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メモ 2021 年 12 月 18 日矢吹フォーラムに向けて 12 月 10 日矢沢国光 

矢吹晋『中国の夢』に対する質問 

■2021 年 11 月 12 日『中国の夢』を読んで その１ 

矢吹様 矢沢です。『中国の夢』第 4 章第 3 節文化大革命再考につき、質問があります。 

●文化大革命について 

 ［１］「…文化大革命は国際情勢面では、ベトナム戦争が拡大して中国を巻き込み、世界

第 3次大戦が勃発する危険性があるとみる毛沢東の焦燥感から発動されたものである。」と

しています。 

 たしかに、毛沢東は、一貫して「鉄砲から政権が生まれる」つまり「帝国主義戦争を革命

に」という（レーニンと同じ）考えであり、中ソ論争の中心も「平和共存」批判でした。 

 しかし、ベトナム戦争については、毛沢東は、ベトナム戦争が米中戦争に発展しないよう

細心の注意を払い、また米中戦争の回避が可能だと考えていたようです。 

 したがって、毛沢東の文革発動は、「ベトナム戦争にともなう第 3次世界大戦の危機」と

言った現実の危機に対する焦燥感というより、「戦争を革命に」という一般的な「革命主義」

とそれに反対するソ連および中国共産党内のソ連派の打倒のために発動したのではないで

しょうか。 

  

 ［２］「…しかしながら…中国から見て差し迫る戦争の危機とは、米中戦争ではなく、中

ソ戦争の危機であった。この認識において、毛沢東、周恩来、および４元帥の認識は一致し

た」とありますが、周恩来と４元帥は、毛沢東の文化大革命＝階級闘争主義＝「世界革命」

主義＝ソ連との闘争、をやめさせるために、「ソ連主敵論」という形でアメリカへの接近－

－「戦争革命主義」と文化大革命の中止－－を提唱したのではないでしょうか。 

 小林弘二『グローバル時代の中国』を読んでそのように考えました。以下、 

同書の読書メモからです。 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 ■小林弘二『グローバル時代の中国』読書メモから 

 ・毛沢東は 劉少奇打倒を 1965.1「23 条」下達のとき決意した（＊エドガー・スノウ

『革命、そして革命…』）。 

スノウによると、 

 毛沢東と劉少奇の対立点は、社会主義教育運動の進め方と対ソ連の対応 毛沢東は、党の

権力、宣伝工作、省その他地方党委員会の権力、北京市党委員会への権限を失っていたが、

林彪国防部長の解放軍だけは毛沢東が握っていた。 

 

（１）1964 の内外政策の転換と文化大革命のソ連要因 

 ・調整政策からの転換 
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 ・1963 毛沢東の反撃は、社会主義教育運動［農村での階級闘争推進］と文芸批判［思想

引き締め］からはじまった。しかし、「実権派」の抵抗で成果挙げず。 

 

 ・1964.5「備戦」――三線建設を提起。「北頂南放」［中国北部では堅守防衛、中国南部で

は敵をおびき入れる］からの転換。 

 

・1964.11 マリノフスキー事件で 毛沢東の疑心暗鬼（中国内部の勢力とソ連が組んで自分

を失脚させようとしている）⇒毛沢東の危機感つのり、北京でのクーデタを怖れ、また文化

大革命の遠因になった。 

 

・1965.2 コスイギンの滞ハノイの最中に北爆。対越支援で中ソの一定の連携ができるも、

毛沢東は中ソ論争の停止を拒否。 

 

・1966.3 ソ連共産党 23 大会の参加問題。毛沢東は拒否、劉少奇は代表団派遣を主張。中国

共産党は（毛沢東の主張が通って）参加拒否を決定。しかし、ベトナムと北朝鮮の共産党は

出席し、中国共産党が孤立。 

 

・北京の軍事支配をめぐる毛沢東と実権派の水面下の動き。 

 

（２）三線建設と毛沢東のコミューン願望 

・毛沢東は、1966 からの第三次 5 カ年計画を、当初の生活重視・農業生産重視から、一気

に三線建設の国防重視に大転換させてしまった。三線建設は、1980 まで続く。 

・初期には米ソの両方に備え、次第に北方のソ連に対する備えになった。 

・三線建設は、巨額の経済損失をもたらした。毛沢東のもたらした大躍進、文化大革命、三

線建設の三大災厄。 

 

・毛沢東は、実際には戦争の危機はないと判断していたが＊、「戦争の危機」を利用して三

線建設を強行した。 

＊トンキン湾事件はあったが毛沢東は「ベトナム戦争の早期拡大はない」。また中ソ論

争はあったが、1965.2 コスイギンに対して「筆墨の争いで人が死ぬことはない」 

 

▲5.7 指示 

・毛沢東の軍事共産主義願望 

「三線建設」構想は、実は一九五八年に毛沢東が人民公社化と一体のものとして推進しよ

うとした経済協作区構想の焼き直しであった。経済協作区構想というのは、全国を七大協作
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区に区分し、各協作区と協作区管轄下の省から県に至る各級が、それぞれ独自に大小の自己

完結な軍事・経済システム(地区単位で独立して存立が可能なような自給自足体制)を築くと

ともに、上級と下級のあいだ、および同級機構相互のあいだで、分業に基づく協力体制を構

築しようという構想であった。以前拙著(『農民革命』第四章「冷戦下の国際人民公社化運

助」)で紹介したので、ここでは部分引用にとどめる。 

(経済協作区構想は)「もとはといえば毛沢東の抗日根拠地体験に由来する。外敵の侵攻に

備えて工業中心地を分散させるとともに、それぞれの地域が独自に敵と戦えるような生産

システム なかでも武器の生産システム――をつくり上げることが、その狙いであった」。し

かも一九五八年当時の毛沢東の脳裏においては、経済協作区構想と人民公社像が混然一体

となっていた。人民公社もまた外敵の侵攻に備える抵抗の砦と考えられていたのである

(348、370 頁)。 

同書で引用した毛沢東発言によれば、「協作区や大きな省では、小銃、機関銃、小口径砲

などの小火器を製造してよい。民兵を武装させ、大社をつくり、工・農・商・学・兵すべて

をひとつに結びつける。戦争をするわけではないので、多くの銃をつくることはムダであろ

う。だが浪費も少しは必要である。全民皆兵は士気と勇気を高めるのに役立つ」(3 頁)。そ

して経済協作区構想こそ一九六四年に登場した「三線建設」構想の原基形態であると、同書

で作者は指摘しておいた。【読書メモここまで】 

 

▲その 1に対する 矢吹氏からの返信 

私は講談社現代新書で『文化大革命』『毛沢東と周恩来』（1989-90）を書き、その 30 年

後に『中国の夢』を書いた。これを書いた当時、今も同じですが、文革を単なる権力闘争と

しか見ない俗論が大多数で、毛沢東の❶文革理念や❷国際的背景を一切無視することが流

行している。そこで、私は両者を強調した次第です。 

 

さて問題は、ソ連主敵か、米国主敵か、です。 

毛沢東は、スタ－リンを猫にたとえ、自分をネズミに例えています。毛沢東からみてコミ

ンテルン帰りの指導者たちは、いつスタ－リンの力を借りて自分を殺すか分からない、と恐

れていた。この中には劉少奇グル－プだけでなく、周恩来も含まれる。要するに対ソ警戒、

ソ連主敵論は、毛沢東の専売特許です。 

これがひとつ。 

 

珍宝島軍事衝突以後、ベトナム戦争北爆のエスカレーションのなかで、林彪でさえも、ソ

連主敵に反対してモンゴルに亡命しようとした。毛のソ連主敵論を受けてキッシンジャー

訪中作戦の具体化を行うのは周恩来です。ここでは毛周一体です。 
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万歳に出ている＜アルジェリア軍事代表団との談話＞では、毛は世界革命のために中国

は世界の兵器工廠になるとアジッています。つまり当時の毛は一方ではソ連主敵とみなが

ら、現実に世界を支配している米帝国主義との闘争を考えていた。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

■2021 年 11 月 14 日 『中国の夢』を読んで その２ 

 「ソ連主敵論は毛沢東の専売特許」。 

 他方で、「米帝国主義との闘争」を東アジア諸国に煽動した。 

 －－これは、毛沢東の文革時代の姿勢をよく表していると思います。 

  

 『中国の夢』第 4 章第 3 節 「文化大革命再考」についての質問です。 

  

 ●毛沢東の革命論の評価 

 矢吹さんは、文化大革命は大惨事となったが、「人類史のユートピア構想（共産主義モデ

ル）、思想史としては､検討に値する」として、高く評価しています。私には、毛沢東の革命

論は、前期・後期と分ければ、後期は観念的［革命戦略ではなく革命思想］で、中国にとっ

て災厄をもたらしただけだと思います。 

  

 毛沢東の前期革命論は、「農民武装闘争による土豪劣紳打倒」「共産党が軍を指導する」「農

村根拠地による都市の包囲」「抗日戦争を遊撃戦・持久戦として戦い、国共内戦に勝つ」と

いった、中国と日中戦争、国共対峙の現状にそくした戦略戦術・革命組織論であったと思い

ます。 

  

 毛沢東の革命論が中国の解放にとって有効であったのはここ［中華人民共和国の成立］ま

でで、その後の数年間の「向ソ一辺倒」時代は、「遅れた中国に資本主義を発展させる」経

済建設を実務派が前面に立って進めた。「社会主義化はそのあとの課題」とされ、毛沢東は

これに不満を抱きつつも、スターリンには従うしかなかった。 

  

 スターリンの死・フルシチョフのスターリン批判によって、毛沢東は反フルシチョフ・反

ソ連に舵を切り、「ソ連が放棄した世界革命を中国が主導する」と決意したのだと思います。

ここから毛沢東の後期革命論が始まった。 

 毛沢東の後期革命論は、マルクスの階級闘争論とレーニンの戦争革命論を下敷きにして

いると思いますが、「社会主義建設」についてはスターリンの経済学教科書の社会主義論に

依拠していた。 

  

 マルクスの階級闘争論の是非については措くとして、戦争革命論は、第二次大戦後の世界
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には該当しない。毛沢東は「第 3次世界大戦」を言い続けていますが、世界認識において非

現実的です。 

米帝国主義の攻撃をどうやって阻止するかは､国家の安全保障論であって、革命論ではな

い。現に、毛沢東も、世界革命を言い続けながら、安全保障のために米帝に接近し、手を組

んだ。 

 毛沢東の後期革命論は、観念的抽象的です。革命戦略というより革命思想です。観念的抽

象的な革命思想がカリスマ独裁と結びついて、過渡期の総路線、大躍進、文化大革命の惨事

を引き起こしたように思います。 

   

 ●毛沢東の「カリスマ独裁」の成立過程 

 文化大革命は、「官僚主義に陥ったスターリン主義の克服を試みた」と矢吹さんは文化大

革命の意義を評価します。 

 たしかに、文化大革命には、毛沢東による大衆動員のほかに、大衆の現体制に対する批判

という要因もあるでしょう。 

 しかし、毛沢東の文革発動のねらいは、劉少奇らソ連派（と思われる）指導者の追放と（社

会主義革命の推進に躊躇・反対する）共産党・政府の官僚組織の打倒を同時に実行すること

で、大衆動員はそのための手段であった。 

 毛沢東が学生・労働者大衆などを煽動し、こうした大衆動員による「革命」を可能にした

毛沢東のカリスマ支配は、どのようにして確立したかは、毛沢東の革命思想を評価する上で

無視できないと思います。 

 毛沢東は、延安整風で、（１）［康生を通してスターリンから学んだ］反対派に対する秘密

警察的粛清と、（２）［これまた康生の関与が大きいと思われる、後の文化大革命時の大衆的

批判・つるし上げ集会の先取りのような］批判・自己批判集会により、共産党における毛沢

東の最終的決定権を認めさせた－－「毛沢東個人独裁」の確立。 

  （これを確認するのが 1945 年の「第一の歴史決義」であった。） 

   

 毛沢東による共産党の指導、その共産党による農民軍（人民解放軍）の指導、その軍によ

る国共内戦の勝利という実績を基礎に、毛沢東は､［康生による］恐怖による個人独裁体制

を共産党内に構築して、カリスマ指導者となった､－－『竜のかぎ爪 康生 上・下』と小

林弘二『グローバル時代の中国』を読んで、そのように考えました。 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■ジョン・バイロン、ロバート・パック『竜のかぎ爪 康生 上・下』 

岩波現代文庫第 8章から 

 一九四〇年には既に、康生は他人の生命に関して多大な影響力を行使していたが、それ以

上を望んでいた。その後数年にわたり、康生はあまりにも容赦なく権力を拡大し、遂には上

から下まで全党員にとって「恐怖のシンボル」となるほどであった。 
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一九三九年、康生は中央社会部内の権力基盤を固め、一九四〇年の前半には、秘密警察の

統率者兼毛沢東側近となり、党の指導者としての地位を大幅に上昇させた。公安や諜報に関

する活動を行い、党学校で講義し、最高幹部会に出席し、毛や江青と親しくつきあい、延安

の共産主義者にスターリンの方法を組織的に適用した。 

「白色テロ｣、長征、日本との戦い、国民党の攻撃に対する恐れ、こういったものが、共

産党の権威主義的な傾向を強めていたが、康生はこれを利用して、秘密警察を何が本当で何

が嘘かを決める最終的な判定者としてしまった。そして一九四〇年代の前半は、これを行う

のにまさしく絶好の機会だった。毛が自分の代理として康生を「整風運動」の監督者に指名

したからである。この思想改造運動は、共産党指導者が様々な形で利用してきた政治的支配

技術の原形となっている。その成功の程度は時代によって異なるが。 

 

 220p 

成員の大半が敵のスパイとして逮捕されてしまった組織もあった。軍事通信学校の約二

百人の生徒のうち、康生は百七十人を逮捕した。整風運動に参加していたある師範学校八十

八人の学生のうち六十二人が監獄にぶちこまれた。他にも、教え子とスタッフのうち七三%

が捕まってしまった師範学校もあった。逮捕の大波は公安組織それ自身までも襲った。地域

の公安活動を行う「延安警衛団」などは、八割から九割がスパイとして逮捕された。そして

二週間のうちに康生は、隴東〔甘粛東部]の二百人にものぼる「スパイ網」を明らかにした。

逮捕者の中には党本部の上級幹部も含まれていたが、その数は少なかった。党書記のうちス

パイとして逮捕されたのは、六十人中十人だけであった。 

【ここまで『竜のかぎ爪 康生 上・下』読書メモから】 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■【小林弘二『グローバル時代の中国』読書メモから】 

（４）新民主主義論をめぐる中ソ両党の軋轢と整風運動提起 

1941 年 1 月 29 日新四軍事件直後の政治局決定：蒋介石の反革命に対して、中国共産党

は革命の道をめざす。①蒋介石は大地主・大資産階級の代表であり、②中共の目標は､国共

合作（民主主義）から政権奪取（革命）へすすむこと。 

 

・毛沢東の革命至上主義への転換［1940 春「新民主主義論」］の背景： 

 ①独ソ不可侵条約 1939 年 8月 23日 ②第二次大戦突入 

 

・新民主主義論に対して、コミンテルンは反対し、（訪ソ中の周恩来に対して）国共修復を

求めた。 

・王明の新民主主義論批判が、毛沢東の王明批判⇒延安整風 

・独ソ開戦で、ソビエトは中共に対して、抗日戦争を強く要請。毛沢東はこれに反発。 

 



 

7 

 

 こうしたソ連・中共の対立が、王明・毛沢東の対立となった。 

 中共の大勢は、毛沢東を支持して王明を批判。王明の敗北。 

 

・整風運動の起点は、1941 年 9月 19 日毛沢東報告「われわれの学習を改善しよう」 

・整風運動の 3 段階： 

ⅰ 1941.5-1942.2 高級幹部の学習段階。 

 

ⅱ 1942.2-1943.10 当初は新党員・新幹部の学習。1943 年 4 月 3 日から幹部審査の段階

に突入。1943 年 7 月 15 日 

「とくに七月一五日に康生が行った報告を契機として展開された「誤ちを犯したものを救

済する運動」(「搶救失足者運動」、搶救運動の名が一般的)では、拷問による自白の強要、

密告、逮捕、投獄、処刑など、あらゆる弾圧手段が行使され、自殺に追い込まれるものも少

なくなかった。陝甘寧辺区の「審幹工作」の拡大によって摘発された特務は一年間に一万五

〇〇〇人にのぼる。運動の全体像については今も伏せられたままであるが、大衆闘争は赤色

テロの様相を呈した。この整風運動が一九五六年の反右派闘争の原型となったと指摘され

ている。 

幹部審査のゆきすぎに対して一九四四年上半期に毛沢東はみずからの責任を認めて三回

の自己批判を行ったとされるが、ゆきすぎを予期して大衆闘争を暫時荒れるにまかせ、しば

らく経ってからそれを是正して形式的に自己批判を行うというのは、毛沢東の常套手段で

あった。これは政権樹立後も繰り返されることになる。」 

  

ⅲ 1943.10-1945.4 高級幹部の再学習と自己批判の段階。王明批判。 

実は毛沢東による整風運動提起の秘められた目的は、党指導部内のスターリン・コミンテル

ン崇拝の風潮を払拭することにあった。 

 

４ 延安における毛沢東の二つの顔 

（１）独裁者毛沢東の誕生と「歴史決義」採択、「毛沢東思想」つくり 

・1943 年 5 月 15 日 ［スターリンが対独戦争を英米の支援を得て闘うために］コミンテ

ルン解散 

 

 その 2ヶ月前 

 

・1943 年 3月 20日 政治局会議＊で 毛沢東への政治権力の集中を決定 

  ＊政治局員の王明、博古が欠席。（重慶にいた）周恩来、彭徳懐も欠席。 

 ①政治局と書記処の主席に。 

②書記処（毛沢東、劉少奇、任弼時）では、毛沢東が最終決定権もつ。 
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③中央宣伝委員会の責任者・毛沢東、中央組織委員会責任者・劉少奇［政治局員から序列

第 2位へ上昇］ 

 

 ・1943.9 の「9 月会議」で、張聞天、博古、周恩来に批判集中。 

 

▲「毛沢東思想」つくり。 

・「歴史決義」毛沢東選集第 3巻 

 ①中国革命は 土地革命を底流とする 農民革命。 

 ②軍による武装闘争、農村根拠地建設から政権獲得へ。 

 ③農村により都市を包囲する 

 

・歴史決義は、故喬木らによる集団執筆。 

・スターリンはこれを認めず 

【ここまで、小林弘二『グローバル時代の中国メモから】  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

▲その 2に対する 矢吹氏からの返信 

私も習近平の登場までは、あなたとほとんど同じような見方でした。毛は人民公社や文化

大革命など無謀な実験をやらずに、49 年以後、静かに消えたならば、ロシア革命のレーニ

ンのように、良い評価だけが残ったであろうに、長生きして老醜をさらした、と。しかしな

がら、習近平が電脳社会主義を提起できた背景には、人民公社から文革への＜理念＞と＜政

治的な失敗があればこそ、なのだと見方を変えました。 

もし、毛の理念がなければ、中ソ対立はなく、ソ連も中国も国家資本主義の官僚国家への

道を歩んだでしょう。トロツキ－の予言のように。毛が＜理念＞を残してくれたおかげで、

現実の社会主義を問う問題意識が残った。これは得難い。人民公社の餓死や文革の犠牲は、

なるほど痛ましい。しかしながら、十字軍の戦争でも、フランス革命でも、一次、二次の大

戦でも多くの人命が失われています。試行錯誤に伴う犠牲を何と比べるか、資本主義は、数

百年かけて、今日のようにスマ－トになった。社会主義も資本主義に真に勝つためには、や

はり一定の時間・期間を要する。 

ソ連の歴史はあまりにも短い。習近平が百年の歴史 1921-2021 を総括して、今後の百年

2021-2121 の、中国的特徴を持つ社会主義を語る、そのタイムスパンに留意しています。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ■2021 年 11 月 16 日 『中国の夢』を読んで その 3 

●電脳社会主義についての質問です。 

 矢吹さんの電脳社会主義論の根拠は、 
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 （１）金税工程（徴税）や街頭のカメラやデジタル財布によって、地方政府や企業活動や

個人の思想行動に関するビッグ・データが逐一国家によって収拾され、AI により分析・監

視される。そうしたシステムが完成しつつある。 

 （２）ロシア革命後、オーストリア学派から、ソ連計画経済は（市場ぬきでは）不可能と

批判された。IT・AI 技術の出現で、市場に代わる経済計算が可能になった。 

 （３）大衆の政府批判（政治主張）が、電子的情報発信・受信システム（SNS）の普及に

よって容易になり、街頭行動が下火になった。国家は SNS を管理操作して、大衆の政治動

向を誘導できる。 

 （３）’劉曉波らの「下からの政治改革」に対する「上からの社会管理」。 

そのためのビッグデータの IT・AI 管理。 

 （４）文革失敗後、鄧小平は改革開放を進め、経済成長を実現したが、同時に「官僚主義

者階級」による腐敗を生みだした。これは「５つのやらない立場」による「社会管理」とセ

ットであった。習近平は、腐敗一掃によって「社会管理」を「治理」に変えた。 

 

 ＊アンソニー・ギデンスに言及しているが、「治理」の具体的意味は不明。 

 

「国家統治」が上から目線であるのに対して、「治理」は、市場による決定と世論監督の

二つの要素を組み合わせて、「市場・国家・世論」の３要素のバランスの中で統治すること

だという。世論監督に IT・AI によるビッグデータ管理を使うから電脳社会主義というのだ

ろうか? 

 （５）一帯一路構想も、輸送ルートを AI 監視する。電脳社会主義が、一帯一路構想を経

由してグローバル経済体制と直轄する。 

 

 ＊貴安地区の巨大アンテナが「世界最大のビッグデータ収集用」というのは間違い。宇

宙観測用の電子望遠鏡だ。 

  

 習近平の中国統治が「電脳社会主義、デジタル・レーニン主義」だと言うことの意味をも

っと明確に示して欲しい。 

 

▲その 3に対する 矢吹氏からの返信 11 月 16 日 

丁寧にまとめてくださってありがとうございました。デジタル・レーニン主義はいま形成

過程にあり、実際にどのようなものになるかは誰にも分からない。今分かっていることは、

21 世紀のデジタル時代の社会主義は 20 世紀の正負の教訓を総括する中から生まれるとい

う予想と、資本主義は結局のところ自己矛盾を克服する能力なしという予想です。 

 



 

10 

 

■その 4 台湾問題 

 矢吹さんの「12.18 報告要旨」では、台湾問題には直接言及しておりません。 

今回の「歴史決義」では、「台湾問題を解決して祖国の完全統一を実現することは、党の

揺るぐことなく完遂すべき歴史的任務であり、すべての中華民族の人々の共通の願いであ

り、中華民族の偉大な復興を実現する上での必然的要請である。」としています。中国の政

策において「台湾統一」は、それほど大きなものではないのかもしれませんが、西側の中国

包囲網では、「台湾防衛」が合い言葉になっています。 

 習近平の台湾政策は、「台湾統一」ではなく、ましてや「台湾の武力解放」ではなく、「台

湾の独立阻止」ではないでしょうか。 

ところが、中国海軍の台湾近海での「上陸演習」は、「台湾独立阻止」の牽制行動でしょ

うが、かえって「中国の台湾武力解放が近い」といった宣伝に口実を与えています。「遅れ

てきた主権国家・中国」は、「自国の安全保障は自国の軍事力増強による」といった 19世紀

～20 世紀の主権国家戦略論に留まっているように見えます。 

 添付の小林弘二著作［矢沢の読書ノート］は、「一国二制度」は、毛沢東時代からあった

が、香港返還で「一国二制度」による台湾統一は不可能になった、としています－－台湾自

体の歴史的変化［党国家体制から議会代議制へ、外来人の国民党政権から民進党・台湾人政

権へ］と中国の党国家体制の持続の対照的な変化－－こうした歴史的変化を踏まえて、次の

ように提案しています。 

  「二一世紀初頭の中国政治の最大の課題は、共産党独裁に終止符を打って代議制民主主

義に転じることと、少数民族問題をも視野に入れて住民の地域自治を基礎に国家の枠組み

自体を問い直すこと(たとえば連邦制)、この二つとなろう。」 

  こうした提案について、矢吹さんは、どう考えますか? 

 

●添付の小林弘二著作［矢沢の読書ノート］ 

小林弘二『ポスト社会主義の中国政治 構造と変容』東信堂 2002 

第七章 香港返還後の｢台湾問題｣と中国ナショナリズムの転機 

一 はじめに 

（１）民族解放ナショナリズムの破綻。 

｢祖国統一｣のナショナリズムが、香港返還で変化した。香港返還は、外国の植民地支配から

の民族解放であったが、李登輝の台湾は｢外来政権｣の国民党ではなく、台湾人が統治してい

る。民族解放ナショナリズムは、台湾住民の反発を招く。 

（２）｢一国二制度｣構想の破綻 

 台湾の民主化にたいして、大陸は依然として共産党独裁。香港はもともと（台湾と異なり）

代議制民主主義は確立しておらず、そのことが香港の引き継ぎを容易にした。香港が｢一国

二制度｣を受け入れても、台湾民衆は、香港モデルに反発する。 
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（３）1990 年代、江沢民は｢富国強兵｣を前面化し、｢新ナショナリズム｣が、社会主義イデ

オロギーや民族解放ナショナリズムに代わるものとして、台頭した。 

 

二 中国ナショナリズムの諸相（毛沢東時代から鄧小兵時代への変化） 

 ＊『現代中国の構造・ナショナリズム』東大出版会 

 ＊小林弘二『20 世紀の農民革命と共産主義運動』1997 

 

 （１）孫文は、｢中華民族｣を「発見」することで、国民国家形成をめざした。 

 

 （２）毛沢東の暴走。毛沢東時代の｢公定ナショナリズム｣は、対内的には共産主義目標の

追求⇒文革の惨事、対外的にはソ連覇権主義との対決⇒戦時動員態勢の常態化･生活基盤の

破壊。 

 

 （３）鄧小平は、改革開放による所得の４倍増、経済建設のための国際平和環境の維持［全

方位外交］ 

 

 （４）江沢民は、天安門事件・ソ連崩壊の危機に対して、愛国主義（反米･反日）と軍拡

で応じた。 

三 香港･台湾政策 

（１）毛沢東時代 

・1945.10 共産党軍は、敢えて香港に侵入せず。理由は、 

①英軍の増強で、苦戦が予想された 

②西側との交易の窓口として残す 

③毛沢東が、ソ連に対抗するために、西側との通路を残した。 

 

・台湾平和解放方式［蒋介石との話し合い］は、毛沢東時代からあった。 

330p 

…台湾平和解放方式の輪郭は、すでに毛沢東時代に形成されていた。一九六三年に周恩来が、

かつての国民党の有力者で大陸にとどまった張治中、傅作儀に台湾の蒋介石に次ぐ有力者

の陳誠宛書簡送付を依頼して、台湾側に伝えた復帰の条件は、「一綱四目」と呼ばれる内容

からなっていた。「一綱」というのは、台湾が祖国に復帰さえすればそれ以外のことはすべ

て蒋介石と陳誠の処理に委ねるというのである。｢四目」とは以下の四項目を意味する。復

帰後は、(i)外交が中央の統一に帰するほかは、軍政大権、人事按排等はすべて委ねる。 (ⅱ)

軍政と建設のための費用の不足分は中央から交付する。(ⅲ)台湾の社会改革は歩をゆるめて

よい。条件が熟したとき、相談してことを進める。(ⅳ)双方が人員を送り込んで相手の団結

を損なうことはしない(特務の撹乱行為等)。なお周恩来が話し合いの相手として期待した陳
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誠は二年後の一九六五年に死去している。 

 

（２）鄧小平時代 

・一国二制度 

331p 

「特別行政区としての台湾は地方政府ではあるが、他の省、市の地方政府や自治区とは異な

り、他のところにはない独自の、ある権力をもつことができます……司法は独立し、最終審

のためにも北京に来るにはおよびません。また、台湾は自己の軍隊をもつことができ、ただ

大陸への脅威となってはならないだけです。大陸は台湾に人を派遣せず、軍隊ばかりか、行

政要員も置かないことにします。台湾の党、政府、軍隊などの系統は台湾が自分で管理する

わけです。なお、中央政府には台湾のためにポストをも残しておきます」。以上の発言に続

いて平和的解決の方式として、「中央と地方の会議などとは言わず、(国共)両党が平等に会

談し、第三次国共合作を実行するよう提案」している。 

 

・訪米を機に、｢台湾解放｣から｢祖国統一｣へ変化した。 

 

▲鄧小平の｢平和統一、一国二制度｣の誤算 

その１ 蒋経国の死。後継者･李登輝の｢一国二制度｣反対・独立志向の強化。 

333p 

蒋経国自身も｢三不主義｣（共産党とは接触しない、妥協しない、交渉しない）を唱えて共産

党の提案を拒否していたが、後継者の李登輝の場合は、就任当初こそ両岸統一に前向きの姿

勢をみせていたものの、みずからの権力基盤が固まり、台湾民衆の支持を確信するようにな

るにつれて、統一に否定的な態度を示すようになった。 

早くも一九九〇年の｢国家統一綱領」において、台湾側が交渉を進める前提として、以下の

三条件を提示した。(i)台湾に対する武力行使の放棄、(ⅱ)台湾を対等な政治実体と認めるこ

と、(ⅲ)台湾が国際的に合理的な生存空間を求めるのを許容すること、という条件である。 

翌一九九一年に国民党は、｢動員戡
かん

乱時期」に終止符を打つとともに、中共を反乱組織とみ

なすことをやめた。国共内戦の時期が終わったことを一方的に宣言した形であるが、台湾に

とってはこれは自立に向けた第一歩であった。 

ついで一九九四年に｢台湾海峡両岸関係説明書」を発表し、前年に中国政府が発表した｢台湾

白書」に反論した。これには次のような論点が含まれている。 

(i)「一国二制度」論を明確に否定。「『二つの制度』は中共支配下の一種の便宜的措置に他な

らず、本質的に一種の主従関係であり、一方が中央を代表しもう一方が地方を代表する。こ

のような枠組みの下では、台湾地区は最終的には民主自由の制度を放棄させられ、完全に中

共の枠組みと制度を受け入れなければならなくなる」。 
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(ⅱ)国共両党の話し合いを通じてという平和統一方式への根本的な疑問を提起。「台湾地区

の民主化の漸次的成熟とともに、民意が政府の大陸政策策定の主要な参考指標となるであ

ろう。 

(ⅲ)台湾を地方政府として扱う｢台湾白書」(「台湾は中国の不可分の一部分であり、中央政

府は北京にある」) への反駆として、「中華民国政府と中共政権という本質的に完全に対等

な政治実体が存在」していることを認めよ、と主張している。 

 

その２ 大陸と台湾の対照的な変化。 

大陸では、天安門事件とソ連･東欧体制の崩壊で、中国の「社会主義体制」の存続の危機の

下、共産党独裁の強化。 

台湾では、［国民党による一党独裁から］民主化と経済成長への変化。 

 

｢一国二制度｣構想の破綻により、鄧小平は、台湾武力統一の準備を進めさせた。 

 ＊許家屯『香港回収工作 下』筑摩 1996  

 ＊沈志華「50年代初美国対台政策…」 

 

（３）江沢民の台湾問題への取り組みと台湾海峡危機 

 

四 1990 年代の｢新ナショナリズム｣台頭 

▲｢新ナショナリズム｣の特徴 

 ①反米･反西欧感情 

＊『ノーと言える中国』 

 ②儒教文化の再評価 

 「かつて儒学を支えてきた地主経済、科挙、官僚国家の三位一体は今はない。儒学が近代

化を妨げることはない。イデオロギーの空白を埋めるために、儒学が必要だ」 

 ③政治的安定重視の漸進改革論 

 民主化よりも経済成長にともなう失業等の解決 

 ④政府統治能力の強化の主張 

 改革開放にともなう地方分権化に対して、「中央の強力なリーダーシップを」。王滬寧［趙

紫陽のブレインから江沢民のブレインに］も。 

 財政面でも中央財政の強化を。 

 

五 中国ナショナリズムの転機 

･香港返還は、対外的自己主張［西側への反発･対立意識］から自己内部の変革への、転機と

なると考えられる。その理由は： 

①共産党支配の正統性の根拠たる「民族解放」が、香港返還によって、終わる。｢台湾問題｣
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は、植民地香港の問題とは異なる［帝国主義支配からの民族解放ではない］。 

②香港の｢一国二制度｣は、［香港の政治制度はもともと民主的な議会制度なく、返還により］

共産党による香港支配となり、台湾への｢一国二制度｣適用の破綻が明らかになる。 

③香港返還は、香港住民の頭越しに、中英政府当局間の話し合いで行われた。台湾は、国民

党政権から民進党政権に移行しており、国民党という交渉相手がない。 

 

▲中共政権に批判的な中国知識人の台湾統一論 

 ・大陸の民主化が先。｢一つの中国｣は、後の世代がきめればよい。 

 ・連邦制。 

 ＊厳家基 

 

・中国もインドも、既存の主権国家概念に当てはまらない。主権国家システムの再考が必要。

EU のように。346p 

 

・改革論者･李慎之の主張： 

民族主義を高唱するよりも、グローバル化に向けて自己変革することが肝心。 

346p 下線は矢沢 

改革論者として高い威信を有する李慎之が、『戦略与管理』誌(二〇〇〇年四月) に論稿を寄

せて、儒家主流文化重視を唱える「新ナショナリズム」論に厳しい批判を浴びせている。李

慎之によれば、中国の文化的伝統は「専制主義」であり、文化的伝統の核心が伝統文化であ

る(伝統文化と文化的伝統を区別することが肝要だとする)。みずからの、体験、建国後右派

分子、さらには反革命分子とさえ呼ばれて打倒された体験をも想起しつつ、中国の文化的伝

統の基底をなす専制主義を彼は糾弾している。 

専制主義の暗黒で最も凶悪な特徴は、「思想統制と愚民政策」である。文化大革命の｢全面専

政」こそその頂点であって、毛沢東は｢私こそマルクス、プラス秦の始皇帝だ」と自称して

いた。 

専政主義は一九世紀以来外国の侵略を蒙って義憤にもえる中国人の民族主義の支持を得や

すい。専政政府はそれを利用して民主化要求を斥け、みずからの統治を強化しようする。中

国人民の愛国か売国かという訴えに対する敏感度は、専政か民主かの訴えに対する敏感度

よりも、一万倍も高い。 

ただし中国の伝統文化は、専政主義というこの有毒な根っこを抜き取りさえすれば、伝統文

化のなかのイデオロギー汚染を受けていない広大な部分は、文化芸術から科学技術にいた

るまで、継承してよいし、継承すべきである。 

中国の専制主義を否定する道はただ一つ、その一つは制度の改革であり、いま一つは啓蒙教

育を進めることである。 
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六 おわりに 

二一世紀初頭の中国政治の最大の課題は、共産党独裁に終止符を打って代議制民主主義に

転じることと、少数民族問題をも視野に入れて住民の地域自治を基礎に国家の枠組み自体

を問い直すこと(たとえば連邦制)、この二つとなろう。 

世界史上例をみない巨大主権国家中国の台頭は、隣国インドともども、二一世紀の世界の命

運を左右することになるだけに、国際社会との共存をめざして改革を急ぐことが肝心であ

ろう。 

世代交替期が迫っているいま、改革の新たな昂揚期が近く出現するのではなかろうか。 

【ここまで 添付文書小林弘二著作［矢沢の読書ノート］】 

 

▲その 4に対する矢吹晋氏からの返信 12 月 16日 

台湾統一は経済的にはすでに実現されている。経済的な基礎がなければ、政治的な独立は

ありえない。 

台湾問題は日清戦争の落とし子です。ここで武力解放はありえない。 

武力解放なしのもとで、米国が安心して挑発できるテーマです。 

小林が言っているのは数十年先の連邦制です。私も米帝国主義の介入が消えた暁には連

邦制を展望しています。 

ただし＜日本帝国主義の落とし子＞を忘れて、＜台湾の民主主義や人権を語る疑似イン

テリ＞、実は＜現代史を忘れた米帝国主義の走狗、走狗を自覚さえ出来ない認知症患者たち

＞と議論するつもりは、一切ない。日本の左翼インテリが近代主義に籠絡された象徴が＜台

湾問題の国民的誤解＞の核心です。 


