣であ

る｡すなわち,市民全体の文化的素質を向上させ,二十一世紀の現代

的な津陽市民の新 しいイメージを創造する ;都市の文化的レベルを向

上させ,ハイテク,大規模生産,大規模流通,近代化,国際化という

新しいイメージを創造する｡

(2) "五大工程〝 (五つの大きな建設)

"五大工程" (五つの大きな建設)とは, "思想解放工程､道徳修界工

程､智力牙麦工程､文化建没工程､杯境改造工程" (思想解放,道徳心,

知的開発,文化建設,環境改造の五つを実行すること)である｡

有7枚略観測,必須孔乱薬実地落莫,凡年来.沈阿市糟心実施7精
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神文明建没的 "五大工程".由千一把手重視,各班子､党員干部帯共,

在全市形成了以鐘済建設力中心的 "両手机,両手硬〝.爾十文明一起

上的工作椿局.(96-22-21)

戦略計画が立ったら,着実に実行 しなければならない｡数年来.津

陽市は心を砕いて精神文明建設のための ｢五つの大きな建設｣を実施

しているC トップが力を入れているので.各指導グループ,党点,幹

部は率先 して.全市において.耗済建設を中心として ｢両手でつかみ,

両手に力を入れる｣やり方を作り上げ,二つの文明をいっしょに向上

させる工作方法を作り上げている｡

張国光書記が推進 している ｢五つの大きな建設｣の具体的な内容は,①部

小平理論で党を武装し,幹部や大衆を教育する,②愛国教育を重点とする

道徳教育を進め,行政部門,司法部門,国有企業等では職業教育を行う,

③九カ年の義務教育を推進し,科学技術に資金を投入する,④ハー ド面も

含めて,企兼や地域の文化水準を向上させる,⑤住宅地や公園の整備や高

速道路網の建設などを行うこと｡

3.2.3.福建省地方税務局の改革

福建省では,一九九四年に福建省地方税務局が新設されて以来,地方税

の収入が安定して増加している｡地方税務局は八千人の職員と千以上の税

務署を管轄 しており. "-把手机両手" (トップが両手でつかもう)とい

うスローガンをかかげて,各級の税務署長にハッパをかけている｡ (余兆

禄 ･昧栄宮 ･李斌[1996]p.18)

(1) "三徳〝 (三つの徳)

"三徳" (三つの徳)は, "社会公徳､駅北道徳､家庭美徳〝 (社会道

徳,職業道徳,家庭道徳)を指すC "三徳"は,社会主義精神文明建設に

かかわるスローガンであり, "三徳､四有､五受けと並列して用いられる

こともある｡ d四有"紘 "有理想､有道徳､有文化､有紀律" (理想,道

徳心,教養,競律の四つがあること). "五愛"は "愛祖国､愛人民､愛
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券功､愛科学､愛社金主又" (祖国,人民,労働,科学,社会主義の五つ

を愛すこと)0

学雷韓､建三徳､村新夙是福建省地税局深化文明建設的又一重要挙

措.他イ11結合学官韓､学/7 d税穿鉄人"恵庭転軟起7学先述､起先述

争当 "四有"新人的熟潮.使全系統沸政治､沸奉献､沸正気的文明新

景象,居出不労.(96-19-19)

雷鉾に学び,三つの徳を建設 し,新 しい気風を樹立することは,福

建省地方税務局が文明建設を深化させるためのもう一つの重要な行動

である｡彼らは 雷̀鉾に学ぶ'と ｢̀税務の鉄人｣裏庭金玉に学ぶ●を

結合し.先進人物に学び,先進人物を追い越し,争って ｢四つの有｣

の新人物になろう,というブームを巻き起こし,局全体に政治を重ん

じ,貢献を重んじ,正しい気風を重んじる文明的な新事象を続々と生

み出している｡

(2) 〝五十一" (五つのサービス)

福州市地方税務局は.窓口でのサービスの向上を謀るため, `̀五十一"

(五つのサービス)を奨励.実践している.tこの略語の元の形は, ''-敬

美胎､一十座位､一杯茶､-句境心緒､-到就亦升 (笑顔,椅子,一杯の

お茶,暖かい言葉,迅速な処理)であり,納税者に対 しては,笑顔で迎え,

椅子を勧め,お茶を出し,丁寧な言葉遣いで応対し.迅速に処理をする,

ということ｡

塙州市地税局弓量化宙口仇庚服勢.倣到服穿 `̀五十一",有的申撮庁

速攻有寺人照看自行辛,過雨吋送雨傘,天熟吋,有的税各机美自己的

亦公重役有空洞,唯一的空洞就装在申根太庁里---.(96-19-20)

福州市地方税務局は窓口での良質なサービスを強化するため, ｢五

つの-｣というサービスを実行するようになった｡ある申告ホールで

はその上に自転車を管理する専任者をおいて.雨が降れば傘を提供す

る｡暑い折に,ある税務機関では自身の事務室にはエアコンがなく,

唯一のエアコンは申告ホールに設置されている･･･-0
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(3) "四十一" (四つのサービス)

福建省津州市の地方税務局では, 〝倍加我是納税人" (もし私が納税者

であったら)という立場を換えた発想で,言葉遣いから服装に至るまで改

め,全面的に納税者に奉仕する,という方針を打ち出している｡ (栄音 ･

李斌[1996]p.32)

在英行微笑服穿､桂牌服各､東浦制服各的同吋,没立了税法啓吻合､

監督台､ "局長伍班日"制度等,結合整頓机美和宮口単位的作夙妃律,

建章立制.要求税工倣到 "四十一" :文明排好毎一句括,熱情招待毎

一位納税人,玖真か好専一宅地各,推碗解答好毎一･MF71鹿.

(96-23-32)

笑顔でのサービス,ネームプレー トをつけてのサービス,責任ある

サービスと同時に.税法相談カウンター,監督カウンター.｢局長当

直日｣制度等を設置し,機関全体と窓口の作風 ･規律を結合盤備 し,

制度化し,税務工作で ｢四つのサービス｣を実行することを要求して

いる｡すなわち,どの一言も丁寧にしゃべる,どの納税者に対 しても

熱意をもって応対する,どんな業務でも真面目に遂行する,どんな質

問に対しても正確に答える｡

｢責任あるサービス｣とは,受け付けた手続き書類の処理をいつまでに完

了させるか,責任をもって約束,公言すること.

(4) "三一起" (三つの同時)

さらに,津州市地方税務局は.幹部の腐敗現象を正すべく,次の二つの

略語で表される方策を実施 している｡

他イTl把反腐糾夙作為地税干部的必修珠,柊税収与糾夙工作-起机,

堅持倣到 "三一起† :即税収任穿和糾凧工作-起部署 ;収入速度和行

地風気-起分析 ;完成税収任勢和反膚糾凧-起考核.(96-23-33)

彼らは反腐敗,風紀粛正を地方税務局幹部の必修科目とし,税収と

風紀粛正工作を同時につかみ.｢三つの同時｣を断固実行する.すな

わち,税収任務と風紀粛正工作を同時に執り行う ;集金速度と業務忠
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度を同時に分析する ;税収任務の完成と反腐敗 ･風紀粛正を同時に検

証する｡

(5) "三十必机" (三つの必ず力を入れること)

突出 "三十必机" :連年辻帯､婚喪喜庚必机 ;税収栓重､所得税忙

算､定板調整､蓮華赴萌､城免税官批等項工作牙展吋必孤 ;麦現不良

傾向和達紀行力必孤.(96-23-33)

｢三つの必ず力をいれること｣を最優先させよう｡すなわち,正月

祝日や冠婚葬祭には必ずカをいれる ;税収検査,所得税計算,ノルマ

調整,違法処分,税の減免審査等の工作を展開する時は必ず力を入れ

る ;不正な傾向や違法行為の発見には必ず力を入れる｡

3.2.4.河北省地方税務局の改革

河北省地方税務局長 ･王加林によると,河北省の地方税務局は一九九四

年に創設されたが,当時.末端の税務署の四十%弱は事務所用の建物がな

く,半数近くは屯話がなかった｡こうした物質的条件に加えて,税法の新

内容,徴税の新方法,職員の新身分などの問題に直面した｡ (王加林[199

7〕p.46)

こうした劣悪な条件のもとで,幹部の事業心,責任感,向上心を高める

思想工作を展開し,状況を好転させつつある｡

(1) 〝四十形象h (四つのイメージ)

カ了帯出-支臥人民満意的臥伍,我イrl逝清各界寺家､学者召牙税各

形象研付会.井田納出7地税干部庇樹立的四十形象 :"PzL椿執法的人

民税官形象,執政力民的人民公イト形象,廉括守妃的国家公各員形象,

精通地券的現代干部形象".(97-22-46)

人民が満足する隊列を率いるため,我々は各界の専門家や学者を招

いて税務イメージ研究討論会を開催し,地方税務幹部が樹立すべき四

つのイメージを結論として得た｡すなわち. ｢厳格に法を執行する人

民税務官のイメージ,民のために職務に励む人民の公僕のイメージ,
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清廉で弟律を守る国家公務月のイメージ,業務に精通した現代的な幹

部のイメージ｣である｡

さらに,幹部の資質を高めるため,次のようなスローガンのもとで改革を

推進している｡

(2) "掌握一口理地.精通一項地券,学好三n知洪"

(一つの理論を把握し.一つの業務に精通し,三つの知識を学ぶ)

按照 "掌撞一口理地,精通一項地券,学好三n知現〝的規劫,我イn

突出了新税制､財各会汁､査帳和汁算机技能等重点.｢旺牙農学地券､

学技禾和尚位煉兵括功,先后挙亦冬美培訓班一千五百余次,培訓二千

三万人次.(97-22-46･47)

｢一つの理論を把握し,一つの業務に精通し,三つの知識を学ぶ｣

という計画にしたがって.我々は新税制.財務会計,帳簿監査および

コンピューター技能等の重点を強調し,業務を学び.技術を学び,職

場の質を向上する活動を広範に展開しており,前後して千五首回余り

の各種の養成クラスを開催し,延べ二万三千人を養成した.

"一口理i;U は ｢部小平理論｣を, "一項業務"は ｢税収業務｣を, "≡

n知iRJ は ｢社会主義市場経済の知識,法律知乱 コンピューター知識｣

を指している｡

また,職長の政治的な資質の向上を謀るための施策も講じられている｡

(3) 五̀落莫 " (五つの実行)

在扱高干部臥伍地券兼庚的同吋,我イll逆帆紫干部政治素券的挽高,

要求机美干部倣到 "五落莫〝.即把排政治落実在不折不知地執行党中

央的各項方針､政策和省妻決舞上 ;把沸政治落薬到完成佳肴和服各地

方鐘済上 ;把排政治落実在側建 "三十一流"的工作目梅上 ;把沸政治

落実在力納税人和基屈服身上 ;把沸政治落実在提高干部的政治楚別上.

(97-22-47)

幹部隊列の資質の向上と同時に,我々は幹部の政治的素養の向上に

も力を入れ,境関の幹部に ｢五つの実行｣を要求している｡すなわち,
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政治の重視を,党中央の各方針や政策および省委旦会の決定をそのま

ま実行することによって示す ;政治の重視を,任務の完成と地方経済

への奉仕によって示す ;政治の重視を, ｢三つの一流｣という工作目

標建設によって示す ;政治の重視を,納税者と末端のためのサービス

で示す ;政治の重視を.幹部の政治的識別能力向上によって示す｡

この例文で用いられている "三十一統'の具体的内容は不詳｡

3.2.5.西安市工商局の改革

(1) "大差" (六つの劣るもの)

西安市の "工商局" (工商行政管理局)の現状は,中央の要求するレベ

ルにはほど遠いとして,次のように述べている｡ (馬婁亮 ･毛洪成[1997]

p.42)

当前全市工粛行政管理臥伍息体上長好的,低速支臥伍的棄庚距宵党

和政府的要求和群余的期皇透存在看板大的差距,透透通不達庄建没社

会主文市境鐘紡新形象.工甫臥伍蓬存在 "大差",即工作志度差､工

作作風差､工作黄任心差､工作致率差､法制親念差､廉清自律差.

(97-ト42)

目下のところ全市の工両部門の行政管理担当者たちは総体としては

良いが.その資質は党や政府の要求と大衆の期待からはまだ非常に大

きな隔たりがあり,その上社会主義市場経済建設という新 しいイメー

ジには遠 く及ばず,工商隊列にはまだ ｢六つの劣るもの｣が存在 して

いる｡すなわち,仕事の態度が劣る~,仕事の作風が劣る,仕事の責任

感が劣る.仕事の効率が劣る,法制観念が劣る.清廉さ ･自律心が劣

る｡

(2)① "七約束け (七つの凍制)

② 〝四制約- (四つの制約)

そこで,工商局は業務改革の "七的束' (七つの規制)をし,サービスの

向上に努めている｡ 七̀的束"に関する原文は非常に長いため割愛する｡
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4七約束"とは, d文明か公制､政穿公牙制､亦事東洋制､三枚分寓制､

尚位♯換制､廉括自律制､着装規先制" (モラルのある執務制度,業務公

開制度.責任ある事務処理制度,三権分離制度.配置転換制度,自己競律

制度,服装規範制度)を指す｡ "三枚分高制〝とは, "亦照､収費､監督

管理" (許可証の発行.費用の徴収.監督管理)の三者を分離して,不正

や席政の発生を防止すること｡ "文明亦公制"については次の (3)で述

べる｡

"四制的"は次の例文では d四項制約制度"となっている｡

此外蓬規定7四項制幼制度,即明査暗坊制､局長接待日制､行風評

汲制和社会監督制,以及一項等示制度 :黄楊公布制,対悦情和送礼者

及工甫人員力他人代か証照者.一律黄楊公布,加大丁工高形象工程括

功力度.在全市工商系統起到7校大昔示及制約作凧.(97-ト43)

このほかに四つの制約制度を設けた｡すなわち,徹底調査制度,局

長応対日制度,業務風紀評価制度と社会監督制度である｡それに加え

て宰舎制度を設けた｡宰告制度,すなわち肇告板による公示制度は,

情実に訴えたり礼金を送ったりした者および工商スタッフで個人的に

証明書や許可証を発行 してやったりした著を一律に警告板に公示する

ことによって. ｢工商局イメージ建設｣活動のカを高め,全市の工商

部門に比較的大きな普告と親制の雰囲気を嶺し出した.

(3)① "三指" (三つの案内)

② ■三声" (3つの挨拶)

⑨ "三十一" (三つのサービス)

u三指〝とは. 指̀路､指口､指人〝 (道, ドア.人を指 し示す)の略

称で,訪れた住民に対 して. ｢順韓を指し示し,担当部署の ドアを指し示

し,担当者を指し示 して教える｣ということ｡ "三声"とは, "来有迎声､

向有答声､走有送声" (来訪時には一声かけ,問いかけには答え.退出時

にも一声かける)こと｡ "三声"が強調されるのは,無愛想な役人が多 く,

住民が来ても素知らぬ顔で,何か尋ねられても返事をしないケースが目に
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つくためである｡ 三̀十一'とは, "-把椅子､一幸飲水器具､一次悦清

亦事手錘的資料〝 (-脚の椅子,一組の給水器具,事務手続き書類につい

てのきちんとした説明)である｡

文明亦公制.寺十対 "n推進"的同塵,他イrl在市局､分局､基局和基

農工商所設立7 "三指"啓淘服穿台,避免群余亦事来回奔披之苦 ;針

対 "臆准看"同塵,規定接待群余事有 三̀声" ;在所有卦理証照的宮

口増添7 "三十一" ;･･-‥.(97-1-42･43)

モラルのある執務制度｡ ｢役所の門は入り難い｣という問題に対処

して,彼らは市管理局,分局.県管理局および末端工両所に ｢三つの

案内｣というインフォメーション･サービス ･カウンターを設置した

ので,大衆は手続きにやって来て探し回る苦労を避けられる ;｢無愛

想｣という問題に対処して,大衆の応対には ｢三つの挨拶｣をしなけ

ればならないと未定 した ;証明書や許可証の手続きを行う全ての窓口

に ｢三つのサービス｣を追加した ;--日｡

3.2.6.南阜市工商局の改革

広西チワン族自治区南寧市工両局は,管轄下の市場の従業員ために ｢文

明学校｣をつくったり,技術教育を行ったり,家畜屠殺センターを設置し,

市民に安価な肉を提供 したりしている｡また,局の各部署の壁には ｢工商

行政管理公示制度｣が貼り出され.サービス精神が強調されている｡例え

ば,公示された凍定では,市場で個人営業を希望する者に対 して,適格者

には十二日以内に ｢市場登記証｣を交付しなければならず,一日遅延する

毎に当事者に対して三十元の賠償がなされる｡ (張景媛[1997]pp.46-47)

(1)① "三把美" (三つの開門)

② "三分高一 (三つの分離)

③ "三公牙■ (三つの公開)

男外 か照英行 "受理､官童､核推〝三把美 ;収費英行 "定費､牧

費､盟菅"三分寓 ;安排擁位 "相棒､定費､管理"三公牙.逮-監督
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制的机制的建立実施,対工寓部n因枚力在捷両先生的枚戦交易等不廉

括行九 起到了更有数的過制.(97-10-47)

このほかに,証明書発行の事務処理には ｢受理,審査,許可｣とい

う三つの開門を実行する ;費用徴収には ｢料金の決定.料金の徴収,

監督管理｣という三つの分離を実行する ;出店場所の配置は ｢入札,

料金の決定,管理｣という三つの公開がある｡この監督制約メカニズ

ムの創設と実施は,工商部門の,権力を握っているがゆえに発生する

権力と金銭の取引等の腐敗行為に対 して,さらに有効な抑止力を発揮

する｡

3.2.7.河北省広宗県の改革

(1)① "四秤障碍け (四つの障書)

② "四秤精神- (四つの精神)

河北省広宗県は,一九八六年に ｢全国重点貧困県｣の一つに指定された

ほどの貧乏県でああり.早急な脱糞困対策が必要とされる｡県長の呉兆山

は次のように述べているC

要改変貧困,我玖九 再也不能只迎合上級某些領寺的心理.坐在亦

公童規則,塊順口溜 ;再也不能人云亦云,照搬照抄別人的鐘独 ;再也

不能只規則不落実.只布畳不稔査.カ此,我イロ在全長牙展了以克服 "四

秤陣碍〝､樹立 "四秤精神"カ主要内容的解放思想大村絶,提侶自立､

自張､薬干､敬地的良好作風.(96-21-36)

貧困を改善しようとするならば,私が思うに,もはや上級の指導者

の考えに迎合して,事務室に座って長期計画を立てたり,流行 り謡を

作ったりして過ごすことはできない ;もはや他人の意見を受け売りし

たり,他人の経験を引き写しにしたりすることはできない ;もはや計

画を立てるだけで実行 しなかったり,手はずを整えるだけで確認を怠

ることはできない｡このため,我々は全県で, ｢四つの降着｣を克服

し, ｢四つの精神｣を樹立することを主内容とする.思想解放の大討

- 30一



数字を用いた略語にみる現代中国社会 (Ⅰ) 31

静を展開し,自立 し,向上心を持ち,真面目に働き,仕事を敬愛する

という良好な生活態度を提唱している｡

呉兆山県長によると, "四十障碍' (四つの障書)とは, 〝思想自皐,充

所作カ､倣親等寮､疲塙憲司､形式主文" (思想が卑屈で何もしようとし

ないこと.人に頼ること,だらだらやるという悪習,形式主義)である｡

"四秤精神"紘,例文中の "自立､自強､実干､敬地" (自立 し.向上心

をもち,真面目に働き,仕事を敬愛すること)を指す｡

3.2.8.河南省筆義市の改革

筆義市党委員会書記 ･武国瑞によると,筆義市は土地のやせた丘陵地に

位置 しているが.郷鎮企業の育成に重点をおいた経済計画により,順調に

発展を続け,連続三回 ｢全国盲優秀県 (市)｣に選ばれた｡一九九七年か

ら企業の発展に有利な環境作 りを目指して,指導幹部たちの作風を変え資

質を向上させることに力を入れることにした｡ (武国瑞[1997]p.62)

(1)① "三秤 官̀'念" (三つの ｢官｣としての考え方)

② "五秤作風" (五つの作風)

③ "四秤釈能" (四つの職能)

今年以来,国境 "机干部帯功,促鐘紡虐功"迭一項工作思路,在全

市領等干部中｢淀牙展学司多額党葬弔i己好梯樺臭金印括功,要求毎十

領等干部要樹立三和 官̀'念,生揚五秤作凧,麦拝四秤釈能.

(97-13-62)

今年から, ｢幹部の率先垂範にカを入れ,経済発展を促進する｣と

いう工作計画をめぐって,全市の指導幹部の間で郷鎮党委点会書記の

良い手本である呉金印に学ぶ活動が広範に展開されており,個々の指

導幹部に対 して三つの ｢官｣としての考え方を樹立 し,五つの作風を

発揚 し,四つの職能を発揮することが要求されている｡

一三秤 官̀'念"の 官̀'は 現̀' (戟)を扱った表現であるが,｢三つ

の官としての考え方｣とは,①正確な世界観,人生観,価債範,②正確な
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音楽観,③正確な成溝範.を指す｡

"五秤作夙〝とは,①大衆と密接に連携すること,②刻苦奮闘という革

命の本来の姿を保持すること,③事実に基づいて正しく行動するという思

想を堅持すること,④積極的に真面目に仕事に立ち向かうという熱意,⑤

大事に挑戦し勇気をふるって大事業を興す決意と胆力.を指す｡

また, "四秤釈能"とは.①中心 (-経済建設)に沿ったサービス,②

大局 (-市の方針)に沿ったサービス,③民心に沿ったサービス,④精神

文明建設に沿ったサービス.を指す｡

3.2.9.重慶市江北区の改革

(1) "-姑式" (サービスセンター方式)

"-姑式"とは, ｢行政の各部門が一堂に会して行政サービスを行うこと｣

を指す｡

一九九六年六月,重庚市江北区政府推出了 "一輯式"亦公,即毎周

二､四,区汁鐘萎､外鐘妻､工商､公安等十三十堺能都口,由区政府

和部ll領等帯臥,坐在一十亦公圭里力企地､中外甫及群余か理注射量

妃､政策啓掬､換1正換照等上官項地勢,倣到特手持九 急事急か,当

琢解決何題或東浦定期か理.(97-2卜40)

一九九六年六月,重慶市江北区政府は ｢サービスセンター方式｣の

事務処理を打ち出した｡すなわち,毎週火曜日と木曜日に,区の計画

経済委月会,対外経済委点会,工商局,公安局等の十三の職能部門が.

区政府及び部門の トップに率いられて,一つの事務室に席を占め,企

業や内外の商人や大衆のために登記,政策相故,証明書や許可証の更

新などの首を超える業務を執り行っているが.特別な事項は特別に計

らい.急を妻するものは急いで対応し,その場で問題を解決したり,

あるいは期日を定めて処理することを請け合ってくれる｡

ちなみに,一九九六年六月から翌年九月までに, 〟-姑式"で 9873件

の申請 ･相談事項を受け付けた｡ (劉龍[1997]p.41)
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4.国有企業改革

4.1.国有企業改革の基本方針と現状

4.1. 1.改革の基本方針

(1) "三十有利干" (三つの有利なこと)

"三十有利子"の元の形は, "有利千度展社会主文社会的生戸力､有利

干増強社会主文国家的綜合国力､有利千振高人民的生活水平" (社会主義

社会の生産力を発展させるのに有利,社会主義国家の冶合国力を増強する

のに有利.人民の生活水準を向上させるのに有利)である｡

これは,株式会社化をも含めた,公有制の概念を一変させる国有企巣改

革方針であり,一九九二年に郡小平が南巡講話の折に提起 した｡ここ数年

来,この言葉は頻繁に引用されており,江沢民がこれを国有企業改革推進

のための ｢お墨付き｣として用いている感は否めない｡

我イrl庄当以郊小平同志提出的 "三十有利子"作力判断是非得失的椿

准.去持越旧体制､旧現念的柵程,去超越姓社姓資的簡単化争治的渓

区,去努力探索能鯵与社会主文市場鐘防錆合､能移促進生戸力快速友

展的公有制的有数形式.(96-16-4)

我々は部小平同志の提起 した ｢三つの有利なこと｣を,是非得失を

判断する基準として用いることによって.古い体制や古い観念の柵を

乗り越え,社会主義か資本主義かという単純化された論争の誤りを乗

り越え,社会主義市場経済と結合することができ,生産力の急速な発

展を促すことのできる公有制の有効な形式を,頑張って捜 し求めるべ

きである｡

一九九七年九月の中国共産党第十五回全国代表大会において.江沢民は次

のように述べている｡

在走向新世紀的新形勢下,面対許多我イll仇来没有退到辻的娘巨妹尾,

郊小平理治要求我イIl増強和捷高解放思想､実事求是的壁定性和自発性,

一切以是香有利干麦展社会主文社会的生戸力､有利干増強社会主文国
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家的綜合国力､有刺千振高人民的生活水平迭 〝三十有利干 'カ根本判

断栃推,不断牙拓我イn事地的新局面.(97-18-12)

新 しい世紀へ向かう新 しい情勢のもとで,我々がかつて出会ったこ

とのない多くの極めて困難な課題に直面しており.郡小平理論は我々

に思想を解放 し実際に即して行動するという堅実さと自覚を強化し高

めることを要求し.全てに渡って,社会主義社会の生産力を発展させ

るのに有利や否や.社会主義国家の総合国力を増強するのに有利や否

や.人民の生活水準を向上させるのに有利や否や,というこの ｢三つ

の有利｣を根本的な判断の基準とし,我々の事業の新局面を不断に切

り開くことを要求している｡

(2)① "四項工作- (四つの工作)

② "三改-加強" (三つの改革と一つの強化)

"三改一視 " (三つの改革と一つの強化)とは, "改革､改組､改造和

加強管理" (改革.改組,改造と管理強化)の略語でああり,次の例文か

ら,江沢民が国有企業改革推進のためのスローガンとして用いていること

がわかる｡ "四項工作"の具体的な内容は例文中に示されている｡

去年中央鐘坊工作金紋上,江韓民息弔妃明璃提出.推迭国有金地改

革重点要机好四項工作 :-是摘好机大枚小和 "三改-加強〝,♯換企

地建膏机制 ;二足用改革赤絵摘好管理.改変目前一些企地管理滑披現

象 ;三是机好企地領寺社子建改,対国有企北嶺等班子進行一次普通的､

臥真的考核,真正実行伏姓劣汰 ;四是努力カ企地改革創造有利的不壊

和条件.(97-8-6)

昨年の中央経済工作会議において.江沢民総書記は,国有企業改革

推進の重点として四つの工作に力を入れなければならない,と明確に

提起 した｡すなわち,一つ目は,大をつかみ小を放つことと ｢三つの

改革と一つの強化｣をうまくやり,企業経営のメカニズムを転換する

こと ;二つ目は,改革の手法を用いて管理をうまく行い.日下のいく

ぶんかの企業の管理地滑り現象を改変すること ;三つ目は.企糞の精
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導グループの建設をうまく行うことで,国有企業指導グループに対 し

て普遍的で本格的な考課を実施すること ;四つ日は,頑張って企業改

革のために有利な環境と条件を創 り出すことである｡

"机大放小"ち.国有企業改革の方策の一つとして近年よく用いられる略

籍表現であり,大型企業は経営改善により存続させ,小型企業は統廃合,

売却などにより整理する,ということ｡全国に六万八千社存在する国有企

業のうち五万二千社を占める小型企業については国家は関与 しない,とい

う方針である.

(3) 爾̀十基本性♯変" (二つの基本的な転換)

"爾十基本性帝変"は. 爾̀十稗史" (二つの転換)と略称されることが

多い｡｢二つの基本的な転換｣とは,第九次五力年計画の中で提起された

経済構造転換方針であり,①経済体制を伝統的な計画経済体制から社会主

義市場経済体制へ転換すること,②経済成長方式を粗放型から集約型へ転

換することを指す｡特に,②は国有企業の体質改善に深 くかかわる方針で

あり,市場経済に即 した企業体質への転換を求めるものであるC

目敵 国民鐘紡最重要的何題長南十基本性韓変,速有戸此錆杓的洞

整.戸北緯杓的洞整要摘好国有企地,国有企地要幕三改一加強,不足

蕎股扮化.(97-22-1)

目下のところ,国民経済の最も重要な問題は二つの基本的な転換で

あり.さらに産業構造の調整もある｡産業構造の調整には国有企業の

建て直 しを上手に行うことが必要であるが,国有企業は三つの改革と

一つの強化によって行わねばならず,株式化に頼ってはならないC

(4) "老三舎〝 (古い三つの会)と "新三舎〝 (新 しい三つの会)

国有企業改革の一項として,工場長や社長などの現場の長に権限の委譲

が行われつつある｡一九九二年七月の (鞍机条例) (委譲条例)によって,

国有企業には大幅な自主経営権が認められたが.既得の権限を手放 したく

ない上級磯閑の思惑もあったりして,十分に実施されていないきらいがあ

る｡また逆に,工場長などの経済犯罪が多発 している事実から,権限を委
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譲した企業の長に対して,如何にして適切な監督を行うか,が新たな問題

となって登場している｡

在改革牙放之前,国家対企地的監督約束主要是通辻行政上対企此人

事任免､鐘膏決策的官批等方式宜接控制的,企地内部則有党葬会､堺

代金､工全速 ■老三食〝,対企地主要負大人的行卦進行監督約束.国

有金地改革之后,由干対企此辻多的行政干預存在稗紳弊端,政府部n

対企地的行政干預有的巳鐘解除,有的正在解除.在落莫企地自主政和

進行企比重姐辻程中,一些企此 老̀三舎"的監督唄能削弱7,両按照

現代企此要求対企地建菅音速行監せ管理的股束大会､萱草会､監事全

速 新̀三台",有的透没有建立起来,有的即便建立起来了監督作用也

蓬没有完全友拝.(96-20-34)

改革開放以前には,国家の企業に対する監督拘束は,主に行政上で

の企業人事の任免.経営方策の審査認可などの方法を通じ,直接的支

配によって行われ,企業内部には党委員会,従業旦代表会,労働組合

という ｢古い三つの会｣があり,企業の主要な責任者の行為に対して

監督拘束を行った｡国有企業改革以後は,企業に対する過多な行政干

渉には様々な弊巷が存在するため,政府部門の企業に対する行政干渉

のうちの幾分かははすでに解除されており,幾分かは解除されつつあ

る｡企業の自主権の実歳と企業のリス トラ実行の過程で,いくらかの

企業の ｢古い三つの会｣の監督機能は弱小化しており,現代企業の要

求に基づき企業経営者に対して監督管理を行う株主総会,取締役会.

監事会という ｢新しい三つの会｣は,まだ設立されていないものもあ

るし.たとえ設立されていても監督作用がまだ完全に発揮されていな

いものもある｡

(5) "退二速三" (二を撤退し三に進出する)

"退二法三" (二を撤退し三に進出する)とは,すなわち, ｢第二次産業

から撤退して第三次産業に進出する｣ということである｡

大量の失業者および失業予備軍の吸収先として.第三次産業の発展が不
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可欠の要素となっている｡この点については,一九九二年六月の中国共産

党中央 ･国務院による r第三次産業の発展を加速することについての決定J

の中で, ｢三次産業の発展を加速することは,わが国の日増しに厳 しくな

る就業圧力を緩和する主要な活路である｡ (矢吹晋[1992]p.228,同氏訳に

よる)｣と明記されている｡

目前.不少城市企此実施 ■退二速三"成略.不収有利手札整体上盤

括国有失声､括括国有鐘8,有利宇戸地的伏化和升級,同吋也卦解決

下尚釈工再就地建鹿庶出7-条有敗的途径.(97-7-17)

目下のところ,多くの都市企業は ｢第二次産業から撤退 して第三次

産業に進出する｣という戦略を実行しているが.このことは,全般的

にみて国有資産を運用し,国有経済を活発化させるのに有利であり,

産業の優位化と拡大に有利であり,同時にレイオフされた従業員の再

就職という難関を解決するために一本の有効な道筋をも切り開いてい

る｡

一九九八年二月二十四日付け r朝日新聞jによると.国有企業の一時帰

休者はすでに一千万人に遺 しており,今後のリス トラでさらに一千万人以

上の一時帰休者が出るともいわれている｡

また,張正恵[1997]によると,第九次五力年計画の期間中に,都市部で

新たに誕生する労働力が約七千万.国有企業からの余剰労働力が約-千五

百万,農村から都市部へ移動する労働力が約四千万に上る(p.14)｡

4.1.2.業練不振と再就職問題

(1)双停 (二つの停止)

"双停" (二つの停止)とは, "停戸,半停戸" (操業停止,操業短縮)

の略称であり.このような略語が生み出される背景には,危機的経営状況

に陥っている国有企業が非常に多いことがある｡国有企業の経営悪化によ

って,都市部に新 しい貧困層が大量に生み出されていることが,次の例文

からわかる｡
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除了温飽未決的六千万衣民以外,城壌里収入偏低的-些居民加入了

需要 "迭温暖"的行列,而迭十行列中長引人注目的是双停--一一停戸､

半停戸企地的唄工.(97-314)

ぎりぎりの生活がまだ解決していない六千万人の農民以外に,都市

部の収入が極めて低い住民が ｢暖かい援助｣の必要な者の列に加わっ

ているが,この列の中で最も注目を引くのは二つの停止一一一一生産停止

および半ば生産停止一一一一になった企業の従業月である.

都市の貧困人口は,一九九六年には一千万人を大幅に上回っている｡

三菱総合研究所[1997]は,非効率で,競争力がなく.市場への適応能力

に欠ける,という国有企業のコーポレー ト･ガバナンスの問題を次の四点

にまとめ指摘している｡①過去十年間,国有企業の工業生産の伸びは非国

有部門の二分の一.雇用吸収は非国有企業の三分の一にとどまった｡②国

有企業は工業付加価値生産額の三分の一を占める一方で,工業投資の四分

の三が国有企業に向けられてきた｡③労働生産性も非国有部門の二分の一

以下であり,膨大な在庫を含めると,生産性の格差はいっそう拡大する｡

④ 95年に赤字企業は国有企業の四十四%にのぼり,その赤字企業が工業

生産額の二十一%.雇用の四十一%を占めている｡(p.110)

さらに,今日では国有企業に課された最も重要な社会的役割りが生産活

動というより,むしろ雇用の確保にあるという点,および現在も国有企業

に対する赤字祷填メカニズムに根本的な変化がみられない点に問題がある

(三菱総合研究所[1997]p.112).と指摘している｡

次の例文は,操業停止 ･短縮に追い込まれた国有企業の本質を皮肉たっ

ぷりに表現 している｡

"双停"企地的駅工,狼大一部分取 "塞"字分不牙 :企此老7,没

各和声晶老7,人也老了.(97-3-4)

｢二つの停止｣企業の従業員は,その大部分が ｢老｣という字から

切り離せない｡すなわち,企集が老いて,設備と製品が老いて.人も

老いてしまった｡
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(2) "南不F (二つのかまわない)

爾̀不管"は.再就職先を求める元国有企業従業月の基本的な心構えを

示したもので, "不管国有､集体或十体,一癖有机会就去堺 ;不管軽活量括.

耶里有括干就去邸■ (国有企業であろうが,集団企業であろうが.個人企

業であろうが,糠会があれば就職する ;楽な仕事であろうが,きつい仕事

であろうが,仕事があれば就職する)ということ｡つまり,再就職先の設

立形態や職種にこだわってはいけない,ということである｡

近来,常兄-些国有企此単位辻横丁按部就班日子的下尚駅工,面対

企此停戸或下尚帯乗的待此赴境,准以皮付.不知併措.我玖力当身之

急庄走出現念的漢区,カ争取到再就地的机会,庄倣到 "爾不管".

(97-2-55)

近頃,国有企業で安穏とした生活に慣れ親しんで,レイオフされた

従業負のいくらかが,企業の生産停止あるいはレイオフによってもた

らされた失菓状態に直面し,対処し難く,なすすべを知らない,とい

った状況がよく日にされるO当面の急務としては,誤った考えから抜

け出し.再就職の機会を勝ち取るために ｢二つのかまわない｣という

行動をとるべきであるC

(3) "精一招,会商招,学三招"

(一つの技能に精通 し,二つの技能はでき.三つの技能を学ぶ)

レイオフあるいは解雇された元国有企業従業員にとって,再就職先を探

すことは非常に国井であるO特に, d大鏡仮" (大釜の飯-親方日の丸的

勤務)に慣れ.なんら特別な技能も持ち合わせない人たちには,再就職先

の企業の鏡横や職種の善 し悪しなど論ずる余裕はない｡

目前国有企此釈工文化素庚普通低,映乏駅北技能和就此尭争力,逮

秤状況塵待改変.再就地井不意味着席草地回到原綿位或伐到曽久手辻

的工作.現在巳生有越来越多的企出現工悟出来了, "精一招.会商招,

学三招',他イll以強烈的危机意汎 投身干技能和知沢的学司熟潮.

(97-7-16)
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目下国有企業の従業且の教養や資質は一般に低く,職業的技能と就

職競争力に欠け,この状況は早急な改善が待たれる｡再就職は決して

単純に元の職場あるいはかつて従事 した仕事に戻ることを意味してい

るのではない｡現在すでに益々多くの企業従業且が ｢一つの技能に精

通し.二つの技能はでき,三つの技能を学ぶ｣ということを身にしみ

て感 じている｡彼らは強烈な危機意識をもって,技能と知識の学習ブ

ームに身を投 じている｡

-九九六年における都市部の失業者は五百五十万人余りで,失業率は三%

とされているが,これは登録 して失業保険を受け取っている者のみを指し.

実際には都市部だけで二千万人の失業者が存在するものと推定される｡こ

れらの失業者に雇用の場を与えることは.政府にとっても急を要する重要

課題となっているC

【付記】参考文献は論文末尾に一括して掲載する｡
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Chinese Society Today
Observed through Abbreviations with Numerals ( I )

Masumi Oka

In this study, I will clarifY the phases of Chinese society today

through abbreviations with numerals which have been created recently.

Many abbreviations with numerals have been used as political slogans by

the Chinese Communist Party.

The abbreviation, "yi-guo liang-zhi", for example, was created in the

middle of 1980's, and it has been used very widely not only in China but

also in the other part of the world. It is an abbreviation of "yi-ge guojia

liang-zhong zhidu" which means "one country, two systems". Beijing has

been using it to express its policy towards Taiwan and Hong Kong.

The wide acceptance and acknowledgement of the abbreviation by the

Chinese people has brought about several parodies such as "yi-jia liang

zhi" (one family, two systems), "yi-jia liang--qi" (one family, two wives)

and "yi-ehang liang-zhi" (one factory, two systems). These parodies

reflect some phases ofthe Chinese society very vividly.

I picked up nearly 400 abbreviations with numerals from a bimonthly

magazine BANYUETAN in the latter half of 1996 and in 1997. I have

selected those which reflect the social phanomena in 1990's, and which

are not reported in Nasu [1991). I tried to classify the selected ones in

terms of the themes such as the Party's basic policy, state enterprises,

agriculture, etc.
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