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11.21矢吹フォーラム「習近平政権のこれから」事後報告 

 

（2020年 12月 9日矢沢国光） 

 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●日時 2020年 11月 21日（土）午後 1 時 30 分～5 時 

●会場 文京区立湯島地域活動センター A・B 室 

●講師 矢吹晋（横浜市立大学名誉教授） 

●テーマ 習近平政権のこれから――バイデン当確と米中・日中・世界 

 ●フォーラムでしたこと 

 （１）前半報告 60 分 

 （２）前半報告についての質疑 15 分 

 （３）後半報告 60 分 

 （４）質疑・討論 55 分 

 （５）次回予告 

 ●参加者 14 名（懇親会参加者 7 名） 

 ●配付資料 

 （１）11.21 報告用スライド（50 枚）［事前に配信］  

 （２）11.21 報告用スライド・抜粋［当日配布］ 

 ●参考文献 

 ・矢吹晋『習近平の夢 台頭する中国と米中露三角関係』花伝社 2017.6 

 ・矢吹晋『中国の夢 電脳社会主義の可能性』花伝社 2018.3 

 ・矢吹晋『コロナ後の世界は中国一強か』花伝社 2020.7 

 ・矢吹晋『〈中国の時代〉の越え方 一九六〇年の世界革命から二〇二〇年の米中衝突へ』

白水社 2020.8 

 ・矢吹晋『チャイメリカ－米中結託と日本の進路－』花伝社2012.5 

 ・矢吹晋・藤野彰著『客家と中国革命』東方書店 2010 

   

■参考文献 

・矢吹晋、新型コロナウィルス後の米中展望

http://www2.big.or.jp/~yabuki/2020/2020.9.%20%E5%96%84%E9%9A%A3.%E3%82%

http://www2.big.or.jp/~yabuki/2020/2020.9.%20%E5%96%84%E9%9A%A3.%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E7%B1%B3%E4%B8%AD%E9%96%A2%E4%BF%82.pdf
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B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E7%B1%B3%E4%B8%AD

%E9%96%A2%E4%BF%82.pdf 

 

・関村正悟 矢吹晋『中国の夢』の書評 

 https://ci.nii.ac.jp/naid/120006579619 ［画面右上の「新規登録」から CiiNii に登録

すれば、読むことができます］。 

 

・矢吹晋 社会主義 初級 段階 の終焉――中国 が向かうの は、 Ｇ・オーエル 型監視社

会か 、それとも福祉国家か（上） 

http://www.21ccs.jp/china_watching/DirectorsWatching_YABUKI/Directors_watching_94

.html 

 ・矢吹晋 社会主義 初級 段階 の終焉――中国 が向かうの は、 Ｇ・オーエル 型監視

社会か 、それとも福祉国家か（中） 

http://www.21ccs.jp/china_watching/DirectorsWatching_YABUKI/Directors_watching_95

.html 

・矢吹晋 社会主義 初級 段階 の終焉――中国 が向かうの は、 Ｇ・オーエル 型監視社

会か 、それとも福祉国家か（下） 

http://www.21ccs.jp/china_watching/DirectorsWatching_YABUKI/Directors_watching_96

.html 

 

・矢吹晋、ジョヴァンニ・アリギ著『北京のアダム・スミス ２１世紀の諸系譜』を読む 

http://www2.big.or.jp/~yabuki/chosa1/2017.04.%E8%A6%B3%E7%85%A715%E3%82%

A2%E3%83%AA%E3%82%AE%E6%9B%B8%E8%A9%95.pdf 

 

・矢吹晋・藤野彰著『客家と中国革命』東方書店 2010 

  

http://www2.big.or.jp/~yabuki/2020/2020.9.%20%E5%96%84%E9%9A%A3.%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E7%B1%B3%E4%B8%AD%E9%96%A2%E4%BF%82.pdf
http://www2.big.or.jp/~yabuki/2020/2020.9.%20%E5%96%84%E9%9A%A3.%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E7%B1%B3%E4%B8%AD%E9%96%A2%E4%BF%82.pdf
https://ci.nii.ac.jp/naid/120006579619
http://www.21ccs.jp/china_watching/DirectorsWatching_YABUKI/Directors_watching_94.html
http://www.21ccs.jp/china_watching/DirectorsWatching_YABUKI/Directors_watching_94.html
http://www.21ccs.jp/china_watching/DirectorsWatching_YABUKI/Directors_watching_95.html
http://www.21ccs.jp/china_watching/DirectorsWatching_YABUKI/Directors_watching_95.html
http://www.21ccs.jp/china_watching/DirectorsWatching_YABUKI/Directors_watching_96.html
http://www.21ccs.jp/china_watching/DirectorsWatching_YABUKI/Directors_watching_96.html
http://www2.big.or.jp/~yabuki/chosa1/2017.04.%E8%A6%B3%E7%85%A715%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%AE%E6%9B%B8%E8%A9%95.pdf
http://www2.big.or.jp/~yabuki/chosa1/2017.04.%E8%A6%B3%E7%85%A715%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%AE%E6%9B%B8%E8%A9%95.pdf
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■矢沢の質問（●）と矢吹氏の応答（▲）［フォーラムの準備のための］ 

●朝鮮半島の南北分断の止揚（冷戦の終結）は、日本の今後にとっても最大の課題だと思

います。中国は、朝鮮半島の南北分断の止揚に対して、どのような戦略をもっているのか？ 

▲鄧小平は、北朝鮮が鎖国をやめて世界経済の一員となり、韓国との格差を是正する方向

へ転換するよう説得してきた。金正日はこれを拒否した。金正恩も拒否。日本は鄧小平の説

得を妨害することを一貫して続けて、今日に到る。 

 

●中国は、北朝鮮の核保有になぜ反対するのか？ 

▲北朝鮮の保有を認めると、韓国や台湾の保有を認めざるをえない。両者を認めると日本

の核保有を認めざるをえない。アジアで中国だけが核を保有するのは、第二次大戦後の戦後

処理として｢戦勝国だけが核をもつ｣ことを決めたからです。要するに、核保有国をふやさな

い、｢国連安全保障理事会の常任理事国を増やさない｣。これが戦後処理の大原則で、これを

守るのが中国やロシアの既得権益です。米英仏も同じ。日本政府もすべての野党も、この認

識が曖昧であり、あえていえばこの冷厳な事実をごまかそうとしている。 

 

●人民公社や（教育・医療・福祉も抱え込んだ）国営企業のような独自の福祉制度が消滅

したあと、それに替わるどのような社会主義的福祉制度を、中国は考えているのか？戸籍制

度による農村差別も残っていると聞きますが…。 

▲旧福祉制度は失敗したので、現在は社会主義市場経済に適合した新たな福祉制度を建

設中です。戸籍制度の改革も地方中小都市ではかなり進んでいます。ただし数百万以上の巨

大都市では流入を厳しく制限している。 

 

●少数民族に対する「同化政策」が、民族の伝統・文化・宗教・言語を毀損するものであ

ってはならないと思います。中国は、民族問題について、世界史（ドイツ帝国、ソ連、今日

のアメリカ…）からどのように学んでいるのだろうか。 

▲唐代の中国は、現在の米国以上に西域から海路で人々を受け入れていた世界国家です。

中国が米国の軍事的包囲から自由になれば、同化を政策としておしつける必要がなくなる。

ジョバンニ･アリギの『北京のアダムスミス』は、そのような文脈で書かれた本です（註）。

現在は日本を含めて、米英仏等が香港や台湾、チベット、モンゴル、ウィグル自治区を独立

(分裂)させようとしていると認識して、これに抵抗して団結を守る立場です。トランプの

CIA が黎智英(リンゴ日報)を通じて、香港独立を煽るときに、これに無批判に追随して、（日

本の）国会は超党派で香港の人権擁護、民主主義擁護を叫んでいる。代々木（日本共産党）

を含めて、日本の国会に議席をもつすべての既成政党が排外主義に陥っています。それを民

主主義や人権の擁護と錯覚している。中国が先進国から何を学ぶかを語る前に、先進国の達
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成した民主主義の欺瞞(福祉制度は旧植民地国から移民した｢2 級市民｣には及ばない。彼ら

は劣悪な環境で生活し、養老院等で働くので、院内感染を蔓延させる)を語るべきですね。

かつての帝国主義･植民地国の矛盾は、いま旧宗主国における階級格差として、そのまま残

っている。この福祉国家の虚飾を暴いたことにコロナの意味があると考えています。 

 

●中国は、「社会主義」よりも実質的には「中華民族の復興」をめざしているように見え

ます。経済力、軍事力、科学技術力の強化…が「中国という国家」の強化に絞られているよ

うに見えます。 

▲｢中華民族の復興｣は、｢社会主義｣と矛盾するものではなく、復興を通じて社会主義へと

いう展望です。 

 

●中国を「戦時経済→新経済政策（ＮＥＰ）→社会主義初級段階」と、評価してよいのか？

「強国」にすることと「社会主義」にすることとは、異なるのでは？ 

▲｢強国｣ではなく、｢弱国｣だから、社会主義への移行を一時棚上げしている。強国になり、

米国の脅威から自由になれば、選択肢の幅は、大きく増えるはず。 

 

●「国家」の強化の先に何があるのか？「国家」の強化は、人民の「福祉」に本当に結び

つくのか？ 

▲これからの課題です。これはまだ分からない。米国は世界の強国ですが、福祉に至って

は、著しく劣ることがコロナで暴露された。英仏も同じ。ただし、ドイツは、敗戦国として

苦労しているので、米英仏ほどに傲慢ではない。 

 

●中国国家の強化で資本主義世界の「冷戦」にうち勝つことができるだろうか？ 

▲コロナを通じて、資本主義世界の弱さがだいぶ暴露された。逆に中国はその強さを証明

した。IT 技術革新や量子コンピュータ等でも中国は西側に勝つ展望は見えてきたところで

しょう。ただし、米国は「腐っても鯛」なので、没落には時間を要する。中国の発展にも時

間を要する。 

 

●軍拡競争を終わらせる展望は？ 

▲核は実戦ではもはや使えない。だから生物化学兵器の時代になり、これを使うのは、た

とえばイスラム国のように｢いわゆる国家｣とは限らないので、扱いはいよいよ困難です。中

国では大分前から『超限戦』（註）、すなわち、国境を超え、時間を超え、使用兵器を問わな

い限定的戦争という考え方が議論されています。 

 

（註）『超限戦』角川ペーパーバック新書– 2020 年 1 月喬良輝・王湘穂（著） 
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■講師の補足（矢吹晋） ［※］ 

  ※矢吹氏には、4 月 3 日、再度フォーラムにご登場願うことで、了承していただきまし

た。その際、11.21 フォーラム参加者のみなさまの質疑にも、応えていただくことにします。 

 内容については、中国革命を全体として振り返る中で、中国の国家と「社会主義」の変遷

について、体系的に報告していただくつもりです。 

 

■司会者（矢沢）の感想（未定稿） 

 矢吹さんの 60 年間に及ぶ中国革命研究と中国事情についての発信は、わたしにとって、

もっとも信頼のできる情報源である。その矢吹さんがここ数年、立て続けに、中国電脳

社会主義論を刊行した。 

 鄧小平の「韜光養晦」とアメリカの「関与政策」によって、中国は経済拡大し、（購買

力平価で計測して）2014 年には、国内総生産において、アメリカを抜いた。トランプ

のアメリカは「関与政策」から一転して中国封じ込め政策に転換し、習近平の中国も、

「韜光養晦」から「強国へ」に転換した。「社会主義市場経済」の「社会主義」は、看

板だけで、中国は共産党独裁の国家資本主義になるのか？ 

 矢吹さんは、「社会主義市場経済」について、かつては「国家資本主義」と考えたが、

習近平はどうやら本気で社会主義を考えているようだ、と見方を変えた、と言う。 

 中国が本気で「社会主義」をめざしている、と言われても、素直には納得できない。納

得できない点は、大きく分けて二つある。一つは、経済成長がそのまま「社会主義」に

つながるのか、もう一つは、チベット族やウィグル族等の「少数民族」の「中華民族」

への同化統合［その反面としての自治の抑圧］が「社会主義」と言えるか、である。香

港の「民主化運動」については、それがアメリカの反中国政策に利用されているがゆえ

に無条件に支持することはできないにせよ、少数民族の「中華民族への同化統合とその

反面としての自治の抑圧」という同じ問題が存在する。「一国二制度」は「一つの中国」

からの逸脱は許されないとしても、「自治」も認めないとしたら「社会主義」と言える

か？ 

 経済成長はたしかに中国人民を「飢餓」から開放した。1960 年前後の餓死者数 2 千万

人ともいわれる「大飢餓」のような惨事［無謀な「大躍進」に伴う人災でもある］はな

くなったが、飢餓からの開放というだけでは、先進資本主義諸国は、とっくに実現して

いる。矢吹さんは、中国が電脳（人工知能、ビッグデータ、5Ｇ、デジタル通貨、…）

において突出しており、電脳が中国を「強国」にする、という。そして、中国は「強国」

になることによって初めて、経済力を人民の福祉向上に使う「社会主義」に向けて歩み

始めることができる、という。はたしてそうなのか？ 
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 少数民族や香港等の自治についても、矢吹さんは、「中国が強国になって初めて取り組

める課題」とする。 

 北朝鮮の核保有になぜ中国が反対するか、矢吹さんは、第二次大戦後の戦勝国体制を維

持するため、という。北朝鮮が「貧者の宝刀」である核兵器によってアメリカとの平和

条約締結⇒北朝鮮の安全保障の確保を追求し、韓国の文政権も南北分断の止揚を追求

する。これに中国が反対するのは、「社会主義」と言えるのか？ 

 習近平は、「強国」とともに「中華民族の復興」を掲げる。矢吹さんは「中華民族の復

興」と「社会主義」は矛盾しないというが、こうした「ナショナリズム」が国家の基本

政策となれば、中国はアメリカに替わって「覇権国」となり、「覇権国対反覇権国」と

いう軍事的対抗関係優先の国際政治関係が続くことになる。中国も資本主義諸国も軍

備増強最優先の国内政治体制、財政政策から抜け出せない。これでは、百年たっても千

年たっても、「社会主義」には近づけないのではないか。矢吹さんは、それでも「習近

平は社会主義をめざす」というのか？ 

 という疑問を抱きながら、矢吹さんの旧著（といっても、わずか 10 年前の著作）をひ

もとくと、そこには、今の矢吹さんとは 180 度違う中国社会主義論が展開されていた。 

 

■参考 矢吹晋『客家と中国革命』から 

144 ページ 

私は中国の未来像として連邦国家を構想し、United States of China を旧著『巨大国家中

国のゆくえ』で展望し、こう書いた。 

 

言語や風俗習慣の違いからして、中国はもっと多くの生活圏に分かれるはずである。「漢

字という書き言葉によるネットワーク」で結ばれた世界は、その構成原理の簡明性、公開性

のゆえに広大な中国大陸に広まったのであるが、中華人民共和国という一枚岩的表皮の下

には、さまざまな生活圏が存在している。 

中華人民共和国の死滅の後には、多様な「中華連邦の世界」が広がるはずである。毛沢東

は「虚君共和の夢」を語ったが、毛沢東、鄧小平のようなエンペラーに類似した強力な指導

者の亡きあと、誰が「虚君」の役割を果たすのか。それは「皇帝もどき」ではあるまい。中

国文化を象徴する事物の一つである「漢字」こそが「虚君」の実体であろう。中華世界とは、

元来そのような世界なのであった。いまや再生した連邦国家として開かれた世界を復興さ

せるであろう。 

現在（一九九六年）の中国では、共産主義のイデオロギーをすでに放棄した共産党員が党

組織を通じて、中華思想(振興中華)というナショナリズムの宣揚によって、中国大陸をかろ

うじて統一している。その中央集権的統一は随所に綻びを見せており、「天高くして、皇帝

遠し」の声が絶えない。これは「辺境」は皇帝権力から相対的により自由であるという「中
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華世界の遠心力」を述べたものであるが、この辺境願望は、皇帝のお膝元でこそ、いや皇帝

自身の内面においてこそその統治の困難さからして最も強く意識されてきたことは、「人民

の皇帝」と呼ばれた毛沢東が「虚君共和」〔一九六六年三月二〇日杭州中共中央政治局拡大

会議発言、「毛沢東思想万歳」丁本、六三八頁]を夢想したことによく現れている。 

その論理と心理はまた老子の「小国寡民」思想にも通ずるものであり、由来中華世界の住

人たちは、一方でその「華」の中心に引かれつつ(求心力)、他方で絶えずそこから逃れ、桃

源郷を求め続けてきた。すなわち遠心力である。この求心力と遠心力とを巧みにバランスさ

せる唯一のシステムが、連邦制のような政治体制であろう。 

 

そもそも中国共産党の初心は連邦制である。私が旧著で書いたように、第二回大会(一九

二二年七月)で採択された「中国共産党第二回大会宣言」には「連邦」構想が書き込まれて

いた。近年の情報公開の中で、中共党史の基本的資料がオリジナルあるいはそれに近い形で

公表されるようになったが、その一つである『中共中央文件選集』から引用してみよう。連

邦制構想の骨子は次のごとくである。 

第一、中国本土各省［少数民族地区を除いた各省を指す］では連邦の原則を採用してはな

らない。中国各省には、経済上において根本的相違はない。［軍閥諸派は］辛亥革命以来一

〇年余の割拠現象を合理化し、省をもって邦となすよう主張し、これを地方分権や連省自治

の美名で飾ろうとしているが、これはまったく道理のないものである。なぜなら一〇年来、

すべての政権は完全に各省武人の手にあり、分権を主張しても省を国と称し、督軍を王と称

するのみだからだ。それゆえ、連邦の原則は中国各省では採用できない。 

第二、モンゴル、チベット、回疆〔現・新疆ウイグル自治区)の三自治邦を促進して成功

させ、さらに連合して中華連邦共和国をつくる。モンゴル、チベット、回疆などの地方につ

いては各省とは異なる。これらの地方は歴史上、異種民族が久しく集まり住んできた区域で

あるばかりでなく、経済上、中国本土各省と根本から異なる。というのは、中国本土の経済

生活が小農業、手工業からしだいに資本主義生産制に進む幼稚な時代にあるのに対して、モ

ンゴル、チベット、回などの地方はまだ遊牧の原始状態にあり、強いて中国に統一するなら

ば、軍閥の地盤を拡大する結果となり、モンゴル族などの民族自決、自治の進歩を阻害し、

各省人民にとっていささかの利益にもならないからである。 

こうして第二回党大会の政体に関わるスローガンは次のごとくであった。第一、中国本土

(東三省を含む)を統一し、真の民主共和国とする。第二、モンゴル、チベット、回疆の三地

区で自治を実行し、民主自治邦とする。第三、自由連邦制を用いて中国本土、モンゴル、チ

ベット、回疆を統一し、中華連邦共和国を樹立する。 

ここから創立初期の中国共産党の考え方は「連邦案」であったことがわかる。 

中国共産党第二回党大会からおよそ一〇年後、毛沢東らは江西ソビエト区でゲリラ闘争

に従事していたが、一九三一年一一月七日、中華ソビエト第一回全国代表大会で採択された
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「中華ソビエト共和国憲法大網」(全一七項からなる)の第四項は「ソビエト共和国の公民」

の內容をこう定めていた。 

ソビエト政権領域内の労働者、農民、紅軍兵士およびすべての抑圧されてきた勤労大衆と

その家族は、男女、種族、宗教に関わりなく、ソビエト法の前で一律に平等であり、等しく

ソビエト共和国公民である。 

ここで「種族」の括弧内に挙げられているのは「漢族、満族、モンゴル族、回族、チベッ

ト族、ミャオ族、リー族、および中国在住の台湾人、朝鮮人、ベトナム人など」であった。 

第一四項では少数民族の自決権、連邦への加入・離脱権をこう宣言していた。 

中国ソビエト政権は中国国内の少数民族の民族自決権を承認し、各弱小民族が中国から

離脱し、自ら独立の国家を樹立する権利を一貫して承認してきた。モンゴル族、回族、チベ

ット族、ミャオ族、リー族、朝鮮族など、およそ中国地域内に居住する者は完全な自決権、

すなわち中国ソビエト連邦に加入し、あるいはそれから離脱し、あるいは自己の自治区域を

樹立する権利を持つ。中国ソビエト政権はいまこれらの弱小民族が帝国主義、国民党、軍閥、

王公、ラマ、土司「元代以降、西南少数民族地区の首領で、宣慰使、宣撫使などの官職を授

けられた者」などの圧迫統治から抜け出し、完全な自主を得られるよう支援に努めている。

ソビエト政権はさらに、これらの民族の中において、彼ら自身の民族文化と民族言語を発展

させようとしている。 

ここでは「連邦への加入、離脱権」をも含めて、少数民族の自決権を完全に認める立場に

立っていたことがわかる。 

次に毛沢東は延安で行った「新段階を論ず」(一九三八年一〇月、第六期六中全会報告「抗

日民族戦争與抗日民族統一戦線発展的新階段」)という報告の中で、こう述べている。 

敵がすでに進めているわが国内の「各少数民族を分裂させようとする詭計」に対して、当

面の任務は各民族を団結させ一体となし、共同で日寇(日本という外敵)」に対処することで

ある。この目的のために、以下の各点に注意しなければならない。 

第一に、モンゴル族、回族、チベット族、ミャオ族、ヤオ族、夷・番（すでに列挙した以

外の少数民族を指すと思われる）各民族と漢族が平等の権利を持ち、共同で日本に対する原

則の下で、自己の事務を自己が管理する権利を持ち、同時に漢族と連合して統一した国家を

樹立することを許す。 

第二に、各少数民族と漢族が雑居する地方では、現地政府は現地の少数民族の人々からな

る委員会を設置し、省県政府の一部門として、彼らに関わりのある事務を管理し、各民族間

の関係を調整すべきである。省県政府委員の中にも彼らのポストを用意すべきである。 

第三に、各少数民族の文化、宗教、習慣を尊重し、彼らに中国語の読み書きや会話を学ぶ

よう強制しないだけでなく、彼らが各民族自らの言語文字を用いた文化教育を発展できる

よう支援すべきである。 
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第四に、存在している大漢族主義を是正し、漢人が平等な態度をもって各民族と触れ合い、

それによって日に日に親善を深めることを提唱する。同時に、彼らを侮辱し、軽視するよう

な一切の発言や文章、行動を禁止する。 

以上の政策は、一方では各少数民族が自ら団結して実現しなければならない。他方では政

府が自発的に実施しなければならない。そのようにして初めて、国内各民族の相互関係を徹

底的に改善し、外部との団結という目的を真に達成できる。懐柔とキビ[馬の手綱と牛の鼻

網を指し、転じて束縛・支配すること」の古いやり方はもう通用しないのだ。 

ここでは、「分裂の詭計」に対して、「各民族の団結」を強調した点が特徴的である。毛沢

東は一九四五年、第七回党大会で「連合政府を論ず」と題した報告を行ったが、その中で、

毛沢東が言及したのは、一九二四年に孫文が書いた中国国民党第一回大会宣言の一句であ

る。すなわち国民党は、中国の「各民族の自決権」を承認する。帝国主義および軍閥に反対

する戦争に勝利した後、「各民族が自由に連合した、自由で統一された中華民国」を組織す

る、という箇所である。 

毛沢東は孫文に言及してこう約束した。中国共産党は「国民党の民族政策」に完全に同意

する。 共産党員は各少数民族の広範な人民大衆がこの政策を実現するために奮闘するのを

積極的に援助すべきである。/各少数民族の広範な人民大衆が政治上、経済上、文化上の解

放と発展を勝ち取り、民衆の利益を擁護する少数民族自身の軍隊を成立させるよう援助す

べきである。 彼らの言語、文字、風俗、習慣、宗教信仰を尊重しなければならない。 

そして第七回大会党規約では、「各革命階級の同盟と各民族の自由な連合からなる、独立・

自由・民主・統一・富強の新民主主義連邦共和国を樹立する」と規定した。ここから革命期

の中国共産党は、①民族自決権の承認、②連邦制の実行、③民族区域自治の実行という三つ

の主張を行っていたことを確認できよう。 

しかしながら、国共内戦期から抗日戦争期にかけて樹立された「自治地方」なるものは、

初心あるいは理念通りに実行されたものではなかった。一九三六年には陝甘寧省豫海県に

回民自治政府が樹立され、一九四一年には陝甘寧辺区に一群の区レベル、郷レベルのモンゴ

ル族、回族の自治政権が樹立された。さらに四五年から四六年にかけて、党中央は内モンゴ

ルで「民族区域自治」の方針を実行した。 

四七年五月一日に成立した内モンゴル自治区は省レベルのものとしては中国初の民族自

治地方であった。この内容について、建国後の民族政策を解説した論者(李瑞)は、次のよう

にその意図を再解釈している。 

わが党は一切の「民族分立の要求」を無条件に支持していたわけではない。わが党は外国

帝国主義者が策動した「偽満洲国、偽蒙疆自治政府、偽東トルキスタン・イスラム共和国、

チベットの反動的上人物の独立活動」には断固として反対してきた。つまり「民族自決」の

方針が帝国主義者によって「民族分立」に逆用される危険性があったために自治を限定した

のだ(李瑞「党的民族区域自治政策的形成與発展初探」『民族問題理論論文集』青海人民出版

社、一九八七年、七七~七九頁)。 
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これが現時点での苦しい弁解である。 

 

かつて長安が世界文化の中心であった時代には、事実上の中華連邦が存在し、パクス・シ

ニカ(中国の覇権がもたらす平和)の繁栄を謳歌していた。二〇世紀末から二一世紀にかけて

の、ポスト冷戦期の平和的な国際環境の下で、中国経済は離陸に成功し、二〇一〇年には国

内総生産(GDP)ベースで日本を超え、世界第二の経済大国になろうとしている。 

経済史家 N・ファーガソン(ハーバード大学教授)は、チャイメリカ (Chimerica)の経済構

造を語り (The Ascent of Money: A Financial History of the World.)、英ジャーナリストの

M・ジェイクスは『中国が世界を支配するとき――西洋世界の終焉と世界新秩序の誕生

(When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global 

Order.)』を論じている。 

私が旧著を書いた時点では、天安門事件の後遺症と旧ソ連崩壊の衝撃の中で中国の行方

は不安定に見えた。しかし、いまや経済的に離陸した中国は、世界の大国として動き出した。

まさに「眠れる獅子」の覚醒そのものであり、世界は中国の一挙手一投足に振り回され始め

た。 

ここで大きな問題が浮き彫りにされてきた。経済的には離陸したものの、経済発展が牽引

するであろうと想定されていた政治改革が行方不明になったことだ。 

中国の周辺に位置する諸経済は、開発独裁による経済発展の後に、例外なしに政治的民主

化を達成して、アジアの奇跡と称賛された。中国は経済発展に関する限り、目ざましい成果

をあげて世界の称賛を浴びたが,政治改革は天安門事件以後二〇年間、封印されたままであ

る。それだけではない。 

革命世代の二代目、三代目、四代目からなる太子党が政治権力を壟断して、これを手放す

兆候は皆無である。そして長期政権の腐敗はとどまるところを知らず、腐敗が腐敗を呼ぶ

「腐敗の高度成長」も続いている。また、土地を失った農民や貧しい農民工の味方をした弁

護士が突然、行方不明になる事例がいくつもある。これが二一世紀の中国の現実だ。こうし

て経済発展が政治体制の民主化につながらないばかりではなく、「世界第二の経済力」は、

独裁体制の延命のために用いられている。すなわち共産党官僚資本家を守るために軍備が

増強され、周辺国家を威圧している印象を否めない。 

市場経済の発展は、政治体制の民主化の条件を整えつつあるにもかかわらず、現在の最高

指導部には、民主化を進める意欲はまるで見られず、一方では居直りのこわもてスタンス、

他方では戦々恐々「裸官現象」（裸官とは配偶者や子女を国外に定住させ、外国国籍を取得

させている中国の高官たちを指す。かつては「太空人」、すなわち「太太（妻）が国内にい

ない高官」とも呼ばれた)ばかりが目立つ。 

いま決定的に立ち遅れているのは、政治改革であるが、その展望を切り開く光は、著者の

老眼ではどこにも見えない。時代閉塞のガスは充満するが、爆発する前にガス抜きが行われ、

当座の安定を保つ。現代中国研究に志して半世紀、いま研究を終えるに際して光明を失った
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のは遺憾千万だが、これがもし老研究者の杞憂にすぎないならば幸いだ。未来を作るのは、

老人ではなく、若者である。彼らが光明を模索し、採り当てることを期待して擱筆する。 

 

326 ページ 

客家に即して言いますと、毛沢東は『毛選』に収める前の「井岡山の闘争」の原文、当時

上海にあった中共中央への「井岡山前敵委員会の報告」(一九二八年一月二五日)ですけれど、

その中で土客問題について括弧つきの「『民族』闘争」というような言い方をしています(『毛

沢東集」第二巻五四頁)。つまり毛沢東自身、そのときには「土籍と客籍の闘争」は、「漢民

族内部」の問題なのか、それとも「漢民族と少数民族」の問題なのか、その辺があいまいだ

ったようです。その背景には、土籍と客籍の土客械闘(集落間や宗族間の武力闘争)の歴史が

ずっと中国史に記録されてきたからです。太平天国もその一部ですけれども、そういう中国

史の中で、どうやって革命の大義のために人々をまとめて動員していくかというのが中国

革命の課題でした。権力奪取までは強い敵を前にして団結あるのみでしたが、いまや革命以

後六〇年です。「大同団結」の名において封印してきた民族問題を改めて検討することは、

喫緊の課題と思います。さもないと漢民族という多数派による少数民族への同化強制のみ

が進められ、世界中から指弾を受け、世界に孤立することになりかねない。いまや民族問題

は、中国にとって最も重大なアキレス腱の一つになっています。 

例えばチベット問題やウイグル問題に象徴されるように民族問題は山積している。これ

を解くうえで「中華民族」という図式で解決できるのか。おそらく不可能ではないか、その

あたりが私の問題意識です。 

 

338 ページ 

矢吹 藤野さんの見解に、あえて一つ補足をしたい。共産党の第二回大会では連邦制とい

うことがはっきり出ていて、いろんな民族の違いと、それぞれの解放をはっきり強調してい

ます。ところが、厳しいゲリラ争を通じて、あるいは特に抗日民族統一戦線期あたりから、

中華民族の大団結だけが一面的に強調されて、諸民族の解放という視点が一切無視される

ようになる。第二回大会で明言していた連邦制、民族自治権・自主権を一切無視し、中央集

権や統一だけを強調する独裁的権力体制になります。 

冷戦体制下の四九年体制についていえば、革命権力を打ち固めるためには、「民主集中制」

が必要だったことは理解できますが、条件の成熟を待って少しずつ自治権を拡大すべきで

した。いわんや今日の中国は、すでに経済力で世界二位、「ストックホルム国際平和研究所

(SIPRI)年鑑』(Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2010: 

Armaments, Disarmament and International Security.)によると軍事力でも世界二位なので

す。中国より強く大きい国は米国だけです。それ以外の国はすべて中国の脅威を感じている。

そのような大国化を一方では誇らしく自慢しながら、他方で列強による内政干渉や分裂策

動を語るのは、実に滑稽な姿です。民族自治の拡大とか、連邦制への移行を考える条件は、



12 

 

すでに十分に成熟しているはずです。ところが、そういう議論は、なぜか一切出てこない。

このことに私は強い疑問を持っています。中国共産党は初心に立ち返り、革命の原点からも

う一回見直すということが必要ではないか。反省のない現状は、かつての「国民党官僚資本

主義体制」という規定において、「国民党」の三文字を「共産党」に置き換えた姿そのもの

です。つまり国民党の政治を止揚しようとした共産党は、結局、国民党に似せて自らの姿を

改造したことになります。 

 

341 ページ 

中国を解放したあとは条件の成熟を待って、連邦制みたいなものを改めて考えればよか

ったのです。全国解放から旧ソ連の崩壊までは、冷戦体制の下で、選択の余地が狭かったが、

いまや内外環境は大きく様変わりしています。連邦制を考える条件は成熟しつつある。若き

毛沢東の原点は「湖南省独立」論であり、独立した各省による連邦制でした。これが毛沢東

だけの発想ではないことは中国共産党の第二回大会がこのアイディアを決議していること

からわかります。 

このような初心を顧みると、今日の中国政治はあまりにも強権的です。少数民族を抑圧し、

農民工を搾取し、あるいは漢族でも豊かなところと貧しいところの格差がどんどん広がっ

ている。この問題は一般には、単に「格差の拡大」として理解されていますが、私見ではこ

れはもはや「新しい搾取階級の誕生」としてとらえ直す必要がある。ここで詳論はできませ

んが。 

 

346 ページ 

民族主義のジレンマはうまく解かないと自縄自縛です。 毛沢東もときどき言っていたの

です、「虚君共和(君主を象徴として共和制をしくこと。過度の中央集権を廃する意味につな

がる)」という言葉で。中央は単に、例えば防衛と外交のようないちばん大事なところだけ

を押さえればいいと。徹底的に分権化したほうがうまくいくのだということを文革期にも

言っています。現在の共産党からは全然そういう発想は出てこない。 

 

350 ページ 

矢吹 民族問題の階級闘争化はまさにその通りだと思う。革命から文革までは、あらゆる

問題を階級闘争という大きな枠でくくって、とりあえず民族問題を捨象してきた。革命で権

力を奪取するまでは、それもやむをえないという面があるのだけれども、しかしそれでも、

階級の名において切り捨ててきた民族問題は現実に存在し続けていたわけだから、すみや

かにそれを認識して、妥当な政策を打ち出すことが必要だった。それを建国後六〇年間ずっ

と思ってきた。 

 

350 ページ 
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矢吹 天安門事件の前、趙紫陽が総書記だったときの第一三回党大会(一九八七年一一月

開催)ではいろいろな利害グループ間の調整を「社会協商対話」と呼び、指導部は一党支配

で無理やり集中することに伴う弊害を緩和しようとしていた。それ以前にチベットについ

ては胡耀邦が非常に衝撃を受けて、共産党がこんな間違った民族政策をやったとは、と反省

したわけです。ただ、結果的にはラサ暴動が起こってしまい、その後は不幸な歴史をたどっ

ているわけですが。それは別として、天安門事件前には、政策の軌道修正や政治の民主化の

萌芽が出ていました。ただ、天安門事件以後、全面的に後退してしまった。 

もっと大きな影響はソ連の解体ですね。そのことで、中南海の指導部は極度の危機意識を持

った。政治改革とか民主化とかに失敗すると権力を失って、ルーマニアのチャウシェスク

(共産党書記長)の二の舞だ、東ドイツのホーネッカー(社会主義統一党書記長)の二の舞だと

恐怖感を抱き、今は恐怖感だけで権力を維持している。こういう政権が果たして民衆にとっ

て望ましい政権と言えるでしょうか。 

 

358 ページ 

最近、中国に対して風当たりが強い。世界的に中国人はアロガント (尊大)ではないかと

いう論が広く行われている。中国はもう一度、「中華民族」という概念が成り立つかどうか、

冷静に分析すべきときです。中華民族の団結を語るのみ、それを指導するのが前衛・共産党

だとする空虚なスローガンで統一することはもはや不可能です。 

 

361 ページ 

ヨーロッパはみんなネーションステートとして近代化をやった、イギリス、フランス、ド

イツ、イタリア、みなそうです。それから日本も追随した――それは最初からわりあい日本

民族ということでまとまることができていたからですね。言語とか文化とか、そういうもの

でまとまった人たちが民族であり、民族が国家を作るというのがネーションステート、国民

国家と言われてきたものです。 

中国は、中華民族の四文字をネーションステートに擬して、革命の主体にしようとしてき

たけれども、そもそも無理がある。中国はやはり帝国であり、エンパイアなのです。古代ロ

ーマ帝国のように。連邦制的な構成要素を含みつつ、全体を総括する文脈で、帝国を構成す

る概念として中華民族を位置づけるのなら理解できることですが、単一のネーションステ

ートのモデルを想定して、それに中華民族を比定するとしたら、途方もない同化強制政策に

陥り、途方もない人権侵害を生み出すことになります。普通話ができると職探しに便利だ、

といった観点から同化の強制を容認する意見が見られますが、これは大間違いですね。 

中国は、年内に日本の GDP(国内総生産)を追い越し、米国に迫る動きを見せています。

軍事力も同じ動きを見せています。そのような大国中国が「中華民族」という疑似ネーショ

ンステートの観念しか持たないとしたら、中国のゆくえを憂慮せざるをえません。速やかに

連邦制的な枠組みを考えて、マイノリティーの権利尊重へ舵を切る必要がある。それによっ
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て多数派も自由になりうる。これが弁証法ではないでしょうか。私の旧著(『巨大国家中国

のゆくえ』)では紹介できなかったのですが、鄧小平晩年の連邦制論を紹介しておきたい。

中共中央台湾工作弁公室と国務院台湾事務弁公室が編集した「中国台湾問題」(九洲図書出

版社、一九九八年)という本があります。この本の一二四頁で「一国両制」を台湾に適用す

る場合の考え方を次のように解説しています。未来の台湾特別行政区は「立法権、独立した

司法権と最終裁判権、一定の外事権」を享受するだけでなく、「軍隊を持ち、中央政府は軍

隊と行政人員を台湾に派遣しない」ものとする。「これらはすでに連邦制国家の成員の享受

する権利を超越している」。このように解説したあと、この言い方は鄧小平の言葉だとして、

次のように引用しています。「一国両制」に基づいて統一を実現した後(の姿)は、「連邦の性

質を持つと言ってよいが、連邦と呼んではならない(可以說有連邦的性質、但不能叫連邦)」。

というのは、「連邦」という言葉は容易に「二つの中国あるいは一つ半の中国」と解釈され

やすいからです。つまり、「連邦」という言葉は使わないことにするが、「限りなく連邦に近

い」体制、あるいは連邦を「超越した」体制だと、鄧小平は論じているのです。この精神は、

他の少数民族政策においても活かされるべきだと私は理解しているわけです。 

 

 

■メモ 11.21 フォーラム矢吹晋氏講演から 

➢ アメリカは二分されている。白人は、少数は転落の危機感を持っており、トランプ

がその危機感をあおっている。トランプの「Law and Order」は、日本のマスコミ

が「法と秩序」と呼んでいるのは間違いで、黒人抑圧だ。 

➢ アメリカは、選挙制度が劣化しており、建国の理念であった「人種統合」の不成功

もあらわになった。リーマン危機後、経済はさらにひどくなり、アメリカ資本主義

は、自己規制できなくなっている。これは資本主義の終わりを示している。 

➢ 英仏のコロナの感染爆発は、人種問題を示している。旧植民地からの流入民が「2

級市民」として養老院等で働き、ここで感染している。 

➢ 資本主義の終末の虚像を、コロナがあぶり出した。 

➢ 12 月 8 日…社説「トランプの無策がアメリカを殺す」 

➢ 香港の「民主化運動」は、トランプがカネを出している。 

➢ 2018 年人民大学に招待されて講演してわかったことは、人民大学の研究者集団が、

習近平に対して「（総書記任期の）2 期 10 年」を外したことへの強い批判をもって

いることだった。その後、アメリカの対中国強硬姿勢で、習近平の党内統制が強化

され、習近平への批判は、立ち消えになったが。 

➢ グレイバー『負債論』の長所は、アメリカ資本主義が生産性の伸びにもかかわらず、

なぜ賃金が上昇しなかったか、簡潔に示していることだ。（クレーバーによると）

ソ連があった頃は、ソ連に対抗して、賃金を上げたが、ソ連の崩壊以後は、賃金上
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げをやめてしまった。アメリカは、「軍事革命」（兵士の損失を減らし、替わりにド

ローン、無人飛行機等）の軍拡を進めているが、これは財政赤字を増やし、福祉が

ますます縮小する。 

 

■メモ 報告前半についての質疑 

［小沢健二］香港の民主化運動は「一国二制度」の実施を求めているが、… 

▲台湾も香港も、生活レベル（一人あたり所得）はひじょうに高い。香港の運動は、

「作られた独立運動」？？ 

［高原浩之］香港の人民が要求した闘争を弾圧するのは、どう見てもおかしい。回教ウ

ィグル族、チベットの民族弾圧をどう思うか？ 

▲長い目で見る必要がある。唐は世界国家であった。一種の帝国で、国境がなかっ

た。周辺民族を「中華帝国」内に取り込んで自治を認めていた。チベットのダライ・

ラマに対しても、コヨウホウ、チョウシヨウの時代は、北京に戻るよう交渉が進め

られていた。国際情勢が、少数民族の自治の実現を阻んでいる。 

 

■メモ【矢吹報告の後半から】 

➢ 中国は、「デジタル化、ＡＩ、ビッグデータ、5G」で世界の最先端を走っている。

（日本は、1985 年の日米半導体協定で半導体事業が壊滅した）。トランプは、ファ

ウェイ（華為）を排除して米中デカップリングをしようとしているが、それは失敗

するだろう。中国はデカップリングを前提に戦略を練っている。バイデンは、トラ

ンプとはちがって、米中のデカップリングは不可能と考えている。 

➢ チャイメリカは、米主・中従から、中主・米中へと転換した。 

➢ デジタル人民元が実施されようとしているが、これは、国際通貨としてのドルに取

って代わるものではない。人民元は、未だ（完全には）自由化しておらず、ドルに

替われないことは、中国がよく知っている。 

➢ ソ連の「社会主義経済」をどう見るか。ソ連経済は、軍事経済としては優れていた

が、消費財生産では、だめだった。消費財需要をみたすことが中心的な課題になっ

たとき、ソ連経済の限界が露呈した。ソ連では、モノ不足下でノルマの超過達成を

奨励したため、企業は、原材料・部品を必要以上に抱え込み、そのけっか生産が停

滞した（コルナイ『不足の経済学』）。これはトヨタの看板方式（在庫削減の徹底）

の正反対だ。 

➢ ハイエクは、「社会主義経済は、見えない需要に応えられない」と批判したが、Ａ

Ｉでこれが可能になる。 
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■メモ 討論から 

［大越］中国には「法治」がない。これをどう思うか？ 

▲民法がようやくできてきた。資本主義の法治では、すべての国・地域が先進国と

同じになるべきだ（普遍的価値観）としたが、その失敗が明らかになった。香港の

「一国二制度」は、あくまで「一国」が前提で、社会主義・資本主義という違いが

あっても、最終的には「一つの中国」になる、という考えだ。香港は、中国の中の

「自治区」であって、「一国二制度」は、中国からの独立を認めるものではない。 

 

［紅林］「連邦国家」とは？毛沢東には、かつては、「台湾独立」を容認する発言もあっ

た。 

▲ロシア革命後の 1924 年「カラハン宣言」（註）では、「自治」がうたわれた。現

実は、1949 年台湾がアメリカに支配された。毛沢東は「連合政府論」で「湖南省

の独立」「各省の独立」を主張している。厳家基「連邦中国論」。唐には国境がなか

った［文化的国境、という考え］。「中華帝国」は、武力を表に出さない「文治」で

あった。文治がうまくいかなければ、王を追放すればよい（易性革命）という考え

方だ。 

 

［岩田昌征］「民主主義」という価値基準は、人類史において、長く続いた「独裁」に

対する価値として意味があるのではないか。中国では「民主主義」を、どう見ているの

か？ 

▲中国の庶民の感覚としては、「生活の安定」が第一。今日の生活が明日もつづき、

明日よりも明後日がよりよくなることを願う、という感覚だ。こうした「生活の安

定」が、ソ連では実現しなかったし、アメリカもだめになっている。中国の今がい

ちばんよい、という見方だ。 

 

［矢沢］矢吹さんは、「電脳社会主義」論の中で、電脳の有効活用でこれまでの計画経

済を越える、大衆の消費需要を満たす経済の実現ができる反面、オーウェル的な監視社

会になる危険性もあるとしています。電脳システムが監視による言論圧殺の手段にな

らないようにするには、どうすればよいと考えますか。 

▲アメリカはすでに監視社会になっている。日本も内閣府の警察官僚が政治監視

をしている。「人権」の観念自体が変わる。政府と社会の間に蓄えられる情報につ

いて、「個人（の情報）と公（の情報）」の関係がどのように変わるか、人権をどの

ようにしてまもるか、救済措置の機構をどう作るか、今後の課題だ。 

 



17 

 

［小沢］ＩＴの先端産業に関連して、中国の産業構造はどう変わるか？内需主導型にな

るのか？ 

▲中国は「双循環」（国内経済循環と国際経済循環）といっているが、… 

 

■アンケート回答 

［1］フォーラムの進め方について 

（１）事前の案内、資料の送付について、何かありましたら書いてください。 

● 

（２）当日の進め方、時間配分について 

●【小山 富男】フォーラムの進め方・資料や時間配分については問題はないと思いま

す。 

 

（３）講師のプレゼンテーションの仕方について（わかりにくかった点、改善を要望する

点など） 

●【高原浩之】内容以前の問題として、もっときちんと準備してまとまった報告

をしてほしかった。 

［2］矢吹氏の報告「習近平政権のこれから バイデン当確後の米中・日中・世

界」について 

（１）共感できる点、できない点、疑問点等、感想を書いてください。 

（２）矢吹氏に質問したかったこと、質問したがさらに突っ込んで聞きたかっ 

たことがあったら、書いてください。 

●【岩田昌征】  

1 香港大学教授 Li Meng Jan の中国発生コロナと細菌兵器の関係説をどう見るか 

2 中国の体制批判グループは、人権を建前にしつつ、その実、第二次大戦前の旧所有

者の相続権の復権を目標にしているか否か。チェコの場合は体制批判期には人権だけを

要求していたが、ハーベルが 大統領になって最初にやった立法は、私有化一般ではな

く、 旧所有者の 所有権回復であった。中国でそんなことが起こったならば 大混乱に

なると思うがいかが如何。 

 

●【小山 富男】矢吹先生の講義につきまして、小生の感想を一点述べさせて頂きま

す。 
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「中華民族」と言う用語ですが「民族」と言う言葉は「民族意識」と言う概念

と密接不可分なものであると小生は思います。だとすると「中華民族意識」を有

する人々とはどのような存在なのでしょうか。 

チベットや新疆ウイグル自治区に住む人種・言語・宗教等を漢民族と異にする

人々にとっては「中華民族」に自分たちが属するという意識が果たしてあるでし

ょうか？ 

矢吹先生の講義では、中国が言う「中華民族」は近代的な「民族」の概念と異

なるとのことですが、そうすると同一の用語を全く別の定義で用いることになる

筈です。定義が異なるなら、小生でも理解出来る言葉で「民族」用語の解説をし

て頂きたかったと思います。 

中国の一部の地域で、その土地の言語でなく中国語の使用を強制しているとの

報道があります。事実とすれば、戦前の大日本帝国の時代に、朝鮮や台湾で日本

語使用を強制した歴史を想起せざるを得ません。 

古代ローマ帝国や唐の時代の中国ではもっと緩やかな支配方法が採用されてい

たことや歴史の教訓のある愚かな政策を中国共産党指導部は繰り返そうとしてい

るのではないでしょうか。 

小生は「他民族を抑圧する民族は又自由では有り得ない。」と言う言葉は真実で

あると思っています。中国の指導部がこの言葉を知らない筈がありませんし、中

国の将来の為にも憂慮されることです。 

 

●(1)(2)をまとめて【高原浩之】 

別途資料=｢新型コロナ･ウィルス後の米中展望｣(『善隣』)に対して意見を表明します。 

(1)香港･台湾と少数諸民族と尖閣･南中国海の問題 

｢米国国旗を掲げ米国国歌を歌いながら民主主義を語る若者｣。｢香港の民主運動家たちは

トランプの対中制裁を期待しトランプが民主主義の旗手であるかのごとく扱っている｣。 

アメリカによる利用も闘争指導の未熟さもあるでしょう。しかし、大局と主流を見、台湾

や少数諸民族や尖閣･南中国海などの問題も関連づけ、明快に意見を表明すべきです。 

①香港と台湾 

中国は、文化大革命の破綻と天安門事件によって、官僚制国家資本主義に変質･転化し、

帝国主義に発展し、その結果、香港･台湾問題は、主権回復から覇権主義に転化しています。 

同じブルジョア階級独裁でも、全体主義とブルジョア民主主義は大違いです。香港と台湾

の人民が、獲得した民主主義を守り拡大するために、｢一国二制度｣=広範な自治や事実上の

国家的分離･独立(同じドイツ民族でもドイツとオーストリアの例)を要求して闘争してい

るのは、明々白々です。自己決定権です。支持されるべきです。 
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②少数諸民族 

中国は、革命後も中華帝国の領域のまま、大民族の漢族が少数諸民族を抑圧し続けていま

す。帝国主義化した要因の一つです(ソ連と同じ)。 

チベット･ウイグル･モンゴルなど、少数諸民族の自己決定権(分離･独立はその最大)は支

持されるべきです。日本における琉球やアイヌと韓国･朝鮮人の自己決定権と同じです。 

③尖閣と南中国海 

尖閣(中国名｢釣魚｣)諸島は、台湾と沖縄の自己決定権に含まれます。中国の領有にも日本

の領有にも反対しなくてはなりません(日ロが争う北方諸島も先住諸民族の自己決定権)。 

南中国海(この呼称をＡＳＥＡＮ諸国は認められないでしょう)に対する中国の領有権に

も反対しなくてはなりません。竹島(韓国･朝鮮名｢独島｣)に対する日本の領有権と同じです。

民族関係は抑圧と被抑圧の歴史なので、抑圧民族の側は、たとえ不平等を感じても、被抑圧

民族の要求を受け入れ承認しなくてはなりません。 

(2)権威主義論 

｢権威主義的な政治体制や人権抑圧の口実で批判され続けてきた……アジアの政治家た

ちはこのような風圧を排して国家建設に邁進してきた。｣｢人権を重んずる米国民主主義シ

ステムは、『人権を制限する中国の権威主義体制』と比べて、システムとして劣ることをさ

らけ出した。人権よりもはるかに重要な『生存権』を守ることで、欧米民主主義諸国は敗北

した。生存権なくして人権なし。この真理の正しさを端的に証明した形ではないか。｣ 

①中国とアジアのブルジョア階級の立場からの歴史総括 

官僚制国家資本主義と開発独裁の賛美です。対極にいる人民が忘れられています。中国や

ベトナムも、韓国･台湾やＡＳＥＡＮも、国家の強権をテコに後発国の資本主義化に成功し

ましたが、そのブルジョア階級(中国は共産党=官僚ブルジョア階級)の立場です。 

韓国･台湾もコロナ感染拡大を抑え込んでいます。第１はＩＴ産業を基礎としたデジタル

管理社会(中国と違って韓国･台湾はこれに対する人民の民主的制動)、第２はマスクからＰ

ＣＲまで検査と医療を準備できる工業生産力でしょう。米欧日=先発資本主義国は、工業的

空洞化とＩＴ化･デジタル化の立ち遅れです。金融資本主義による寄生性と腐朽性です。 

ブルジョア民主主義もブルジョア階級独裁、資本主義の賃金奴隷制の護持ですが、より強

権的抑圧的な中国の｢一党独裁｣=全体主義を支持するなど、人民の立場ではありえません。 

②プロレタリア階級の立場から中国の資本主義的発展を総括すると 

中国は資本主義が未発達で、ブルジョア革命に直面していました。プロレタリア階級は革

命を主導し、連続的に社会主義革命へ前進しようとしました。ドイツ革命(1848 年)も、ロ

シア革命も同じで、それがマルクス･レーニン主義です。しかし、破綻しました。 

主観的能動性には限度があり、資本主義化は唯物論的必然でした。社会主義の物質的基礎

である工業化を実現しようとしたが、生産力主義と官僚主義で官僚制国家資本主義が出現

しました。しかし、それがまた、社会主義革命を必然化するでしょう。社会主義は、労働者
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階級による生産手段の共有だけでなく、自主的大衆的管理(官僚の廃絶)でしょう。ＩＴ化･

デジタル化はそれを可能とするでしょう。物質的条件の最後の成熟でしょう。 

(3)チャイメリカ論 

｢米中両国間のチャイメリカ構造に即していえば、これまでは『米国主導のもとで中国は

副次的な地位を占める』チャイメリカ体制であったが、コロナ禍を通じて『米国の衰退』と

『中国の躍進』が誰の目にも明らかになった結果、新チャイメリカは『中国主、米国従』の

関係に主従が逆転するであろう。｣ 

①平和的な覇権の移行はありえない 

平和は幻想です。米中関係の基調は｢結託｣ではなく、覇権闘争です。中国帝国主義の挑戦

(｢韜光養晦｣の鄧小平はビスマルクで習近平はヴィルヘルム二世)に対応して、アメリカ帝

国主義は、｢和平演変｣を企図した｢関与政策｣から覇権闘争に戦略転換し、西ヨーロッパおよ

び日本との同盟関係で包囲して対抗するでしょう(トランプとバイデンによるその総括)。 

中国が覇権を奪取する、アメリカが平和的に譲る、とは言えません。歴史的にイギリス→

アメリカの覇権移行は、第一次大戦と世界恐慌と第二次大戦、危機と戦争の時代でした。ド

イツが挑戦しイギリスが対抗した覇権闘争(加えて日本の挑戦とアメリカの対抗)が戦争に

発展し、イギリスが衰退しアメリカが興隆した、その結果でした。しかも、基礎には、イギ

リスが先導した産業資本→ドイツとアメリカが先導した金融資本という、資本主義の段階

移行がありました(ＩＴ産業とデジタル社会が資本主義の新しい段階かは疑問)。 

人民は危機に備え、覇権闘争と帝国主義戦争に反対しなくてはなりません。 

②21世紀を社会主義革命の時代とするために 

そもそも帝国主義が存続する、とは言えません。社会主義革命は破綻したが、20 世紀は

同時に、ブルジョア革命の世界的拡大、植民地主義の崩壊の時代でした。多数の独立･新興

の資本主義国が出現しました。現在のグローバリズムと帝国主義の世界的な覇権闘争(中ロ

の｢枢軸｣と米西欧日の｢連合｣)の対極に、人民闘争と民族闘争が展望できます。 

資本主義の世界システムで、中心は金融化で工業的に空洞化し、周辺は開発で工業化し、

格差が拡大し貧困が蓄積しています(その底にさらに自然環境破壊)。米国･西欧･日本では、

格差･貧困に民族･人種問題が加わって、人民闘争が帝国主義を制動する状況が出現してい

ます(バイデン勝利の原動力は人種差別反対闘争)。中国も、いずれ同じでしょう。外では｢一

帯一路｣の新植民地主義が新興資本主義国の反抗に直面し、内では金融化と工業的空洞化

(｢世界の工場｣は南アジアやアフリカに移行)で、格差と貧困が農村から都市に拡大し、民主

主義と民族問題も加わって、人民闘争と民族闘争が拡大するでしょう。 

帝国主義の民族主義と排外主義は、勃興する中国でも、没落する米国･西欧･日本でも、強

力であり、帝国主義を消滅する社会主義革命のためには、人民闘争に対する強力な指導が必

要でしょう。帝国主義の覇権闘争を正しく認識する必要があるでしょう。かつて破綻をもた

らした自主的大衆的な管理･運営の問題(コンミューン･ソヴィエト型国家の民主主義)、新

しく生起した地球環境の問題(自然と人間社会の共生)、この２つを中心に社会主義のルネ
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サンスが必要でしょう。それには中国論が極めて重要でしょう。 (高原・終わ

り)(2020.12.03) 

 

［3］その他 フォーラムの進め方、取り上げてほしいテーマ・講師など 


