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民族学者・梅棹忠夫は、後輩に「時評など書かず文明論を書け」と言った。４大文明の中

で、唯一滅亡しなかった長い歴史を持つ中国を語るには、現在の政治状況の底に有る文明

と歴史の流れを語らなければ空疎なものになる。 

「13 億の民が朝食をしている音を，集音マイクで聞けば、どんな政治家も自信を失い気

絶する」と司馬遼太郎は言った。私は中国を４回訪問した。第１回は 1981 年、卓球の指導

者の仲間とで、卓球を通じての学習と交歓の旅である。その時は、馬車が荷物を運んでい

た。物価は安く、私は北京飯店や市場で、何枚ものカシミアのセーター、絹の反物、キツ

ネの毛皮、硯などを購入した。北京から南京へは卓球で繋がる周恩来の計らいで貸し切り

の特別車両軟座で快適であった。南京に近づくにつれて、出されるお茶はジャスミンから

緑茶に代わった。南京大橋を渡る時、ガイドは「この橋はソ連が建設していたが、中ソの

対立で放棄して帰った。そのため中国の技術陣が完成させた」と中国の技術の発達を説明

してくれた。なお、そのガイドさんは、文化大革命のとき、知識人であることを理由に、

長年、へき地の農村へ「下放」されていたそうである。南京のデパートで、お土産にと上

質の墨を何本か買っていると、「そんな高価なものを何本も買う」と好奇の目で見られ人だ

かりができた。階段の途中で座り込んでいるお婆さんを見たとき、この方は南京大虐殺な

ど戦争の犠牲者でないだろうかと考えて、仲間たちは買い物が出来なくなった。旅館を出

る時、「捨てるつもりでゴミ箱に靴下やタオルを入れておいてはならない。「不要」と書い

ておかなければ、忘れ物と思い汽車に乗ってでも追いかけてくる」とガイドさんに言われ

た。上海で、共産党創立の記念館を二人で訪問したとき、激しい雨になったが，タクシー

にはワイパーが無かった。「危ないではないですか」と運転手に言うと「慣れているから平

気ですよ」と答えが返ってきた。 

第２回は 1992 年、日中国交回復 20 周年を記念して行われた、日中友好都市が合同でチ

ームを作って競技した卓球大会の時である。この時は空港と市内への交通機関はリニア・

モーターカーでそのスピードに驚かされた。この大会は「ラージボール」という直径が大

きく、スピードも変化も少ないボールで行われた。ある晩、北京飯店のロビーでぼんやり

座っているところへ、このボールを提案した荻村一朗世界卓球連盟会長が私の所へ来て、

外国ではまだ使用されていないボールで何故競技するか説明してくれた。「中国の卓球は世

界のトップで、競技スポーツは発展している。しかし 14 億の人口からみると一握りに過ぎ

ない。国民の多くが参加するようになればラージボールが良い。そのためにこのボールを

選んだ」と。「スポーツは勝敗を争うもの」と思っている人は多い。しかしそれは誤ってい

る。今オリンピックで金メダルをめざし努力している人はいる。それは一つの輝かしい峰

を目指している。しかし、練習・プレイはするが、それは「健康の為、人とつながる為で、

試合なんかやりたくない」と言う人がはるかに多い。生涯スポーツと呼ぶべきなのに、マ

スコミは「地域スポーツ」と冷ややかに扱うが、もう一つの輝かしい峰である。スポーツ

には２つの峰がある。北京の国際大会で私はそのことを学ばされた。 

第３回は 2009 年、北京・洛陽・西安を巡る新緑の中国の大地と秦漢帝国・唐王朝の文化
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遺産を巡る旅である。 

４回目は 2014 年、新疆・西安などシルクロードを巡る旅である。オアシスをつなぐシル

クロードは、明の時代に「海のシルクロード」が発達して衰えた。しかし現代の中国は、

海のシルクロードと中央アジア諸国を結びヨーロッパにつながる陸のシルクロードを５年

で完成させようとした。「一帯一路」である。2002 年に、シルクロードの中心であるウズ

ベキスタンのタシケント、サマルカンドを旅した時もそのことを強く感じた。 

中国は経済的にも科学技術でも急速に発展・変化している。 

 

二つの誤解…大陸国家、漢民族の国家 

中国に対して、多くの日本人は二つの誤解をしている。一つは多民族国家であるのに、

漢民族の国家という誤解である。もう一つは海洋国家でもあるのに、大陸国家と言う誤解

である。南宋・元・明・清は東南アジアから西アジアに勢力圏を拡大した。今でも西アジ

アに関する報道は非常に多い。 

中国はユーラシア大陸東北部の 960 万 km２という広大な領土を持つ国であり（ロシア

1710、アメリカ 963、ＥＵ27 国 414）、ユーラシア中央部と接しさまざまな交流をしてきた

国である。地域的には「南船北馬」と言う言葉が示すように、草原につらなる北部と海・

川に開けた南部に分けられる。北京は北の門として南の南京に対応するものとして作られ

た。中国を東アジアの国と見るのは、中国の４分の１しか見ていない。また華僑について

語らねば中国を語ったことにならない。「大中華圏」を頭に置き、華人華僑圏の香港・台湾・

シンガポールのネットワークで捉える必要がある。現在、政権をになう漢族は、もともと

黄河中流の農業地帯に住む人々であった。「中華」の「中」は中央平原、「華」は大豆や草

木が茂り稔ると言う意味で、農業を示す言葉である。「中華」と言う言葉は南北朝時代（５

～６世紀）に生まれた。「中国」と言う言葉は、中央地帯の人間共同体と言う意味で、周辺

の生活様式の違う人々と区別するために生まれた。歴史家梁啓超が、王朝名があっても国

名が無いのを嘆いて、1901 年に国名としての「中国」を提起した。日本で天皇制がいまな

お「国体」の働きをしているように、歴史は現在を規定する面がある。中国史を振り返り

ながら、現代の中國問題を考えてみたい。 

 

 

第 1 章 中国は多民族国家 

 

１ 中国＝漢民族国家という勘違い 

満州族の支配する清朝打倒の辛亥革命以降は、フランス革命に始まる「１民族１国家」

という国民国家論のひろがるなかで、中国＝漢族の国家という思想が強化されてきた。 

 

２ 中国の歴代王朝 
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① 中華文化の創始者は夏・殷・周と続く異民族（狩猟民族・遊牧民族）であった。彼ら

は漢民族の住む中原・豊かな農業地帯に流入し、支配者となったが漢族の持つ文化 武力

ではなく文で統治する「礼」という文化システムを身に付けて行った。歴代の北魏・隋・

唐・元・清も異民族王朝である。中国には神ではなく絶対的権威を持つ「天」という抽象

概念があり、その下の地上の世界を「天下」と呼び、支配者を天が認めた支配者＝「天子」

とした。異民族が中原で政権を樹立し、その正当性を主張するために作られてきた概念で

ある。易姓革命の思想はここから生まれた。随の時代、南北をつなぐ大運河が作られ、商

品の流通が強化され、商業都市がたくさん生まれた。唐は領土を拡大した。遣唐使に見ら

れる様に、中国文化は周辺の諸国に大きな影響を与えた。李白や杜甫を愛する日本人は多

い。元はアジアとヨーロッパをつなぎ、海洋進出で世界を一つにし「世界史」が誕生した。

北宋・南宋は世界で飛び抜けて経済的レベルが高く、平清盛が日本で流通させようとした

宋銭は、今の米ドルのようなもので、世界の造幣局ともいえる存在であった。明は江南開

発をすすめ、「海洋国家」として海のルートを作り上げた。倭寇による混乱などで民間貿易

を禁止し、朝貢国をアジアに広め、朝貢一元体制を敷いた。アジア・アフリカの 30 数カ国

（内陸諸国を含めると 60 余国）が朝貢国となった。日本も義満はこれを受入れ、「倭の５

王」以来 900 年ぶりに朝貢国家となった。琉球王朝も明へ朝貢し経済的発展を図った。中

華帝国の成立である。この中国に在住する者を中華民族と呼び、その 13 億の 90％が漢族、

それ以外にチワン族、満州族，回族、チベット族、モンゴル族、ウイグル族、朝鮮族など

56 の民族がいる。清は満州民族を基調とし、中心の「華」と周辺の「夷」を統合し、大清

王朝となった。そこにオランダ・イギリスなどが帝国主義的侵略を果たし、アヘン戦争後、

半植民地状態になった。日本も日清戦争で巨額の賠償金を取った。 

② 中国古典文化の日本への影響 

 日本人の精神的支柱である仏教と儒教は、聖徳太子の時代には朝鮮から入ってきた。仏

教の公伝は 538 年で高句麗の僧から学んだ聖徳太子が大きな役割を果たした。その後「鎮

護国家」の宗教として奈良時代に大きな役割を果たした。平安時代になると遣唐使が新し

い現世利益の仏教をもたらした。唐の恩師から「遍照金剛」という呼び名をもらった空海

は密教・真言宗をもたらし，最澄は比叡山で、すべての人は、仏になる素質を持っている

と総合的佛教を広めた。その比叡山から法然・親鸞が浄土信仰を広めた。日蓮も出現した。

鎌倉時代になると、宋から禅宗が渡来し、喫茶、山水画等の生活文化に大きな影響を与え

た。宋銭・明銭は商業の発達を支えた。江戸時代の黄檗宗は停滞している佛教に刺激を与

えた。 

 儒教は中世の文化の支柱であり、江戸時代の朱子学は道徳の基本とされた。 

日本には文字が無かったので、漢字の伝来は時代を革新した。日本人は漢字を基礎にカナ

文字を創造した。今でも「大臣」「省」等の言葉があるように、日本の骨格を決めた奈良時

代の律令制は隋に学んだものである。  

３ 中華民国成立後 
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 1911 年、辛亥革命でアジア最初の共和国・中華民国が成立した。その時、孫文らは中華

＝漢民族ではなく、「五族協和」を採択した。漢族・満州族・モンゴル族・イスラーム民族

（回）・チベットの５族が一つになって共和国を作り、５族の民衆は兄弟であるとした。（蒋

介石の国民党政権は、漢族による単一民族国家としてしまったが） 

しかし、５族協和は分裂の危機をはらみ、統一国家と矛盾する面があった。そこで５族

を１民族に統合する案が浮かび、「中華民族」が登場した。中華民国は日本の侵略戦争で悲

惨な犠牲を出した。蒋介石の国民党政府は、日本と闘うより、共産党撲滅に力を入れた。 

 

４ 中華人民共和国の成立 

1921 年に上海で中国共産党が誕生し、コミンテルンの指導で国民党との合作路線をとり、

孫文指導の国民党も、1924 年に連ソ・容共・扶助工農の方針を確立し、第１次国共合作が

成立した。しかし孫文死後、国民党の指導権を握った蒋介石は、財界・地主・外国勢力と

接近し、27 年に上海でクーデターをおこし共産党弾圧に乗り出し、国共合作を崩壊させ内

戦状態になった。共産党は 1935 年、都市での戦闘はやめ、農村の解放をめざし「大長征」

を始めた。おびただしい犠牲をはらいながら、一年中雪をいただく山を含む 18 の山脈を越

え、24 の川を渡り、12 の異なった省を通過し、62 の都市と町を占領し、１万２千５百キ

ロの苦難に満ちた大移動は 1935 年に完了した。その後も内戦は続いたが、1936 年、対共

産軍作戦を督促の為長安にはいった蒋介石は、張学良（盧溝橋事件で日本軍に爆殺された

張作霖の息子）などのクーデターで逮捕され（西安事件）、彼への死刑の主張もあったが、

周恩来の働きで解放され、抗日に転換し、第２次国共合作が成立した。日本軍は，持久戦

に持ち込まれ困難に陥った。 

1945 年、日本の敗戦後、中国では再び内戦になったが、共産党が勝利し、1949 年 10 月

１日、中華人民共和国が誕生した。新民主主義に基づき、労働者階級が指導し、農民との

同盟の上に成り立つ社会主義国であるとされた。首席は毛沢東で、社会主義建設を目指し

たが、1950 年代末の大躍進政策の失敗で大きな犠牲をだし、劉少奇と交替した。その後 1966

から文化大革命をおこし、実権を奪い返した。毛沢東に次ぐ地位にある周恩来は、内外か

ら高い評価を受け、アジア・アフリカの民族主義をリードするなどの活躍をしたが、76 年

１月病死。 

 

５ 中国の宗教 

① 多様な信仰体系 

少数民族の多い中国は多様な宗教が存在する。仏教（大乗仏教・上座部仏教・チベット仏

教） キリスト教（カトリック、ロシア正教、プロテスタント）、     

イスラーム（スンナ派とシーア派） 土俗信仰（シャーマニズム・アニミズム） 

 

② チベット仏教とモンゴル 
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 チベットとモンゴルの人はフビライが信仰した後、ほとんどの人はチベット仏教を信仰

している。 

 信者 1160 万 僧侶・尼僧 12 万 活仏 1700 寺院 3000 

③ 中華人民共和国の宗教政策 

 初期は「宗教はアヘン」という取締り政策。しかし 1978 年の改革開放路線から転換し、

信仰の自由という立場に転じた。宗教人口は１億人以上で、宗教活動の場所８万５千、聖

職者 30 万人、宗教団体３千、宗教専門学校は７４校存在する。 

 

６ 中華人民民共和国と民族問題 

１ 簡単には受け入れられない「漢族」の新政権 

  「石を枕にしてはならぬ、漢人を友人としてはならぬ」という少数民族の言葉が示す

ように、習慣・言語・文化・生活様式の違う少数民族は、新政権を簡単には受け入れな

かった。日本で「中国語」と呼ぶものを、中国では「漢語」と言う。少数民族のいろい

ろな言葉があることへの配慮からである。 

２ 新政権の政策 

  1949 年の綱領で、「中華人民共和国を各民族が仲良く協力しあう大家庭にする」と宣

言した。現在の「偉大な中華民族の大家庭」の大合唱もこの延長である。 

  2012 年以来、「中華民族の偉大な復興」「中国の夢」が叫ばれているのは半植民地化さ

れる以前の中華帝国の復興である。 

① 伝統的な社会構造の維持 土地改革も強制せず、封建制・奴隷制の社会では説得し

奴隷解放・地主の土地を土地のない人に分け与えた。 

② 少数民族を政治的に優遇し、生活面では近代的な医療システムと商業・貿易ネット

ワークを構築した。 

③ 少数民族の領域をはっきりさせ、「民族識別」「民族地区自治制度」を実施。 

④ 多くの少数民族を新しく認定し、56 民族が誕生。 

   優遇されるので多くの漢民族が出身民族を少数民族に変更した。 

  現在、５自治区、30 自治州、120 自治県が存在し、総面積は国土の 74％ 

である。  

３ イスラーム問題 

  中国にはイスラーム民族は 10 民族も存在し、二つのグループに分類できる。そのひと

つは、ほとんどトルコ系イスラーム民族で、新疆ウイグル自治区に居住する。固有の文

字と言語を持ち、オアシス農業か遊牧が生業である。商業の発展・社会の近代化で、漢

民族が進出し、貧富の格差も生じ摩擦が起こっている。「イスラーム国家」テロや暴動が

起こり、政府は過敏になり同化政策を進め、人権侵害をおこすこともあり、国際社会か

ら批判されている。ただアヘン戦争後、この地に転任した林則徐は、地下水路を建設す

るなど優れた業績を残し、住民に高く評価され、対立ばかりではない。非常ににぎわう



６ 

 

市場に出店する屋台も、漢民族には認められず、イスラーム民族のみが経営権を持つ。  

 

第２章 現代の中国 改革開放４０周年の中国 

政治体制 

 中国共産党…全国代表大会（５年に１回） 中央委員会（200 人） 

       中央政治局会議（25 人） 

 全国人民代表大会（国会）3000 人 年１回開催 

 国務院（政府） 総理 副総理（４） 国務委員５人で首相・など 

 最高人民法院（最高裁） 

内政の基本方針 

 2020 年までにＧＤＰと都市・農村の平均収入を２倍にして小康社会（ゆとりのある社会）

を実現 

 2035 年までに社会主義現代化を実現 

 2049 年（結党 100 年）までに富国・民主・文明・調和の社会主義現代化強国実現 

経済の歩み   

１ 中国革命後の初期（1949～51）は、半封建・半植民地社会から社会主義ではなく、人

民民主主義国へ。 

２ 資本主義から社会主義への過渡期（1953～） 

毛沢東はソ連型とは異なる人民公社を核とする社会主義をめざしたが、成功せず、いっ

たん退陣したが、文化大革命で回復を図った。 

３ 市場経済化・第１段階（改革・開放の 1978～2007） 

 多様な旧来の社会制度と共存しながら発展。資本主義の下での開発独裁と 

同じ 

４ 市場経済化・第 2 段階（2008 年のリーマン・ショック後） 

 生産要素・生産手段の市場化を契機として、企業に対する公共的規制 

 社会主義らしい人間労働・生活の優位性     

40 年前の 1978 年に改革・開放政策を採用、25 年前の社会主義市場経済路 

線の確定で、中国はその存在と地位を大幅に高め、アジア最大の経済・政 

治・軍事大国となった。2010 年には、ＧＤＰ国内総生産で、日本のＧＤＰ 

の 2.5 倍を超える経済規模に達した。年平均変化率（％）はつぎのとおり。 

  

      80－89  90－99  00－09  10－19   

 成長率   9.8   10.0   10.4    7.6       

 物価変化率 7.7    7.8   1.9     2.5       

 

社会階層 経済活動従事者７億 9243 万人（2008）に占める割合 
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 上層階層（政府トップ 大企業経営者等）    1.5％ 1200 万人 

 上・中階層（知識人 中小企業経営者）     3.2％ 2500 万人 

  中級階層 （研究者 弁護士 大学高校講師） 13.3％ 10500 万人 

 下・中階階層（労働者 農民 農民工）    68％  56000 万人 

 下級階層 （失業者 農村貧困家庭）     14％  11000 万人 

                  （季論 21 2020 夏） 

大学生 

膨大な数の卒業生       2001 年 114 万 2018 年 820 万人 

進路  研究職を目指して進学     10.3％ 

就職先のトップ３ 教育業 金融業 情報通信業 これに建築業、 

コンピューター関連、政府・公務員など、が続く 

月収  2009 年まで 800～1000 元 2016 年 4376 元（７万５千円） 

広い中国では必要な、インターネットで聴講でき、資格が取れる質の高い講 

義を無料で受けられる制度が広がり、5000 講座、受講生 7000 万人に達して 

いる。 

自動車 

ガソリン車は規制され、電気自動車(EV)が普及し、主流になる日は近い。 

社会のデジタル化  

レストランでロボットが働く店も増え、子どもがもらうお年玉もデジタル化し 

ている。図書館もオンライン化し、借りたい本は配達してくれるところも増 

えている。 

５ 40 年におよぶ高度経済成長は様々な問題を引き起こしている。 

  貧富の社会的格差や地域間格差の問題、新疆ウイグル自治区やチベット自治区におけ

る分離・独立を含む民族問題、56 の民族と 14 億人に及ぶ公民の国家統合の課題、法に

よる統治と民主主義の課題、環境問題、汚職など政治腐敗、経済大国化を背景とした海

洋進出問題など様々な課題に対応を迫られている。 

 

６ 現在、さらなる発展を続けている。 

 ① ＩＴ技術とプラットホーマー、電子商取引やスマホ決済、再生可能エネルギーの利

用、高速道路と鉄道、電気自動車、人工衛星などは先進国に並ぶか上回っている。暮

しもよくなった。 

② この５年間の動き 

  １ 徹底した腐敗・汚職の追及と党の規律の厳しさ追求（幹部の資産報告など） 

    腐敗はソ連崩壊前の支配体制と同じで構造的なものである。習近平は形式主義、

官僚主義、享楽主義、贅沢三昧の４つを市民から支持されないものと揚げ、「人心失

えば共産党滅ぶ」と強調し、「虎もハエも同時に叩く」と宣言した。 
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２ 一人っ子政策から二人っ子政策へ 

  ３ 戸籍制度の改革・・・斬新的に農村戸籍と都市戸籍の違いを廃止 

  ４ 新企業の創設（みんなでイノベーション）毎年 15.000 の新企業誕生 

  ５ 一帯一路政策  中国とヨーロッパ、アフリカを結ぶ 

  ６ 国有企業の改革 混合所有制など 

  ７ 過剰生産の調整 （住宅、鉄鋼、石炭など） 

③ 経済実態の変化 

  １ 個人私企業の急増（労働者１億２千万人増加） 

  ２ 社会インフラの整備・・・高速道路、高速鉄道（世界の総計を上回る） 

                地下鉄（これらは国と民間の金を導入） 

  ３ 社会保障制度の整備・・・国民皆保険を目指す 

  ４ 国内、海外旅行者の爆発的増加 

  ５ 電子取引・宅配サービスの急成長 

  ６ アジア・インフラ投資銀行、上海協力機構など既存世界秩序への挑戦 

 

 

第３章 社会主義混合経済の現在と展望 

 

 ① 国有・私有部門の共進 

  世界 500 の優良企業に 109 社（10 年には 42）入り、その多くは「強く、優良で、大き

な国有企業」である。 

 ② ＩＴ企業を中心に民間企業が出資し、官民連携が進んでいる。 

 ③ 小規模私営企業などが爆発的に増加し、就業者は 17 年では３億 859 万、総就業者の

40％ 

 ④ 大企業は国有企業（16.1 万企業 就業者 6170 万） 集団所有制企業（453 万人）  

外資系企業（2662 万人） 会社制企業 8205 万人）からなる。 

   大企業部門就業者は１億 8051 万人で、就業者総数の 23.5％ 

 ⑤ 一次産業就業者数は 7 億 7603 万人。中国の特異な点は都市戸籍と農村戸籍が異なる

ために生じる、2.8 億人の「農民工」の存在である。 

 ⑥ 中国経済の今後 

    日本では「中国は過剰債務問題で金融危機が起こる」という見方がある。これは

中国が社会主義の優位性を持っていることを無視した、偏狭なナショナリズム・歴

史修正主義という側面が強い。確かに政治的には人権無視の独裁的側面がある。し

かし民衆の生活は大きく向上・豊かになっている。知識人たちの批判は、大きな財

布を持った民衆から、なかなか受け入れられない。民主主義とは難しい問題がある。

安倍政権下の日本は民主国家か？ 人種差別、戦争をするアメリカは民主国家か？ 
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    「国有企業はうまくいかない。中国の挑戦は失敗に終わる」と言う固定観念はそ

の実態を見ていない。優良な国有企業を造る政策、優良民間大企業との混合所有化、

官民提携などの進展を率直に見つめなければならないことは多い。 

  ⑦ 建国 70 周年、今年も内需主導成長 

    中産階級は４億人を超え、２～３年後には６億人に達する。過剰が言われた住宅・

石炭・鉄鋼もほぼ調整されている。国民一人あたりの実質消費は 6.2％上昇し、エ

ンゲル係数は 28.4％に低下した。  

どう見る米中貿易・関税紛争 

    トランプ大統領は保護貿易政策を鮮明にし、対米貿易黒字の大きい国（中国、メ

キシコ、ドイツ、日本）をやり玉に挙げている。特に中国が標的となり、ハイテク

化抑制を狙っている。世界１・２位の米中貿易戦争は日本などにも大きな影響を与

える。日本はアメリカに 4,800 億ドル、中国に 1.100 億ドルの直接投資残高を持つ

から大変である。この争いはアメリカの敗北に終わるというのが衆目の一致すると

ころである。何故なら輸出品目を見ればよく分かる。中国の輸出品はアメリカの消

費者と直接関係するもので、しかも対米輸出の過半は米系企業が担っているからで

ある。古代ローマ帝国のパックスロマーナ(ローマによる平和)、スペインやイギリ

スの覇権も衰えたように、冷戦後のパックスアメリカーナも中国との競争にさらさ

れる。経済を越え、領事館閉鎖など政治的抑圧・打倒中国共産党という政治化は戦

争につながる危機を生み出している。 

  ⑧ なぜ興隆を続けているか 

   1 後発性の利益を生かす能力を身につけた 

   2 社会主義市場経済路線（共同富裕と社会的公正の実現）に努めてきた 

     政治的には一党制であり、権威主義的であるが、国民各層の意見をくみ上げ、 

    「国民生活の向上が出発点であり、終着点」とする政治が続いている。大学進学

率の急上昇、研究開発投資の拡大、競争・環境整備はその未来を示す。 

 

第４章 飛躍的に成長する中国と中央アジア間の貿易 

  中国は現在、３つの国際的地域開発プロジェクトに参加している。北朝鮮・ロシ

アとの豆満江流域、東南アジアとメコン川領域、「一帯一路」で知られる中央アジ

ア諸国とのプロジェクトである。中央アジアは中国にとって輸出・輸入・特に石油

輸入の重要な道であり「一帯一路」は大きな意味を持つ。ASEAN 10 カ国のうち９

カ国が、輸出入とも中国が相手。アメリカの対中国追加関税・半導体規制などで、

中国は更に東南アジアに力を入れ、その上、ASEAN 諸国はコロナ問題で経済的に苦

しくなり、中国資本がさらに必要になり結びつきは強化されている。 

  また近代化による進歩と苦悩が無視できない問題もある。高知県でも、自然エネ

ルギーは必要だが、風力発電が小鳥に与える影響などが問題になっている。中国の
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少数民族にとっても、漢族住民の増加で民族対立が起こっている。環境破壊問題も

ある。独自の伝統や言語が失われていくという問題がある。近代文明に飲み込まれ

ていく問題をどう解決していくかは中國のみならず人類的課題である。日本におい

ても核兵器、原発、石炭火力発電等問題は山積している。 

 

第５章 中国の強大化・強権化と日本 

中国は歴史的に「１君万人」体制で、その天子を支えるのは地主階層から科挙に

合格した官僚であった。この伝統は中国革命でも引きずり、「官」が「民」を支配す

る体制が続く。権力のトップに立つ毛沢東はこの矛盾に気づき、民が官を倒すこと

を意図した文化大革命を起こした。しかし文革は成功せず、一党独裁・高度の集権

制度・権力至上主義は継続され、社会主義と名付けても実質、権力市場経済が創り

上げられた。習近平政権の強権化はこの流れの中にある。 

１ 経済・軍事大国化と覇権主義 

  核兵器禁止条約反対 東・南シナ海の「領海」侵入 香港・ウイグルでの人権侵

害など 

２ 習近平政権の「中華民族の偉大な復興」とそのための統一・統制の強化 

チベット・ウイグルなどの少数民族問題もこれに関わる。 

 

2000 年には中国のＧＤＰは日本の４分の１に過ぎなかったが、2010 年には日本を

上回り、20 年後には６倍になると想定される。しかも中身が衝撃的である。情報技

術革命・先端技術が飛躍的に進み、日本にきた中国からの留学生が「日本に来て 21

世紀から 20 世紀に逆戻りした感がある」と語った。 

習近平政権は強権化し長期政権への布陣を敷いている。彼は毛沢東・鄧小平・江

沢民・10 年続いた胡錦濤の後をついで 2012 年に選ばれた革命を知らない第５世代

である。「中華民族の偉大な復興」をかかげ、内政的には「腐敗撲滅」にこだわり、

外政的には「一帯一路」「アジアインフラ投資銀行」構想を掲げ大中華圏の実体化へ

と踏み込んでいる。個人崇拝の色を濃くして「毛沢東化」している。経済的には公

共投資主導で 6%台後半の経済成長を実現し、「新時代の中国の特徴ある社会主義を

目指す」としている。アジア諸国は日本を除き、多くの面で中国を受け入れている。

しかし現実はアメリカと同じようなマネーゲームの集積地となっている面もある。 

３ 香港問題 

 香港はアヘン戦争(1839～42)で、最初に香港島が 99 年間の借用という形でイギリ

スが植民地化した。続いて 1860 年に九龍半島が、更に 98 年に新界が支配された。

面積は東京 23 区の２倍、札幌と同じくらいである。そして東京・ロンドン・ニュー

ヨーク・シンガポール・上海と並ぶ国際都市・国際金融センターとなった。観光や

映画産業でも繁栄してきた。しかし水不足に悩み、狭い都市に高層住宅が密集し，
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日本が「ウサギ小屋」なら香港は「蜂の巣」である。地価・家賃は高く貧富の差も

大きい。 

1997 年アヘン戦争以来の悲願である主権回復は達成され、750 万人の住む香港は

返還された。（1999，70 万人の住むマカオも） 

その過程で、従来、資本主義と「自由と民主主義」の体制と法体系のもとで存在

してきた香港とマカオを、50（～2047）年間従来の体系を認める「1 国 2 制度＝高

度な自治を保障した。この自治権は中国中央指導部の委任・承認に基づく自治権で、

中国が台湾統一の為に構想したものであった。 

香港の経済界を支配するのは金融資本と不動産業であり、家賃は高く庶民の生活

は苦しい。個人所得税の最高税率は日本・中国本土では 45%だが香港では 17%、法人

税は日本では 34.6%だが香港では 16.5%にとどまり相続税はない。「香港の自由」は

この意味で「資本家の自由」ともいえる。個人不自由・統制でも生活の豊かさを求

めることは多い。そのため、治安維持を名目とする悪法にも、貧しい庶民の多数が

賛成していることにも留意しなければならない。 

復帰後中国大陸からの資本の流入、観光客の増加で（1997 年 236 万、2014 年 4724

万）、街の風景・社会構造は一変している。大学受験生の 60%が本土の大学に進学し、

本土からの香港の大学卒の 40%が香港で就職している。結婚も 40%が本土の青年と香

港の青年の結婚である。 

 

かつて帝国主義・侵略戦争による支配を続けた英国や日本は、その歴史を忘れて

はならない。香港問題の原点・アヘン戦争によって英国に奪われた主権の回復であ

ることを考慮しなければならない。長年、侵略され苦しめられた国民感情を加害者

日本人は忘れてはならない。安倍内閣が支持を維持するために利用している反中キ

ャンペーンに利用されてはならない。  

 

アジア諸国は、10 年以内に日本のＧＤＰの 10 倍を超すと予想されている。世界

を「米中２極」「新冷戦の時代」ととらえてはならない。アジアの時代の到来である。

新冷戦論、それは日米で連携して中国の脅威に立ち向かうという、対米従属の道を

歩むことになる。日本はトランプ・プーチン・習近平などに見習い反知性的な国家

主義・国権主義に陥りかねない。安倍政権がそうである。戦後民主主義を貫き、非

核に徹した平和主義、国民主権の民主主義を貫きアジア諸国との友好を深めてゆか

なければならない。かつて侵略者・加害者であったことを忘れずに。 

４ 脅威論という「いつか来た道」 

冷戦時代に、ソ連脅威論が盛んに宣伝され、再軍備を促進し日米安全保障条約を

締結した。今また「中国脅威論」を政治家やマスコミが拡げて、嫌中感情が広がっ

ている。その背景に経済発展で逆転されたことへの不快感・拒否感・恐怖感がある。
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また軍事的膨張・海洋進出への緊張感がある。2020 年版防衛白書は、中国や北朝鮮

の脅威を強調し、「核・ミサイル戦力や海軍・航空戦力を中心に、軍事力の質・量を

広範かつ急速に強化している」と説明している。尖閣諸島周辺の中国の動向は全く

容認できないと強い表現を並べている。またアメリカの対中国政策も背景にある。

そして敵基地攻撃能力の保有も議論し、軍拡路線を続けている。もし「力対力」の

発想で戦争に至れば、多くの原発や石油タンクを持つ日本にどんな惨状が起こるか

想像してもらいたい。米軍基地が集中する沖縄は、第 2 次大戦の惨禍をはるかに上

回る悲劇に見舞われるだろう。ここで、現実的でない理想主義だと非難される憲法

９条が、より現実的な力を持つことが見えてくる。 

尖閣諸島問題は複雑な歴史を持つ。だから 100 年棚上げで妥協してきた。中国は、

明朝時代から沖縄への朝貢船の航路の目印としてきたし、潮の流れの激しいこのあ

たりの海に、当時の日本の漁師は出漁せず、主に台湾や沿岸の中国の漁師が漁をし

ていた。幕府の林子平が作った地図は、清国のものだと色分けしている。（私はこの

地図のコピーを、ネット・オークションで入手した教え子から頂いた）高知県出身

で著名な近代史研究者の京都大学教授井上清が「歴史学研究」に２回にわたり、「尖

閣諸島は中国のもの」という論文を発表したときも、反論は全くなかった。清国が

弱体化した日清戦争のあと、政府は日本の領土だと、日本に編入した。しかし国際

的問題になるのを恐れた山県内閣は、国際法上必要な領有確認の宣言はしなかった。

それ以後何の手立てもしてこなかった。そして、日中国交回復に関わった、田中内

閣も福田内閣も「100 年棚上げ」で合意した。しかし、それを破ったのは、石原東

京都知事の購入の動きにあわてた日本国の政府の国有化である。地方自治体が所有

を宣言するのと、政府が国有化するのとでは、ことの重大性は全く異なる。国際問

題となる。アメリカもイギリスも尖閣列島は日米安保条約の対象だが、日本のもの

だとは認めていない。日本が従属を深めるトランプ大統領は、貿易やＩＴを巡って

中国批判を強めている。しかし、中国への貿易に依存する農民たちの利益を考え、

貿易協定は廃止しない。アメリカの多国籍企業はモノづくりを中国に依存してきた。

アメリカは金融資本主義の国である。 

「中国脅威論」それは正しくない。グローバル経済大国ヘの変貌が、陸上兵力を

減らし、海洋兵力の近代化を軸に軍近代化を促しているのは事実である。過剰とも

見える資源外交をも展開している。しかし軍の近代化は海洋戦・侵略に耐えるもの

ではない。確かに核兵器は脅威である。しかしそれはアメリカとの対抗の為であり、

日本に向けられているわけではない。もし使用されたら人類は絶滅すかもしれない。

使用に踏み切ることはできない。南シナ海問題でも、中国の「南宋・元・明の時代

から中国の支配」という主張は、2016 年の常設仲裁裁判所が「現代では通用しない」

と否定している。（中国はこの裁判には参加しないとしているが）中国を大陸国家と

考えている人は多いが、南宋・元・明の時代は海上帝国・海洋立国であり、国防の
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力を海軍力に置き、活発に活動していた。このことを理解せず、ヨーロッパで成立・

発展してきた現代国際法の視点のみで考えてはならない。なお、領土の先有権の理

論は、国際法自体が変わろうとしている。 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

確かに中国は愛国主義的な「膨張主義」路線と国際主義的な「協調 

主義路線」の間で揺らいでいる。しかし、アジア諸国は正しく対応するであろう。

日本は古い「力対力」の発想をしてはならない。世界に輝く憲法９条の旗を掲げな

ければならない。 

 

中国は社会主義か 

日本共産党は綱領を改訂し、「中国は社会主義をめざす国」を消去した。日本共産

党は「社会主義は、人間の自由、人間の解放を大目標としている。」中国の党の大国

主義・覇権主義・人権侵害の行動は「社会主義」とは無縁であり、「共産党」の名に

値しません」と主張している。（志位委員長講演）政治思想としてはそれは正しい。

しかし史的唯物論で「政治など上部構造に大きな影響をあたえる下部構造・土台」

と規定した経済・社会の構造には触れていない。これでは唯の政治的主張に過ぎな

い。「民主主義革命を経なければ社会主義は実現できない」と言う考えもある。ソ連・

中国などの・歴史を見れば肯定される。確かに日本の明治維新は近代民主主義革命

（ブルジョア革命）ではない。だから、歴史学でも戦前の共産党系とみられる「講

座派」は、社会党系の「労農派」の次の課題は社会主義革命だという主張を否定し

た。この両派の資本主義論争は日本近代史研究に大きく貢献した。中国では宋の時

代から世界最初の公務員試験である科挙が強化され、皇帝は家臣ではなく役人に支

えられた。「１君万民」の制度である。（現代の共産党支配の構造と類似している）

そのため商人は王権と結びびつき、子息を科挙制度を利用して官僚とし、また別の

息子を商人・地主など多様な方面へ進出させた。ヨーロッパの「都市の空気は自由

にする」という、ギルド的自治は生まれず、市民革命を目指すブルジョアジーは存

在しなかった。歴史は多様である。ヨーロッパ中心史観のメガネだけで見てはなら

ない。マルクスは「アジア的生産様式」という社会構成を提起したことがある。 

「中国は社会主義か」を議論するためには、まず「社会主義とは何か」を考えな

ければならない。いま私にはそのゆとりはない。ただ唯物史観でいう下部構造は国

有・公的企業が支配的な構造からみて資本主義とは言えない。「半資本主義・半統制

経済の２重構造」と呼ぶこともできる。白井聡の資本主義についての優れた分析で

ある「武器としての資本論」を参考にして考えている。 

「中国は社会主義か」と言う問いに対しては、とりあえず、５人の論争の書とす

る「中国は社会主義か」（かもがわ出版）で考える。 
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井手啓二と芦田文夫は「経済社会体制としては社会主義」とする。 

大西広は「社会主義をめざす私的資本主義」説 

山本恒人は「国家・資本主義」説 

聴濤弘は体制規程は明言せず、市場経済化の深化は資本主義化しかねな 

いと懸念を示している。 

 

まとめに代えて 「永遠の隣人」 

中国伝来の漢字と文化は今も生きている。漢字２字（道徳など）、４字（温故知新、

蛍雪の功等）が無ければ豊かな日本語は成立しない。「養生」の暗いイメージを嫌っ

た江戸時代の人は中国の古典から「衛生」ということばを引き出した。「令和」と命

名するため万葉集から引用されたあの短歌がうたわれた宴会は中国式だし、梅は中

国の「国花」が輸入されたものである。詠われた宴会の場所は、中国文化流入の玄

関・大宰府である。改元以前に中国では「令和」という酒が商標登録され発売され

ている。漢字文化圏として発展してきた日本にとって中国は「永遠の隣人」である。 

政治や経済における一番の座を中国に奪われ「嫌中」の人も多い。私はシルクロ

ードへの旅で、トルファンから敦煌への夜行列車に乗ったことがある。列車は混ん

でおらずゆとりがあった。その時ガイドさんが説明してくれた。「今は対中感情が悪

く、日本人旅行者が激減しています。みなさんはラッキーです。」 

しかし、いま日中関係は改善の兆しが見えている。「永遠の友人」となる努力を続

けよう。同時にさらに近い朝鮮・韓国とも「永遠の友人」に。 

 

いま大学で歴史学を学ぶ学生で中国史を専攻する学生は少ない。しかし、歴史を

学ぶことは履歴書を見るようなものである。近代日本は、日清戦争、日露戦争、第

一次世界大戦、そして 15 年にわたる侵略戦争である日中戦争など戦争の連続である。

与えた被害も大きい。戦争の加害・被害を厳しく見つめる必要がある。ドイツのよ

うに、厳しい自己批判が求められている。 

「歴史とは過去と現代の対話である」 この言葉は未来を切り開く力を育てると

いう意味である。歴史を靴に例えるなら、靴を履いて前に歩かねばならない。 

 

 あとがき またはパンデミック後の中国 

「中華民族の偉大なる復興」を掲げる習近平政権は、アヘン戦争以降の近代史の

中で列強に辱められた歴史からくる対外的な国民感情を背景に、愛国心を鼓舞し、

14 億人の国民統合を強めている。コロナ問題でも見られたが、高度に発したＩＴ技

術、ネット世論は政権を支える力となっている。コロナも欧米諸国と違いかなり抑

制した。ＧＤＰも回復しつつある。今後おそらく、ＩＴ技術を活用した社会へと向

かうだろう。スマホで決済できるデジタル貨幣の研究も、世界をリードしている。
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政治的に見れば、ネット時代は言論の統制は難しく、習近平体制と対決の声も高ま

っている。 

「中国社会はどこへ向かおうとしているか。中央集権的な統制のもと、経済成長

とともに国際的な影響力を増大させている中国にあって、かき消されがちな中國社

会内部のオルタナタィブを求める声に、耳を傾けたい。国家主義的な大綱を越えて、

知性と良心に根差した連帯を模索すべきではないか。私たち自身の民主主義を問い

直しながら、中国社会の”進化”を、ともに考えたい。（雑誌『世界』2020 年８月号） 
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