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事後報告・12.18矢吹晋フォーラム 
2022.1.2矢沢作成 

■■12 月 18 日矢吹晋フォーラム案内■■ 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●日時 2021 年 12 月 18 日（土）13 時 30 分～17 時［13 時開

場］ 

●会場 本郷会館 

●講師 矢吹晋（横浜市立大学名誉教授） 

●テーマ 「第三の歴史決議に見る習近平政権のめざすもの」 

11月の中国共産党 6中全会で、「第 3の歴史決議」が決定されました。 

毛沢東時代、鄧小平時代をどう総括するかは、現代史を総括する上での最重要課題で

す。 

毛沢東時代の前半――農村根拠地・遊撃戦争、国共内戦の勝利と中華人民共和国の建国

まで――の毛沢東の功績については、「歴史決議」も認めています。毛沢東時代の後半―

―過渡期の総路線、人民公社・大躍進、文化大革命、ソ連主敵論については、フォーラム

参加者のあいだでも意見が分かれると思います。 

鄧小平時代についても、改革開放による経済成長の実績はだれもが大筋では認めるでし

ょうが（もちろん、異論はある）、そのもたらした経済・社会矛盾をどう評価するかに

は、さまざまな視点があります。さらに、政治改革（の挫折、天安門事件）については、

大きく見方が分かれます。 

矢吹晋氏は『中国の夢』の中で、習近平は「電脳社会主義」をめざしている、と書いて

います。矢吹晋氏が、毛沢東時代・鄧小平時代をどのように総括して「電脳社会主義」と

いうのか。期待しています。（世界資本主義フォーラム運営委員・矢沢国光） 

 

■フォーラムの経過 

 コロナによる会場の定員制限で、定員 11 名に参加者を絞った。1 名欠席で 10 名参加の

少人数のフォーラムになった。［会場に着いて初めてわかったが、会場の人数制限は、11

月 30 日をもって終了していた。12 月 1日からは定員通り使用できた。］ 

 久しぶりの対面形式のフォーラム。講師と参加者が、お互いに顔をつき合わせてやりと

りする。ことばだけでは伝わらない、ニュアンスを皮膚感覚で伝え会うのは、オンライン

ではできない対面形式の良さであった。 

 

 まず矢吹晋氏がスライドを用いて、70分ほど話し、15分休憩後、参加者との質疑応答を
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5 時近くまで、2時間近く続け、最後は時間切れで終わった。 

 中身のあるやりとりができた。 

 

■矢吹晋氏の報告 

スライドは資料 1  「第 3の歴史決議」全文は資料 2 

 

Ⅰ.習近平歴史決議の舞台裏を読む――電脳社会主義の青写真 

横浜市大名誉教授 矢吹晋 

新華社通信は＜第三の歴史決議＞について「熱烈な討論が行われた」と伝えたが、これ

は「草案」に対して、異論が続出したことを示唆している、と読めるのではないか。歴史

決議は 2021年 11月 11日6中全会最終日に採決の後、16日公表まで５日間費やしている。

字句の修正箇所が多いことから調整に時間を要したのであろうか。決議の中心を一言でいう

と、習近平を A1.「党中央の核心」的地位および A2.「全党の核心」的地位に位置づけたことが一つ。

筆者はこれを「二つの核心」論と名付けたい。もう一つは「習近平思想」を B.「新時代の、中国的特

徴をもつ社会主義思想」と規定したことだ。A1.「党中央の核心」的地位とは、「集団指導体制からな

る党中央」の核心の意味であり、習近平を核心とした党中央指導部の意である。いわゆる集団指導

体制のもとでの総書記の地位は、政治局会議の司会役、まとめ役にすぎず、採決においては他の

委員同様に投票権一票をもつにすぎない（中共中央軍事委員会における習近平主席の地位は、

法的に別格だ。副主席 2名、委員 4名、都合 7名からなる軍事委員会において、会議招集権およ

び決議案の決定権は、非制服組の習近平軍委主席（党総書記、国家主席）ただ一人にある。他の

制服組６名、すなわち副主席＝許其亮（空軍上将）、副主席＝張又侠（上将）、委員 1＝魏鳳和

（上将、国務委員および国防部部長）,委員 2＝李作成（上将、中央軍事委員会連合参謀部参謀

長）、委員 3＝苗華（海軍上将、中央軍事委員会政治工作部主任）、委員 4＝張昇民上将、中央軍

事委員会紀律検査委書記たちは、決議を執行する役割を担う。この意味で、人民解放軍ほどクー

デタに不向きな軍隊はたぶん存在しない）。しかしながら、「核心に祭り上げる」ことによって習近平

のリーダ－シップは、＜別格として格上げ＞された。次に A2.「全党の核心」的地位とは、党大会の

多数によってさえも、習近平の指導的地位を覆すことはできない、下克上は不可といった意味であ

ろう。この規定は、一見奇妙に見えるが、実は B.の規定を言い換えたものだ。すなわち、習近平思

想＝「新時代の、中国的特色をもつ社会主義思想」であり、これを「全党の指導的地位」におく、こ

とを決議したわけだ。ここで「新時代」とは、＜21 世紀の現代＞の意であることは自明だが、

社会主義を形容した「中国的特色」とは何か。これはいくつかの与件を数えられるであろ

う。まず何よりも❶マルクスは＜先進資本主義国における社会主義革命＞を想定したのに

対して、中国は＜帝国主義に簒奪される半植民地、従属国＞であった。マルクスの想定し

た❷ヨーロッパ＜諸国民国家の人口＞は数千万単位であり、四億五億という規模とはスケ

ールが異なっていた。この 2 点だけを見ても、マルクス主義の直接適用は不可能であり、



3 

 

「マルクス主義の中国化」は不可避であった。歴史決議はまた、「中国各族人民の共通の

願望」として、「中華民族の復興」という課題を掲げている。「中国各族人民」からなる❸

＜「中華民族」というコンセプト＞がいわゆる nation states を構成する nations と著しく

異なる点も明らかだ。ヨーロッパ「近代化」は、ギリシャローマ文化の復興（ルネサンス）

から出発したが、中国の「現代化」もまた❹「中華文化の復興」を目指している。習近平

の＜新時代が 21 世紀を指す＞とすれば、それがデジタル時代であることは明らかだ。そしてデジ

タル時代の社会主義とは、すなわちデジタル・レーニン主義にほかならない。筆者はこれを「電脳

社会主義」と呼ぶよう提案している（矢吹著『中国の夢～電脳社会主義の可能性』花伝社 2018 年）。

決議案にもどると、修正箇所は 547 箇所に上った由だ。全文は約 3 万６０００字だから、

ほとんど各節ごとに修正意見が提起され、これを容れて文言の修正が行われたごとくであ

る。決議の原案に対する主な修正要求は、主として❶改革開放期（鄧小平時代）の功罪評価と、

❷習近平が 2012年に執政を始めて以来の約 9年（習近平時代）の成果をどのように評価するかで

あった、と伝えられる。決議原案では改革開放期の「負の部分」（たとえば腐敗の蔓延や所得格差

の拡大等）を指摘して、習近平による軌道修正を論じていたが、原案に対する批判・反対派は、鄧

小平路線の堅持を訴え、安易な軌道修正に異論を述べた模様である。「熱烈な討論」の末に、

習近平指導部が結局、この草案に対する修正箇所を受け入れたことは、批判・反対派に対する

「妥協」と読むべきであろう。この文脈では、547 箇所の修正は、広義の習近平擁護派と鄧小平擁

護派の妥協（すり合わせ）に時間を要したことを意味していよう。では、今回の決議の特徴は何か。

❶毛沢東の功罪評価には、変わりはない。大躍進から文革に至るまで、基本的に否定している点

では、＜1981 年版歴史決議＞を踏襲したものだ。❷鄧小平、江沢民、胡錦涛、それぞれの時代の

成果については、基本的にこれを肯定して、毛沢東に続く 3 代の指導者のメンツを保った。いいか

えればこれらの時期に権益をえた人々の既得権益には触れないとしている。❸天安門事件に対し

ては、「反革命暴乱」の呼び方（改革積極派はこの文言に強く反発する）を避けて、「風波、動乱」

と呼ぶ呼称を選んだ（後者の呼び方は、毛沢東思想一般と文革期における、いわゆる毛沢

東最新指示等を腑分けし、「功績７分、過ち 3 分」とする文革評価に似て、天安門事件の

「民主化動乱」の二重性に着目している。すなわち民主化要求の正当性、根拠を部分的に

認め、「反革命」と断罪することを避けつつ、単なる「政治的な風波」と矮小化する言い方だ）。こ

うして習近平の功績を語る部分に約 1 万 9 千字（すなわち全体の半分）を当て、毛沢東の

名に 18回言及し、鄧小平 6回、江沢民 1回、胡錦涛 1回、習近平 23回の言及となった。「改革

開放」期に繰り返して強調された「集団指導（集体領導）」の４文字が消えたのは、習近平の強

いリーダ－シップを打ち出すうえで、「集団指導」の縛りが不都合だからであろう。ここ

では集団指導派は習近平リーダ－シップ論に押し切られた。とはいえ、「集団指導」の作風は

中国共産党の政治文化に深く根付いており、その作風が一挙に消えることのないのは明ら

かだろう。他方、「集団指導」の作風とツイになる「個人崇拝」も消えたが、これは、「党中

央の核心」的地位とする新規定を新たな「個人崇拝」として反発する集団指導派の圧力によるも

のであろう。毛沢東に対する個人崇拝が文革期の過ちを修正困難なものとしたところから生まれた
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鄧小平流の集団指導路線からの脱出は認めたが、その行方が毛沢東流の「個人崇拝」に行

き着くことがあってはならないとクギを刺す主張が相殺されたものと読めるであろう。中国共産

党は、建党百年の歴史を誇るが、毛沢東個人崇拝期とこれを批判する鄧小平集団指導体制期が

鮮やかな対照を示す。習近平の「二つの核心」論は、両者の折衷案であり、鄧小平集団指導体制

を与件としつつ、その枠内で習近平のリーダーシップを突出させる試みと筆者は解している。習近

平に毛沢東的カリスマ性のないことは明らかだ。とはいえ、過渡期を繋いだ江沢民や胡錦濤のよう

に、集団指導体制に流されて、リーダーシップ不在に陥ることも避けたい。これが江沢民の執政時

代に途方もない汚職構造を生み出したからだ。しかしながら、習近平はこの汚職構造に果敢に挑

むことによって、汚職にまみれた政敵を打倒するとともに、権力闘争に成功した。その辣腕は端倪

すべからざるものがある。とはいえ、2017 年に第二期習近平政権がスタートした時、彼は新たな冷

たい視線に迎えられた。それは＜5 年後の習近平引退後を見よ＞、という視線にほかならない。鄧

小平期に確立した指導部の＜２期 10 年制論＞によれば、習近平の 2022年引退は既定の事実だ。

習近平が２期 10年の期間に行った粛清は、２０２２年以後の新執行部がすべてこれを覆す。これが

習近平の「虎退治」で追われた旧指導部陣営のカゲの声、合言葉であった。習近平は「虎退治」の

未完成に気づいた。一旦退治された大虎小虎は、5 年後の復活（復辟）を目指して隠密の地下活

動、蠢動を始めている。これに気づいた習近平は早速行動を起こした。まず憲法改正により、＜２

期 10 年という枠組み＞の修正に着手した。この地下潮流を私は幸運にも直接体験した。2018 年

夏筆者は北京人民大学マルクス主義学院のシンポジウムに招かれた際に、習近平の 3期 15年構

想に対する反発の巨大なうねりに接して衝撃を受けた。シンポジウムに参加した中国側参加者数

十名の報告要旨は、いずれも習近平の３文字に誰一人として言及しなかった。報告ペーパーに習

近平の名を書いたのは日本人一人（矢吹）と米国研究者 3 名だけであった（矢吹報告の骨子は、

毛沢東の左傾路線と鄧小平の右傾路線を折衷したところに、中国電脳社会主義の可能性、現実

性ありと分析し、それが習近平路線の内実になろう、とする予想であった）。要するに習近平の＜

2022 年留任拒否ムード＞が、2018 年夏人民大学マルクス主義学院シンポジウムにおける中国党

員知識人たちの思考を覆う反応であった。孤立気味の習近平にとって最も強力な援軍は、トランプ

政権から届いたのは、現代の国際政治ドラマの皮肉な巡り合わせだ。トランプ政権は、次のように、

18 本の大統領命令を下して、中国封じ込め政策、すなわちデカップリング論を一歩一歩推し進め

た。これら（8+7）都合 15 本の大統領命令は、WTO 加盟以後の中国がグローバル経済の一員とし

て活動してきた土台を根底から揺るがす措置であり、中国および世界経済にとって青天の霹靂で

あった。この衝撃を受けた中国共産党の指導部は、習近平のもとに一致団結して、トランプ政権の

圧力に抗する道を選ばざるを得なかった。トランプ政権が打ち込んだクサビは、中国共産党の指導

部の分裂対立を促すどころか、習近平のもとに団結してトランプ政権の圧力に抗する道を選ばせ

た。 2019 年 5 月、筆者は再度招かれて北京五輪の施設として建設された通称＜鳥の巣＞で開

かれた＜アジア文明カーニバル＞なるイベントを参観して、中国 5G の威力を見聞した。これは習

近平のイニシャテイブで開かれた、時代を画するイベントであり、この年 11 月から全国主要都市で

商業サービスが始まる 5G の首都北京におけるお披露目イベントでもあった。 筆者は 1 年前、
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2018年夏に人民大学シンポジウムで見聞した反習近平ムードが一掃されている事実を、半ば予想

しつつも、あらためて強い印象を受けた。習近平任期を＜2期 10年に限らず、5年延長を図る＞こ

とに対する党内知識人たちの強い反発は、トランプ政権の乱暴極まるデカップリング政策のもとで

雲散霧消したように見えた。習近平が自らを突出させ、指導部の固い団結を呼びかけたのは、トラ

ンプ政権の＜強圧政策に抗するための必要悪＞であることを反対派は納得せざるを得なかった。

要するにトランプ政権の中国封じ込め政策こそが習近平への権力集中にとって最大の援軍
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

となっ

た。 

表●中国を標的とした 8カ条のトランプ命令（Executive Orders Directly Targeting China）

と 7カ条の関連命令  

中国を標的とした8カ条❶2017年12月20日、Executive Order 13818、重大な人権侵

害と腐敗に関わった者の個人財産の凍結（Blocking the Property of Persons Involved 

in Serious Human Rights Abuse or Corruption）❷2020年5月28日、Executive Order 

13925、オンライン検閲の防止（Preventing Online Censorship）❸2020年7月14日、

Executive Order 13936、香港の正常化（Hong Kong Normalization）❹2020年8月6

日、Executive Order 13942、TikTok による脅威と情報通信技術の危機および供給

網を語る（Addressing the Threat Posed by TikTok, and Taking Additional Steps to 

Address the National Emergency with Respect to the Information and Communications 

Technology and Services Supply Chain）❺2020年8月6日、Executive Order 13943、

WeChat微信の脅威と情報通信技術の危機および供給網を再度語る（Addressing the 

Threat Posed by WeChat, and Taking Additional Steps to Address the National Emergency 

with Respect to the Information and Communications Technology and Services Supply 

Chain）➏2020年11月12日、Executive Order 13959、共産中国の軍事会社による投

資の安全保障への脅威を語る（Addressing the Threat from Securities Investments that 

Finance Communist Chinese Military Companies）➐2021年1月13日、Executive Order 

13974、トランプ命令13959の修正，共産中国の軍事会社による投資の安全保障へ

の脅威を語るAmending Executive Order 13959 – Addressing the Threat from Securities 

Investments that Finance Communist Chinese Military Companies ❽2021年1月５日、

Executive Order 13971、中国企業の支配するアプリとソフトの脅威を語る

（Addressing the Threat Posed by Applications and Other Software Developed or 

Controlled by Chinese Companies） 

中国を直接標的としてはいないが、標的に中国が含まれる7カ条の命令❶2017年

4月29日、Executive Order 13797、貿易・製造政策室の設置（Establishment of the 

Office of Trade and Manufacturing Policy）❷2017年7月21日、Executive Order 

13806、製造・防衛産業および米国の供給網レジリエンシ-の評価・強化

（Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and 

Supply Chain Resiliency of the United States）❸2019年5月15日、Executive Order 

13873、情報・通信技術および供給網の確保（Securing the Information and 

Communications Technology and Services Supply Chain）❹2020年4月4日、Executive 

Order 13913、米国の通信サ－ビス部門における外国参加の評価委員会の設置

（Establishing the Committee for the Assessment of Foreign Participation in the United 

States Telecommunications Services Sector）❺2020年5月1日、Executive Order 

13920、米国の基幹電力系統の確保（Securing the United States Bulk-Power 

System）➏2020年8月6日、Executive Order 13944、必須薬品・感染症対策・救急

医療は米国産とせよ（Ensuring Essential Medicines, Medical Countermeasures, and  
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Critical Inputs Are Made in the United States）➐2020年9月30日、Executive Order 

13953、必須ミネラルの国内供給網に対する外国の脅威を語る（Addressing the 

Threat to the Domestic Supply Chain from Reliance  on Critical Minerals from Foreign 

Adversaries） 

Source：Timeline of Executive Actions on China (2017–2021) 

 

Ⅱ.電脳社会主義の構成要素としての《ビッグデータ取引所》開設 

さて、任期延長の習近平は、2017 年にサイバー安全法を作り、2020 年 9 月にグローバル安

全イニシャテイブを発表した。王毅（国務委員兼外相）によれば、「他国の重要インフラを破壊し

たり、重要データの窃取に反対する」よう呼びかけたものだ。2021 年 11 月には個人情報保護

法を施行した。中国流の個人情報保護については、欧州連合（EU）の一般データ保護規則

（GDPR）の規定を大いに参照していることが読み取れる。2021年 6月にはデータ安全法も公布

した。こうして 2017年 6月に公布された❶「インターネット安全法」および❷2021年 9月のデー

タ安全法、❸2021 年 11 月の個人情報保護法により、データ規制の枠組みが整った。これらの

法律は、海外へのデータ持ち出しを厳しく制限する点に特徴があるが、むろん折からの米中衝

突がその背景にあることは、いうまでもない。2021 年 11 月 30 日、中国当局は「ビッグデータ産

業 5 カ年計画」を発表し、工業情報化省が地方政府に通知した。これによると、2020 年現在 1

兆元規模に育ったビッグデータ産業を、２０２５年までに年率25％の速度で発展させる目標を掲

げている。この新たなデータ 5 カ年計画においても、外国の制裁の影響を受けないビッグデー

タ産業体系の構築を目標に盛り込んでいる。中国は米中覇権争いの核心の一つが「データ主

権」にあることを熟知しており、一連の法整備を進めているが、国内的にはアリババ集団やテン

セントのような中国 IT の有力企業への規制も強化している。これは共同富裕論を意識した課税

強化策でもあるとともに、これらの企業のもつビッグデータの外国流出防止も視野に入れている。

この文脈で注目されるのは、配車アプリの大手、滴滴出行（デイデイ）に対するニューヨーク取

引所の上場停止措置であろう。滴滴については、2021年 7 月末にも米紙 WSJが「株式の非公

開化」を検討中と報じたが、有力 IT企業のニューヨーク上場停止は、IT覇権争奪戦がより一歩

進んだことを意味している。 

表● 中国のインターネット管理の歩み 

 法規制や通知等の名称 

2017 年 6 月 1 日 ★「中国サイバー安全法」（基本法）の制定 

2017 年 6 月 9 日 「ネットワーク重要インフラ設備及びネットワーク安全専用製品目録 (第 1 回)」を公表 

2017 年 6 月 27 日 「国家ネットワーク安全・危機管理計画」通知を発表 

2018 年 3 月 23 日 「情報安全技術・ネットワーク安全保護＜等級評価ガイドライン＞ (意見募集橋)」公布 

2018 年 6 月 27 日 「ネットワーク安全等級保護条例 (意見募集)」を公布 

2018 年 11 月 1 日 「公安機関インターネット安全監督検査規定」 を施行 

2019 年 5 月 24 日 「ネット安全審査弁法(意見募集橋)」公布 

2019 年 5 月 28 日 「データ安全管理弁法(意見募集稿)」 公布 

2019 年 5 月 31 日 「児童個人情報ネットワーク保護規定(意見募集橋)｣公布 
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 法規制や通知等の名称 

2019 年 6 月 25 日 「個人情報の越境移転安全評価弁法(意見募集)」を公布 

2021 年 9 月 1 日 ★「データ安全法」を施行 

2021 年 11 月 1 日 ★「個人情報保護法」を施行 

2021 年 11 月 30 日 「ビッグデータ産業 5カ年計画」発表 

 

 次に後者、資本主義の病について。 

20世紀末に独り勝ちに酔った米国資本主義の夢は短いものに終わった。ヘッジファンドの暴

走は、ソ連という歯止めを失って暴走し、21 世紀初頭の 2008 年 9 月、リーマン危機として爆発

した。この恐慌は 1929年の世界恐慌に匹敵すると巷間騒がれた。中国のトップエコノミスト劉鶴

（習近平の中学級友で最も信頼するエコノミスト）は、早速中国有数のエコノミストを結集して『两

次全球大危机的比较研究』（孫冶方経済学賞受賞、人民出版社 2012 年）という本を書いて、

資本主義の死に至る病を分析した。 
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（解説）この表は世界恐慌の前夜（1919～1929）と今回のリーマン恐慌（1980～2007）の前夜を比較した

もの。 

二つの時期は産業構造も、それらを支える技術条件も大きく異なるが、資本主義に特有の恐慌というメ

カニズムは共通している。 

リーマン恐慌の意味するものは何か。資本主義が恐慌を克服できないこと、そして恐慌脱出

後の階級格差の途方もない拡大等である。後者はピケティらの分析（下図）に詳しい。 

 
（解説）このグラフは世界恐慌とリーマン恐慌において、最も豊かな1％層の所得が国民所得全体に占め

る比率をピケティらの計算に基づいて示したものである。1920年代の世界恐慌においては23.9％を占め

たが、21世紀初頭のリーマン恐慌では、23.5％となり、ほぼ同じ水準であった。 

 

筆者がここで着目しているのは、ソ連圏の存在が暴走する資本主義に対して、事実上の歯止

め役を果たしてきたことだ。遺憾ながら、この重要な事実を人々が気づいたのは、ソ連解体以後

だ（むろん劉鶴らの分析においては、世界恐慌以後、労働者階級への社会福祉政策が充実され

たことへの言及がある）。ヘッジファンドの暴走を抑制するメカニズムが欠如することを、人々はリ

ーマン恐慌回復後の所得格差の途方もない拡大によって「後知恵」として、ようやく認識した。や

はり資本主義の病は、死に至るまで治せないのか。 

社会主義市場経済から電脳社会主義への道 

毛沢東の後継者鄧小平は、ソ連解体の内実および米国を先頭とする資本主義諸国の病を

直視しつつ、社会主義市場経済の道を選択した。彼が先ず取り組んだのは、人民公社の解体

によって農民の生産意欲を引き出し、農村市場を野菜や魚・肉で溢れさせる自由化である。次

いで、農村の郷鎮企業を奨励し、生活用品を大量に供給した。国有企業に対しても、民需を満

たすような生産シフトを促した。これは国内向けの資源再配分措置だが、同時に経済特区を設

けて外資導入、技術導入、そして経営ノウハウの導入を奨励した。このような一連の鄧小平改

革により、貧困の悪平等と揶揄された中国経済は活性化に転じた。鄧小平がこのような経済政

策の転換を断行できたのは、一方では日本の高度成長やこれを追うアジア四小竜（韓国・台
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湾・香港・シンガポ－ル）の成功を直視しつつ、片目で、ソ連経済の停滞を分析したからと思わ

れる。肝心なことは、旧ソ連システムを学び、これを克服しようと試みた毛沢東の失敗を直視し

つつ、合わせて旧ソ連解体の教訓を＜反面教師として学ぶスタンス＞を堅持したことであろう。

白猫黒猫論で知られる実務家鄧小平は、大衆の消費財需要を満たすことに最も意を用いて、

それに成功したわけだ。大衆の支持を得られるかぎり、共産党丸という船が人民の大海で覆さ

れることはない。鄧小平は、自らの政策のポイントを次の通り、三つの語録で語った。それは＜

先富論＞として広く知られている。彼は＜先富論＞を語りながら、同時に＜共同富裕＞を語る

ことを忘れなかった。習近平が 2021年夏に＜共同富裕＞に言及した時、西側では毛沢東路線

への回帰か、と大騒ぎした。なるほど毛沢東の平等主義は＜共同富裕＞を理想としたが、＜共

同富裕＞は同時に＜先富論＞のツイであり、鄧小平は、毛沢東路線を大転換したが、共同富
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

裕の理想を放棄することはなか
、、、、、、、、、、、、、、

ったのだ。
、、、、、
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極度に少ないコロナ死者数が示す電脳社会の合理性 

ズバリ一例を挙げよう。人口百万当たりのコロナ死者は、米国 2363 人、日本 145 人に

対して、中国は 3.2 人にすぎない。米国、日本の死者は、それぞれ中国の 738 倍、45倍

だ（札幌医大コロナ統計 12月 1日現在）。 

表●人口百万当たりの G セブンコロナ死者数を中国と比較する

と 

（2021 年 12 月 1 日現在）（右欄は、中国を 1 とする倍数） 

米国 2363 738 
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イタリア 2215 692 

英国 2145 670 

フランス 1842 576 

ドイツ 1220 381 

カナダ 789 247 

世界 670 209 

日本 145 45 

中国 3.2 1 

資料 札幌医大ホームページ  

人口あたりの新型コロナウイルス死者数の推移【世界・国別】 

(sapmed.ac.jp) 

  

 

＜中国電脳社会主義＞の優位性は、コロナ対策に関するかぎり、一目瞭然であろう。

コロナ禍に直面して Gセブン諸国（旧植民地に支えられ、現在は移民労働者に支えら

れる帝国主義諸国）は、日本を含めて、異口同音に中国の権威主義体制を批判して、G

セブン諸国こそが＜人権を守り、民主主義に依拠しつつ、コロナ対策を進めている＞と

繰り返した。日本政府は＜価値観を共有する Gセブン諸国と共に歩む＞と繰り返し

た。しかしながら、彼らの説く＜人権＞や＜民主主義＞は、コロナ死亡率とどう関わる

のか。中国と比べて 2桁も多い死者を数えている国に他国の人権状況や政治制度を批判

する資格はあるのか。米国や英仏等旧帝国主義諸国でなぜ人口比死亡率が高いのか。最

大の要因は、旧植民地から宗主国へ移民労働者として渡った人々の劣悪な、人権無視の

https://web.sapmed.ac.jp/canmol/coronavirus/death?s=y&f=y&n=j&c=1&p=1
https://web.sapmed.ac.jp/canmol/coronavirus/death?s=y&f=y&n=j&c=1&p=1
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生活条件であろう。彼らは罹患しても病院に行き、治療費を払うことができない。それ

どころか罹患のままで 3K 職場へ働きに行き、コロナウイルスを拡散している。米国の

黒人等の非白人市民が治療費を払えない現実は、即所得階級、経済格差の問題であり、

福祉国家の矛盾をコロナ禍が暴露したと読むことができよう。第 2次世界大戦後声高に

語られてきた福利国家、福祉政策の恩恵は旧植民地から出稼ぎにやってきた＜2 級市民

＞には届いていない。この現実をコロナウイルスが暴いた形である。福祉政策はなるほ

ど存在している。問題はその政策のカバー範囲が白人社会に限られている現実だ。コロ

ナウイルスは忖度せずに、その虚飾をはぎ取ったのだ。コロナ死亡率の著しい格差の意

味するものを今こそ、事実に即して再考すべきだ。中国で行われているゼロ・ウイルス

作戦が妥当な戦略か否かについては、筆者は異なる見解をもつが、それはさておき、中

国における対策の有効性は、単にコロナ対策にとどまらないはずだ。ウイルスの流行を

オンタイムで把握して、必要な対策をオンタイムで行う試みに成功したことは、中国全

社会のガバナンスにおいて、ビッグデータの活用が正しく行われて始めたことを示唆す

る。これは単なる＜上からの管理＞ではない。それぞれの地域・職場の実態を当該地の

人々が正しく認識して行動した総体としての成功、すなわち＜ガバナンスの成功＞だ。

これを単なる監視社会、強権支配と矮小化すべきではない。人々がそれぞれの情況を的

確に理解した上で生まれた、的確な情報に支えられた行動を根拠としており、電脳社会

主義の一側面を鮮やかに示したものと筆者は解する。コロナ対策の成功体験が中国社会

全般に及ぶこと――これが電脳社会主義にほかならない。むろん電脳社会主義の全体図

はまだ見えていない。しかしながら、コロナ対策における中国の成功は、このシステム

を全社会のあらゆる分野に応用する可能性を示唆していることは疑いない。電脳社会主

義の可能性は、コロナ対策を通じて大きく前進した。最後に上海で 2021 年 11 月に発

足した＜上海データ取引所＞に触れて結びとしたい。発足時に第 1陣として上場された

のは、次の表の 20 データ商品である。これらの＜データ商品＞がどのような商品かを

知るには、売り手の会社名（あるいは親会社）を見ると推測できる。 
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たとえば、＜中移洞察 10003689＞は、チヤイナモバイルのデータだ。＜京東城市数

鏡 90005209＞は、販売・配送業者のデータだから、物流データだ。こうして上海は今

や世界で最も進化した＜スマート都市作り＞に邁進している。こうしてデジタル時代の

電脳社会主義は、一歩一歩現実の中国社会を変革しつつある。これは旧ソ連解体を反面
、、、、、、、、

教師として、現代の資本主義経済の根本的矛盾を止揚する新たな経済システムの誕生
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

を

告げている。（2021.12.10 未定稿、引用不可） 
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■講師（矢吹晋）の補足 電脳社会主義の可能性について 

ビッグデータ市場が電脳社会主義を導く 

資本主義経済は様々の商品を市場・取引所で取引するメカニズムからなっている。それ

らの商品は穀物や原油をはじめとして、各種各様の商品からなる。これらの商品のなかに

は、商品情報も一部含まれるが、いわゆるビッグデータは含まれていない。2015 年 4 月全

国初のビッグデータ取引所たる＜貴陽ビッグデータ取引所＞が生まれ、武漢、ハルビン、

江蘇、西安、広州、青島、上海、浙江、瀋陽、安徽、成都などに相次いで取引所が生まれ

た。2020年 11月現在、取引所は 20を超えて各地方政府や国家信息中心と協調して、＜亜

信数拠＞、＜九次方大数拠＞、＜数海科技＞、＜中潤普達＞などのビッグデータサービス

企業にデータを供給している。ちなみに 2021 年 11 月、上海で開設された＜上海数拠交易

所（データ取引所）＞には、第一陣として次の表のごとく 20商品が上場された。 
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上場データを提供する企業は、新中国移動通信 China Mobile, 新中国聯合通信 China 

Unicom, 新中国電信 China Telecom,の移動通信 3社のほか、東方航空、遠洋海運、高徳ソ

フト（ハイウェイおよび地図情報）、通販デリバリー各社の情報部門など現代社会から生

まれ、それを導くさまざまのビッグデータを集める関連企業群である。これら企業の一部

は、物流企業あるいは通信販売企業として本体業務の業績評価を問う市場にすでに上場さ

れている企業もある。しかしながら、今回、ビッグデータ自体を本体業務部門から切り離

して上場することには、新たな意味があるとみてよい。 ビッグデータ自体は単なる数字の

羅列に過ぎないが、データサイエンスの手法により加工することによって、複雑な人々の

経済・社会行動を把握するための有力な指針を様々なレベルで与えることになる。たとえ

ば売れ筋商品の情報が販売促進や新製品開発のために役立つことは言を俟たないし、人々

の交通や物流の情報が快適な都市生活や安全性を支えることも容易に理解できよう。とり

わけいま話題の EV カーの自動運転を協力に支えることによって、その有用性が実証され

よう。これらの情報が市場を通じて適正な価格付けが行われ、より有用な情報がより安価

な価格で売買されることによって、人々がそれらの情報の選択肢をえられることは、何を

意味するであろうか。ジョージ・オーウェルが『1984 年』で戯画化した監視社会がわれわ

れの先入観となって久しいが、その暗黒未来社会とビッグデータを活用して成立する電脳

社会は、似て非なることがやがて明らかになるであろう。 

最大の違いは、オーウェルの想定と異なり、ビッグデータを扱うのが＜ビッグブラザー

（スターリンの暗喩）＞とは限らないことだ。さまざまの分野のビッグデータは、巧みな

データ処理により、有用なデータとすべく解析される。それらのデータ解析を担当するの

は、やはりそれぞれの分野の専門家の分業と協業に依存せざるを得ない。これらの専門家

が誰のためにどのような分析を行うのか。＜最大多数の最大幸福のために＞といった目標

あるいは理想がデータ解析の導きとならざるを得ない。ここからデータサイエンティスト

たちの試行錯誤が始まる。＜ビッグブラザーによる大衆管理
、、、、、、、、、、、、、、

のためのデータ解析か＞、そ

れとも＜最大多数の最大幸福を目指す
、、、、、、、、、、、、、

データ解析か＞、その選択はたえず問われることに

なり、その度に誰のために、何を解析するか、それが争点となろう。その場合に、ビッグ
、、、

データ取引所が軍配を下す
、、、、、、、、、、、、

ことになろう。すなわち、ビッグデータの扱いを決めるのは取
、、、、、、、、、、、、、、、、

引所
、、

であって、単一のビッグブラザーではありえない。この文脈でビッグデータを市場の

取引に委ねるメカニズムは、＜超資本主義的経済システム
、、、、、、、、、、、、

＞である。このシステムは米国

資本主義をはじめすべての先進資本主義諸国に欠けている。中国がこのシステムの導入に

踏み切ったことは、習近平指導部が＜情報を含めてあらゆる商品の取引を市場メカニズム

に委ねる＞決意を固めたことを意味しており、そのような経済行動を踏まえた国家・社会

を目指してスタートしたことを意味している。これはもはや、旧来の管理社会ではないし、

いわんや監視社会ではない。電脳を駆使したガバナンス（社会統治）社会であり、まさに

電脳社会の誕生を意味している。電脳社会主義の可能性は大きい。 
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****** 

ビッグデータ市場のイメージを描くには、取引所開設の意味を解説した田杰棠（国務院

発展研究中心創新発展部副部長、研究員）の論文が参考になる。これはテンセント研究院

とテンセント・クラウドが共編した《デジタル経済の道・ガソリン・車》シリーズに寄せ

た＜データ取引、データ権、データ要素市場の育成＞の要旨である。1 田杰棠曰く、ビッ

グデータは、新たな生産要素であり、デジタル経済を駆動する＜石油＞だ。2015 年 4 月全

国初のビッグデータ取引所たる＜貴陽ビッグデータ取引所＞が生まれ、武漢、ハルビン、

江蘇、西安、広州、青島、上海、浙江、瀋陽、安徽、成都などに相次いで取引所が生まれ

た。2020年 11月現在、取引所は 20を超えて各地方政府や国家信息中心と協調して、＜亜

信数拠＞、＜九次方大数拠＞、＜数海科技＞、＜中潤普達＞などのビッグデータサービス

企業にデータを供給している。貴陽大数拠交易所の場合、一連の取引規則
2
を設けた。2 種

の数拠取引モデルが行われている。一つは伝統的な商品市場に似て、 “データ集市”と呼ば

れる。ここでは＜加工の粗いデータ＞が取引されている。二つは＜付加価値つきデータ＞

だ。「生データを加工して」需要者に提供する。大部分の取引所で後者＜付加価値つきデ

ータ＞が行われている。データ取引には二つの问题がある。一つは、個人情報の保護だ。

二つは、ビッグデータ自体が均質でなく、価値密度が低いことだ。このため、需要・供給

間の共通認識が得られず価格形成が難しい。付加価値つきデータは、第一、ユーザーに代

わってデータ加工を行っているので、ユーザーは時間とコストを節約できる。第二、付加

価値つきデータはデータの合法性を高めているので、ユーザーの法的リスクが減少する。 

田杰棠曰く、データ権の難点とトラブル＝ビッグデータ権の境界画定は難しい。第一、

データ権の主体には自然人・政府・企業が含まれる。個人数拠にはプライバシー権（隐私

権）がある。個人の人格権・财产権を保護しなければならない。政府数拠は、公共资源で

あり、公衆には知る権利・訪問権・使用権がある。商業データには企業の知財権・企業秘

密・市場競争における合法的権益がある。個人データには明確な法概念があり、明確な規

範体系がある。政府データも重要な権利の客体だ。これらに対して、＜商業データ＞は未

だ厳密な法概念が成立していない。第二、データが生成するチェーンには、多くの参与者

があり、各参与者間の境界画定は難しい。第三、データと伝統的なモノとは、性質が異な

る。データ権とはデータの全生命周期中における異なる支配主体のもつ権利だ、権利主体

はより多くの義務と责任を持つ。 

データ知財のトラブルは、経済学の原則に照らして境界を画定せよ。データ知財はプライ

バシー保護を前提に、これを商品化する企業が負うべきだ。もう一つの意見はプライバシ

 

1 （原タイトル＝数拠交易、数拠権利与数拠要素市場培育）（田杰棠 2020-11-26）（原書名＝数

字经济“路油车”）双書 

2 《数拠确権暂行管理办法》《数拠交易结算制度》《数拠源管理办法》《数拠交易资格审核办

法》《数拠交易规范》《数拠应用管理办法》など 
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ー権を含めない＜原始データ＞に知財権を認める考え方だ。経済学的角度からみると、コ

ースの定理注3に従い、データのコストが高くなりすぎないことが肝要だ。ただし法学的角

度からみると、個人の財産権保護は、＜社会公平の道理＞に基づくべきだ。データ権の争

いの核心は＜コスト主義か財産権擁護か＞にある。取引規則を明確にして、データの要素

市場を発展させよう。❶取引されるデータの範囲を明確にして、データ資源の供給を増や

す。中国は欧美の経験に学び、 “合法的非個人データ”を供給源とする。“非個人データ”に

は＜組織・モノ・事件のデータ＞および個人を特定できぬ＜復元不能なデータ＞を含む。

❷取引規則の明確化には、市場主体に対して“規則に依拠した取引”を許すのがよい。❸取

引監督機関がデータ市場の“秩序ある取引”を監督する。❹データサービス型の新業種を育

成し、データ市場を发展させる。 

テンセント研究院とテンセント・クラウドが共編した《デジタル経済の道・ガソリン・

車（原書名＝数字经济“路・油・车”）双書》シリーズについて、田杰棠曰く、これはデー

タサービスの“ハイウェイ”であり、データは“新石油”に例えることができる、産業インタ

ーネットは“コネクテド・カー”を結び、デジタル未来社会の青写真になろう。さてデジタ

ル経済のガソリンを提供する企業を一瞥すると、＜中移洞察10003689＞は、チヤイナモバ

イルのデータだ。＜京東城市数鏡90005209＞は、販売・配送業者のデータだから、物流デ

ータだ。こうして上海は今や世界で最も進化した＜スマート都市作り＞に邁進している。

このデジタル時代の電脳社会主義は、一歩一歩現実の中国社会を変革し始めた。これは旧
、

ソ連解体を反面教師として、現代の資本主義経済の根本的矛盾を止揚する新たな経済シス
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

テムの誕生
、、、、、

を告げている。 

******* 

陳永偉（北京大学市場・ネットワーク経済研究センター）の＜データ市場建設のいくつかの問題 ＞

4を読んで見よう。 

ビッグデータの＜ 産権＞と＜価格＞について 

＜ 産権＞と＜価格＞をめぐる諸問題は、20 世紀 80 年代当時の経済改革に似ている。当

時、経済改革の主要目標は計画経済から市場経済に転換することであり、二つの任務があ

った。一つは産権制度の確立、二つは価格メカニズムの形成である。それなしには資源の

有効配置が不可能であった。 そこで産権改革の先行か、価格改革の先行か、それとも同時

平行かをめぐって論争が行われた。ビッグデータの市場開設においても、解決すべき核心

 
3 コースの定理 Coase theorem 資源配分は、法的権利や法的義務などに関係なく、すべての状況で同じ配分であり続

けるとする定理のこと。ノーベル経済学賞を受賞した Ronald H. Coase により発見された。この定理は、取引費用が存

在しない前提で成立するものであり、取引費用が存在すると、資源配分はすべての状況で同じ配分でなくなる。 

4 陳永偉論文＜关于数据市场建设的几个问题 ＞陈永伟北京大学市场与网络经济研究中心研究

员，主任助理。2021-4-23陈永伟化解六对矛盾-平台经济才能更健康 

https://www.weblio.jp/content/%E8%B3%87%E6%BA%90%E9%85%8D%E5%88%86
https://www.weblio.jp/content/%E6%B3%95%E7%9A%84
https://www.weblio.jp/content/%E6%A8%A9%E5%88%A9
https://www.weblio.jp/content/%E6%B3%95%E7%9A%84
https://www.weblio.jp/content/%E7%BE%A9%E5%8B%99
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE
https://www.weblio.jp/content/%E7%8A%B6%E6%B3%81
https://www.weblio.jp/content/%E9%85%8D%E5%88%86
https://www.weblio.jp/content/%E7%B6%9A%E3%81%91
https://www.weblio.jp/content/%E7%B6%9A%E3%81%91
https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9A%E7%90%86
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6%E8%B3%9E
https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%97%E8%B3%9E
https://www.weblio.jp/content/Ronald
https://www.weblio.jp/content/H.
https://www.weblio.jp/content/Coase
https://www.weblio.jp/content/%E7%99%BA%E8%A6%8B
https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%96%E5%BC%95%E8%B2%BB%E7%94%A8
https://www.weblio.jp/content/%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84
https://www.weblio.jp/content/%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84
https://www.weblio.jp/content/%E5%89%8D%E6%8F%90
https://www.weblio.jp/content/%E6%88%90%E7%AB%8B
https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%96%E5%BC%95%E8%B2%BB%E7%94%A8
https://www.weblio.jp/content/%E5%AD%98%E5%9C%A8
https://www.weblio.jp/content/%E8%B3%87%E6%BA%90%E9%85%8D%E5%88%86
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE
https://www.weblio.jp/content/%E7%8A%B6%E6%B3%81
https://www.weblio.jp/content/%E9%85%8D%E5%88%86
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は、この二つである。データの産権には所有・使用・收益受け取りの権力が含まれる。こ

れは法学的語彙に見えて、実は経済学的概念なのだ。これは社会的に執行する（socially 

enforced）権力にほかならない。他方、使用の角度から見ると、データには＜産権を明確

にしにくい属性＞がある。たとえば、❶データの非排他性である、ある人が一連のデータ

を使用する場合、他人が同じデータを使用することを妨げない。❷もっと面倒なのは、デ

ータの復制性である。＜データ取引後の再取引＞、あるいは＜第三者の使用がもたらす帰

結＞を見極めなければならない。 データの価格付け問題もある。データの価値は、それか

ら得られる情報に依存する。1 メガバイトの高質データから 1 テラバイトの低質データよ

り多くの情報が得られる場合がある。これは金鉱石に似て、含金量によって、黄金の産出

は異なる。さらにデータの開発と利用能力にも依存する。典型例は、ケンブリッジ分析公

司がFacebookのデータを分析して、その結果が選挙に影響を与えた事実だ。データの転売

を経て Facebook は、もはやデータを管理出来ない。そこで Facebook は免责を主張したが、

社会世論は代価を要求する。 データの非排他性と複製性という条件のもとで、取引リスク

の客観評価は難しい。これが＜統一データ市場＞経営の最大の壁である。 現時点で主流の

観点は、 ❶産権から突破口を開き、データの＜権・責・利＞問題を明らかにし、次いで価

格形成メカニズム問題に取り組む考え方だ。しかしながら、データの産権問題は、難しい。 

データには、多重属性がある。一方では、財産権の範疇に属する。他方、データは人々の

活動情報でもあり、人の要素を考慮する必要がある。データの源泉と保有から見ると、一

部のデータは政府采集・保有で、明確な法的基礎を持つ。他方、一部のデータは私人によ

る採集・使用であり、関連法や制度を欠いているため、権責の画定が難しく、争いがある。

データの使用から見ると、一部のデータは使用範囲が狭く、特殊性を持つ。一部のデータ

は使用範囲が広く、公共性を持つ。 一方ではデータの異なる特徴に応じて分類し、管理す

る必要があるが、他方では産権中の一部の権利を先行して独立させ、関連規定を定め、類

别管理を行うのがよい。たとえば土地公有制の前提のもとで、どのように土地を流通させ

るか、理論上は難しいが、実践的には所有権争いを棚上げして、使用権を扱えばよい。 

データに関わる各種権利の中で、その価値と最も密切なのは使用権である。データの所

有権を棚上げし、その使用権を明確にして、市場取引を行えばよい。 いま安全計算、联邦

学習等の新技術を用いてオリジナル・データを直接得ることなしに＜フェデレイテド・ラ

ーニング（联邦学習）＞を行う方法が開発されている。これによって、データの所有権や

プライバシー問題を暫時棚上げできる。＜安全計算、联邦学習＞等の新技術は、データ取

引過程の標準化にも役立つ。この文脈では市場の発展こそが第一の推進力だと見做すこと

ができる。現在、データ取引のプラットフォームが成功しているとはいいがたい。取引実

績が少ないので、人々はプラットフォームを通じた取引を望まない。 その壁を突破するに

は、❶政府は手中のデータを開放し、市場取引を促すべきだ。たとえば犯罪記録は公安系

統にある。企業側はこの種のデータ調査のために相応の対価を払う用意がある。❷ただし

政府のデータ開放は多くの問題に波及する。たとえば政府データは多部門に分散している
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うえ、多くの部門は開放に対するインセンテイブがない。私がかつて某地方政府で調査し

た体験では、地方のナンバーワンの指導者が調整を買って出たが、やはりいくつかの部門

はデータ提供を拒否した。❸政府データを上場して取引を行う場合、その取引価格も問題

になる。需給で調整するとしても、価格付けを行う原則が必要だ（価格設定においては、

コスト補償を重要原則とすべきた。データの搜集と管理に要する人力・物力から総コスト

を計算し、市場の需求・使用回数等から相応の価格を計算できよう）。政府はデータ取引

によって相応の收入を得るが、データを提供する部門は相応の收益を得られるだろうか？

❹一部の機密データや重要情報が出たことに伴うリスクは、誰が责任を負うのか。実際に

は、これはとても複雑だ。データの補完性からして单一の部門だけがデータ漏洩を防ぐこ

とは難しい。地方政府は提供できるデータリストを作成して、リスク免责条項とするのが

よい。これによって重要情報の漏洩リスクを減らす。❺若干の国有データ公司を作り、デ

ータ取引の責任を負わせるのも一案だ。 まず政府データ開放リストを統一する必要がある。

データ整理と保存標準も統一すべきだ。データ使用の標準も統一する必要がある。データ

の＜収集主体＞は、地域化を原則とするが、潜在的使用ニーズは全国的なものだ。データ

市場の建設は、＜下から上へのアプローチ＞が相応しい。 

 

国務院発展研究中心は中国経済の市場経済化へのアドバイスを提起し続けてきたシク

タンクとして、著名だ。陳永偉の所属する北京大学市場・ネットワーク経済研究センタ

ー（网络经济研究中心）は 2000年 2月に発足した。中国初のインターネットおよび E

コマースを研究する組織だ。両者ともに電脳社会主義を導く智嚢団の核心になるのでは

ないか。（2021.12.31） 

 

 

■司会者（矢沢国光）の感想 

（１）「習近平独裁」論を払拭 

マスコミでは 3 期目をめざす習近平について、「習近平の独裁体制」なる見方が、「毛沢

東独裁体制」とだぶって横行している。矢吹氏はこの点について、「大虎小虎退治で退け

た党内政敵の巻き返しを阻止するため」「集団指導体制の中では総書記は 1票持つにすぎな

い」として、「毛沢東独裁」の再現ではありえないことを明示した。明快な指摘だ。 

 

（２）毛沢東時代の評価 

今回の矢吹さんの報告の基調は矢吹晋著『中国の夢』にあると伺ったので、事前に読んで、矢

吹晋氏に質問をぶつけておいた。［資料 3 矢沢国光、「矢吹フォーラムに向けて『中国の夢』

に対する疑問」］ 
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その中で、毛沢東の評価についての疑問をぶつけた。矢吹氏は、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

評価する。私には、毛沢東の革命論は、前期・後期と分ければ、後期革命論は観念的で、

中国にとって災厄をもたらした――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、としか思えない。 

矢吹氏はわたしの疑問に対してこういう。「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。」 

 

今回のフォーラムのテーマは「習近平の第三の歴史決議」の評価であるが、その前提と

しての、毛沢東時代のより立ち入った総括が必要と感じた。 

 

（３）「電脳社会主義」論 

矢吹氏は習近平がめざすものは「電脳社会主義」であり、その有効性がコロナの封じ込

めで実証された、と言う。つまり 14 億人民の一人一人の「地域・職場の実態を当該地の

人々が正しく認識して行動した総体としての成功、すなわち〈ガバナンスの成功だ〉」と

言う。 

そして、これこそ毛沢東以来中国共産党が追求してきた「共同富裕」の実現の道であり、

西欧「福祉国家」では実現し得ないものだ――西欧福祉国家の福祉の対象は、白人だけに

かぎられており、旧少数民族らの「二級市民」は対象から除外されている。 

矢吹氏は、資本主義先進国の「福祉国家」と中国の「電脳社会主義」を対比させて、

「電脳社会主義」、つまり「デジタル網による人民統治」の優位性を説く。 

中国がデジタル最先端国であることは間違いないが、いきなり「電脳社会主義」と言わ

れても…と、違和感がある。違和感のよって来る所は何か？フォーラムが終わったあとで

気づいたが、「電脳統治網」を上からかぶせるにしても、かぶせられる基層社会には、中

国共産党の建国以来の社会統治がある。 

毛沢東時代の都市の基層レベルの統治構造は、街居制と単位制の二元構造であった。

「ひとりっこ」政策の厳格な実施も、街居制と単位制の基層社会統治構造によって実現し

ている［小林弘二『ポスト社会主義の中国政治』2002］。 

こうした統治構造は、改革開放後、単位制が崩れ（市場経済化、失業・半失業、民営企

業の増加等）、併せて農村から都市への大規模な農民工の流入によって、大きく崩れた。
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農村の統治構造も、人民公社の解体と人口流出で激変した。 

かといって、いきなり基層がばらばらな個人の集合に還元されてしまったわけではない

だろう。都市における居民委員会、農村における村民委員会の再編が、共産党の下で行わ

れているはずだ。 

市場経済化の急激な進展によって、中国の都市・農村の人民大衆は、米日欧資本主義国

と同じ「個人」――消費者・賃金労働者として市場経済に参加する個人――としての性格

を濃厚にしていて、そうした「ばらばらな個人」に対して「電脳統治」が威力を発揮して

いるのだろうか。 

中国の基層社会と基層統治構造の変化・再編について、実際にどうなっているか、の論

議が必要と思う。 

 

（４）新彊ウイグル族問題と中国の主権国家化 

落ち目のアメリカが新彊ウイグル族の「人権問題」を掲げて、中国包囲網を構築しよう

としている。 

「強制労働」、「不妊治療による人口の激減」がフェイクであることは、2021 年 6 月 12

日の世界資本主義フォーラムでも、丸川知雄教授が指摘している。 

日本の「左翼」知識人の多くが、そして日本共産党までも、こうした「アメリカ発のフ

ェイク情報」を疑うことなく「人権」批判の合唱に加わっていることに、矢吹氏は腹を立

てている。わたしも、この点ではまったく同感だ。 

と同時に、チベットや新彊ウイグル族の少数民族問題が、毛沢東時代と改革開放後の今

日では、大きく変わっていることに留意すべきだと思う。どのような変化か？ 

毛沢東時代は、中国は工業化の遅れた最貧国で、西側列強の軍事脅威に対抗するには

「向ソ一辺倒」しかなかった。スターリンの死で自立した毛沢東中国の対外戦略は、善し

悪しはともかく、「中国を世界革命の基地にする」ことであった。少数民族は世界革命の

ための統一戦線の対象であり、その言語・文化・伝統は尊重すべきものであった。 

改革開放で、毛沢東の世界革命路線が放棄され、「中華民族の偉大なる復興」が中国の

夢とされた。こうしたナショナリズムと、中国が経済大国・軍事大国になったことと合わ

せると、これは中国が西側列強の最大の「脅威」として国際政治に登場したことを意味す

る。中国は建国後半世紀を経て、名実ともに「主権国家」となったのだ。 

こうした国際政治の中で、中国の国家としての発展過程とそれにともなう対外戦略の発

展についての研究が必要だと、痛感した。 

 

「自国の国境は自国の軍事力（大国との同盟を含む）で防衛する」主権国家体制におい

て、少数民族の独立要求を認めることは、直ちに安全保障上のリスクを生む。中国がチベ

ットや新彊ウイグル族の「独立」を容認できないゆえんだ。 

少数民族問題の解決は、主権国家体制からの離脱によって初めてその道が開けるのでは
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ないか。 
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■質疑 主なやりとり 

●習近平時代の政治体制 

矢沢 図「習近平の電脳社会主義」の中で、「習近平の電脳社会主義」の位置について質

問します。経済体制としては、計画経済体制から市場経済体制へ移行した、というのはわ

かる。政治体制が、共産党独裁と議会主義の中間になっているのは、なぜか？ 

▲矢吹 図の書き方がおかしいが、政治体制としては、共産党独裁が維持されている、と

いうことだ。共産党独裁ではあるが民主諸党派から意見を聞く「政治協商会議」はある。

意見を採り入れるかどうかは、共産党の裁量に任されている。 

こうした、「全人代と政治協商会議」という政治体制は、毛沢東時代、鄧小平時代、習

近平時代を通して変わらない。変わってきたのは、100％の計画経済に対して、市場経済

が登場したことだ。市場経済といっても「制限付きの市場経済」であり、市場経済に対す

る制約がどの程度解除されてきたかが政治体制にも影響する。 

 市場経済について、習近平時代になっての大きな変化は、ビッグ・データの取引市場が

登場したことで、これは世界で初めてだ。どんな会社が上場しているか？携帯電話会社、

クレジットカード会社、通信会社、保険会社（物流のデータ）、貨物運送会社（）、電信会

社、航空会社、高速道路会社（物流、地図情報）などだ。ものの動きのデータが取引され

る。 
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 地図情報は、かつては軍が独占していたが、いまは、軍とは別に民間会社に独自にやら

せている［アメリカは、軍が独占しているので非能率］。 

 

●中国は「社会主義」か？ 

高原 中国では、国家所有は官僚が管理し事実上所有している。官僚制国家資本主義。何

を根拠に「社会主義」と言えるか？ 

▲矢吹 それはかんたんな問題だ。彼ら（中国共産党）が「社会主義」と言っているから

だ。 

たしかに、中国には資本主義的要素が多い。資本主義のよい部分（市場経済）を軍事政

治態勢でカバーするかたちになっているが、市場経済の発展で政治体制・軍事態勢が吹き

飛ぶかもしれない。そのことは別にして、中国共産党は「社会主義をめざして」いる。 

高原 ナチスも「社会主義をめざす」と言っていた…。社会主義か資本主義か、が問題だ。 

▲矢吹 中国をナチス政権と同一視して、チェンバレンの融和政策を繰り返すなというの

が、米国の合言葉になっている。しかしながら、選挙に敗れたトランプ支持者が議会に乱

入する騒ぎを演じている。どちらがナチス政権に似ているか。よく考える必要がある。 

プリンストン大学の碩学ウオーリン教授は、米国の政治を評して＜逆立ち全体主義

Inverted Totalitarianism＞と呼ぶ（Sheldon Wolin, Democracy Inc. Managed Democracy 

and the Specter of Inverted Totalitarianism, Princeton University Press, 2003. 浜野研三著

『＜ただ人間であること＞が持つ道徳的価値』春風社、2019 年）。 

浜野教授は矢吹の『チャイメリカ』『尖閣問題の核心』『尖閣衝突は沖縄返還に始まる』

がメディアで完全に黙殺された事実を指摘して、日本の民主主義が逆立ち全体主義に陥っ

たと評している（浜野著 204～205 頁）。 

 

「中国ウオッチャーとして名高い矢吹晋による著作を見ると、日本のマスメディア

が取り上げていない事実が資料を挙げて説明されている。それによると、日本政府の

現在の立場は、事実と異なる前提に立ったものであり極めて危険な立場である」。 

「矢吹によると、沖縄返還の際、アメリカは尖閣列島の日本への返還を強く批判す

る蒋介石の動きに対して、領有権と施政権を区別して、日本に対して施政権のみを認

め、領有権に関しては、中立の立場を保つという立場をとったのである。しかし、そ

の事実は、当時の佐藤内閣によって国民に知らされることはなく、そのような事実は

          

    年  月  日                
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今も隠蔽されている。さらに日中国交正常化時に田中角栄・周恩来会談で、尖閣列島

の帰属問題に関する棚上げの合意が存在し、その後の園田直・鄧小平会談においてそ

の再確認がなされている。これに加えて、国際法上日本の主張は正しいという意見も

あるが、頼みのアメリカが中立を保ち、軍事的な援助に及び腰である状況で、核を持

つ軍事大国である中国と事を構えることが本当に出来るのか。また、それは真に日本

が取るべき道なのかは、今一度真剣に問い直されねばならない。このような事実を踏

まえると、尖閣列島問題については、もっと慎重な検討と対応が要求されることが分

かる。日本政府のように、領土問題は存在しない、の一点張りでは、事態が険悪にな

るだけである。以上のような矢吹の指摘は当然幅広く報道され、その是非や、それを

踏まえていかに振る舞うべきかについての議論がマスメディアを通じてなされるべき

であると思われるが、残念ながらそのようなことは起こっていない。矢吹の本を読ん

だ人しか以上のような理解の存在を知らず、ただ領土拡張欲求・資源獲得欲求による

中国の理不尽な振る舞いと捉えるだけの理解が広く受け入れられている。」 

 

顧みるとマルクスの「社会主義」は、高々数千万人のヨーロッパでの構想だ。中国は、

数億人の人口を擁し、原始時代に近い少数民族から上海のような大工業都市までの幅があ

る。毛沢東はこうした中国の総体をまとめて社会主義化しようとして、失敗した。 

 中国共産党はすでに「社会主義になった」とは言っていない。「社会主義の初級段階」

にある、と言っている。鄧小平時代には、資本主義がやり残した課題をまずやり終える

「補講論」が行われた。中国は資本主義化が未発達だから、まず資本主義化を推進して、

社会主義化の経済的条件を作り出す（資本主義を補講する）必要がある、という考えだ。

ただしビッグ・データ市場開設という文脈では、中国はすでにチョー資本主義だ。米資本

主義を超える。 

 

●毛沢東の評価 

矢沢 毛沢東の評価について伺いたい。今回の歴史決議では、1956 年の第 8 回党大会は正

しい路線を打ち出したのに、 

「社会主義社会の階級闘争に関する理論と実践の面で、毛沢東同志の誤りがますます

ひどくなっているにもかかわらず、党中央はこれらの誤りをすぐに是正することがで

きなかった。毛沢東同志は当時のわが国の階級的情勢および党と国家の政治状況につ

いて、まったく誤った判断を下したことで、「文化大革命」を引き起こし、これを指

導した。毛沢東がそれを無視して誤った大躍進・人民公社に突き進み、文化大革命を

発動した。そのけっか大災厄を引き起こした」 

と、毛沢東の革命主義を全面的に否定している。矢吹さんは、「文化大革命は間違いだっ

たが、5.16指示と 5.17指示はちがう。5.17指示で提起した共産主義理念まで否定してはな

らない」という。毛沢東の「正しい共産主義理念」とは何か？ 
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▲矢吹 今回の歴史決議が「毛沢東路線を再評価している」とか言われるが、そうではな

い。毛沢東路線についての評価は、鄧小平時代と変わらない。わたし自身は、この歴史決

議はまだ中間的なものだと考えている。 

 歴史決議は、中国の現状について、①社会主義の初級段階、②「補講」つまり資本主義

のやり残したことを補って、社会主義のための条件を作る、という二つの言い方をしてい

るが、同じことだ。いまの中国には社会主義の条件がまだないからそれを作り出す、とい

うことだ。 

矢沢 そのようなことは、第二次大戦の終了後も言われた。 

▲矢吹「新民主主義論」というのがそれだ。資本主義のやり残した課題をやって社会主義

を準備する、ということだ。「連合政府論」は、そのための政権で、社会主義政権の前段

階の政権だ。 

 

●労働者への抑圧 

大越 資本主義は生産力を上げるが、その場合の生産力は「自由」「民主主義」と一体に

なっている。中国は「デジタル社会主義」だと言うが、日本で作ろうとしている「デジタ

ル省」は「デジタル内務省」と同じだ。デジタル社会主義は、人民の支配という点では、

絶対王制の理念と同じではないか？ 

▲矢吹 21 世紀が監視社会になるのは、中国にかぎらず、先進諸国すべて同じだ。デジタ

ル監視網は避けられず、それを前提に、情報の権力支配をどうやって防ぐかが問われてい

る。 

湯原 先生は以前「社会主義の安楽死」を鄧小平が進めていると書かれ、共感した。1986

年には労働契約法で労働者の解雇が認められ、その後の労働契約法で合法化され、労組も

それに発言はできても統制規制できず、日本の労基法以下だが反対できなかった。 

人民から土地使用権を奪い、莫大な借金を負わせた債務奴隷とし、かつての苦力のよう

に安い労働力で生産した商品を輸出している稼ぐ。これは人民の収奪による本源的蓄積と

も言える。たしかに生産力は高まっているが、生産関係の矛盾が無視されているのではな

いか。 

▲矢吹 江沢民の 10 年、胡錦濤の 10 年、併せて 20 年の間に汚職が蔓延した。『習近平の

夢』にも書いたが、2017 年に訪中して観察すると、中国はその後大きく変わっている。ス

マホ先進国になっていた。 

 たしかに、かつては「労働力の飢餓輸出」はあった。これは、明治時代の日本の「女工

哀史」と変わらない――繊維産業が電子・電気産業になったというちがいはあるが。 

 その後、農民・労働者の所得は上がった。都市は、日本以上に豊かになっている。労働

争議がないのは、賃金があがったからと見てよい。 
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●松井 「小康社会」とは何か？ 

▲矢吹 豊かではないが貧しくもない、まずまずの社会だ。 

 

●政治改革はどうなったか 

矢沢 政治改革について聞きたい。コヨウホウ・チョウシュヨウは、党政の分離など政治

改革を進めようとしたが、天安門事件で挫折した。歴史決議では、天安門事件について

「海外の反共・反社会主義の敵対勢力の支援と扇動に加え、国内外情勢のあおりを受けて、

１９８９年の春から夏への変わり目にわが国でゆゆしき政治的風波が起きた。党と政府は

人民に依拠し、旗幟鮮明に動乱に反対し、社会主義の国家政権と人民の根本的利益を守り

抜いた。」と書かれている。習近平政権は、政治改革をどう考えているのか？ 

▲矢吹 当初、ソ連はペレストロイカをしているのに中国は政治改革が遅れている、これ

は鄧小平の限界だ、といわれた。ところがゴルバチョフがペレストロイカをやって、ソ連

が崩壊した。ソ連に対する幻想がなくなった。他方、アメリカについても、一時はアメリ

カの政治思想が中国内ではやったが、トランプ大統領の登場、暴動の煽動で、アメリカで

もに対しても、幻想がはがれた。ソ連に対してもアメリカに対しても幻想がなくなった。

天安門事件の学生リーダーたちは、アメリカに亡命したが、中国国内で彼らを支える者は

いない。中国の民主化は未だだが、もう少し我慢しよう、経済安定によって豊かになろう、

というのが中国の普通の知識人の考えだ。 

 習近平の 5年間で中国が力を付け、アメリカがあわてている。 

矢沢 中国共産党の党員は9000万人もいる。政治局や中央委員の「差額選挙」が定着し、

集団指導制も定着した。中国の民主化は、共産党の民主化というかたちで進んでいるの

か？ 

▲矢吹 そのとおりだ、中国の民主化は「共産党の民主化」が中心だ。党内での発言の自

由さは、習近平になって、かなりよくなってきた。「党内論議を外には漏らさない、決ま

ったことには従う」というルールの下で、自由討論が行われる。江沢民・胡錦濤の時代は、

目安箱によって党員の発言が密告された。 

 習近平は、大虎小虎退治によってライバルをたたきつぶし、権威を確立した。党内では、

それまで薄キライらの勢力が強く、こうした政敵と闘って、ようやく権威を確立した。だ

が政敵たちは、5 年の任期がすぎるのを待って、巻き返しに来ると予想される。それで習

近平は、憲法改正してさらに 5 年間の任期の延長に踏み切ったと考えられる。 

矢沢 習近平が、追放された腐敗幹部の復活を阻止するために任期の延長をしたことは理

解できる。しかし、中国共産党は、人事権を行使して党全体を上から管理支配するのでは

ないか。そうなると、党内民主主義もしぼんでしまう。 

▲矢吹 上から統制できるのは、せいぜい一級下の階層までだ。党中央の人事権の及ぶの

は、省級までだ。中国共産党は一枚岩ではない。「政令は中南海（党中央）を出ない」と
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いう言葉がある。それが中国共産党の組織の特徴だ、習近平は、習近平派を抜擢して、身

近に配置する。中国では、これが伝統的なやり方だ。清朝では「軍旗処」。日本の徳川幕

府の「お庭番」も同じようなもの。 

 中国の大衆には、徹底した政治不信・国家不信がある。 

 

●中国経済のこれから 

小林 わたしは、中国経済がこのまま崩れないと見ているが、欠陥はある。少子化であと

25 年は労働人口が減る。40-50 年単位で大きく変わるかもしれない。環境・エネルギー問

題も欠陥要因だ。 

▲矢吹 アメリカが強い間は、中国は崩れない。中国が弱くなると帝国主義が侵入してく

ることを、中国の共産党指導者だけでなく、庶民も知っている。 

アメリカが強い間は、中国経済は、何とかやりくりして、大丈夫だ。少子化をＡＩでカバ

ーしている。「中進国の罠」と十数年前から言われているが、中国の「中進国の罠」は、

吹き飛んだ。 

 

●新彊ウイグル族問題 

小林 新彊ウイグル族等少数民族問題についてどう考えるか。同化政策は、時代遅れでは

ないか。同化政策を時代遅れというのは、同化を拒否する人を排除・絶滅する伝統的政策

（アイヌ、アメリカ原住民等）が時代遅れということである。 

誰かが述べていたように、日本でも英語教育が義務化されている。新疆でも多数のウィ

グル人は中国語を学ぼうとしているであろう。遊牧民が減り、あるいは遊牧生活（家畜の

遊牧とオアシスでの伝統的手工業・商業）が難しくなる中で、新たな産業・生活にシフト

していくのは、歴史的には不可避のことであろう。とはいえ、新産業・新生活になじめな

い者、拒否する者が少なくないのも確かであろう。彼らにも「伝統」に即して生きる権利

はある。彼らに対する配慮がどのようになされているのか等を知りたい、というのが質問

の真意である。 

 ヨーロッパでは移民の数が増え、同化政策は破綻した。もっとも、旧植民地からの「移

民」、ＥU拡大後の東欧移民、イラク・アフガン等からの難民、アフリカからの政治・経済

難民など性格は多様であり、国・地域ごとに問題の性格は異なるかもしれない。これらの

動きは一面では排外主義を強めているが、同化政策に代わる「共存」の在り方の模索を提

起する。日本でも 300 万人？近くの外国人労働者がいる。在日韓国・朝鮮人の問題は別と

して、移民というより出稼ぎ労働者として「短期的に」受入れ、定住は否定する政策が基

底にある感じがする。アメリカの人種問題・構成の推移、これがアメリカをどう変えるの

かも興味ある問題である。 
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 欧米日の問題と中国の問題は性格が異なるが、「中国各族人民の共通の願望」として

「中華民族の復興」が主張される（『歴史決議』）とき、この「中華民族」とは何であろう

か。清帝国時代の領域が現在の中国の領域に重なる。清時代は、女真ないし満州族の王朝

の下で、「5 族共和」的なことが主張されていた、と記憶する。モンゴル族の支援を得た少

数の女真族が王朝支配をしていた時代である。 

とはいえ、彼らは漢化ないし中国化した王朝となるが、チベットや新疆では、伝統的生

活・宗教が維持されていたようである。孫文は中華民国建国以前には「排満」を主張して

いたが、これは「反皇帝」の意味だったのかもしれない。多数の自治区の存在が示すよう

に、中国は多民族国家である。とはいえ、一党独裁社会主義のもとでの「多民族」、ある

いは「中華民族」や「自治」、これらは何を意味するのであろうか。 

 新疆地区の経済発展をめざす時、多様性がいかに担保されるのか、ウィグル族が「中国

化」することで「解決」する問題ではなかろう。拒否する・排除される者たちへの「アジ

ール」の保証が必要である。加えて、経済発展の担い手の問題が残る。おそらく、担い手

における上層・下層が「民族」問題となっているかもしれない。伝統的（帝国主義的ない

し植民地支配、および 17～19 世紀のアメリカやロシアの拡大過程。イスラムの歴史も考

慮・反省する必要があろう）同化政策や他民族支配政策と区別して、現在の中国の、ある

いは「社会主義」の「同化政策」にどのような特徴があるのか、知りたいところである。 

▲矢吹 日本のかつての朝鮮に対する創氏改名政策とは、まったく違う。ウイグル人も積

極的に中国語を学ぼうとしている。 

小林 いやがる人もいる。中国語学習が強制的ではなく自発的なものだと言えるか、難し

い。 

▲矢吹 モンゴルがよい例だ。遊牧生活のモンゴル人はひじょうに少なくなった。定住し

て賃金労働者になるほうが収入が多い。 

 「ユニクロが強制労働している」といった非難は、馬鹿げている。ユニクロは最も高い

賃金を支払っている。 

 アメリカは、イスラーム問題を中国に押しつけている。 

 ウイグル族は東トルキスタンに独立国（東トルクメニスタン共和国）を作ったが、いま

はトルコに亡命政権を持っている。その亡命政権がテロ組織を訓練して中国に送り込み、

テロリストが中国に流入している。2008 習近平が新彊を訪問したとき、大規模なテロ事

件が起きた。そのため、「イスラーム国」で訓練を受けたウイグル人たちを集めて職業訓

練・中国語訓練し、思想改造したのは事実だ。 

 しかし、「不妊治療による人口減」は嘘だ。アメリカは、グアンタナモ基地で、もっと

ひどいことをしている。 

 中国は、ソ連の失敗、アメリカの失敗の上に、イスラーム対策をしている。 

チベット 1959 反乱には、アメリカＣＩＡが介入していた。中印対立も絡んでいる。その

後、ブッシュ・江沢民の間で、イスラーム過激派対策で連携が成立した。台湾は、経済的
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にはすでに中国に統一されている。 

矢沢 中国の少数民族政策が、1960 年代の「少数民族の文化伝統の尊重」から、改革開放

後、「少数民族の言語・宗教より中国語中国文化の学習」へと大きく変わったように見え

る。 

▲矢吹 そんなに大きくは変わっていない、コヨウホウのときチベットへの弾圧を知り、

ダライラマと話し合った。コヨウホウはダライラマに「北京に戻る」ことを提案したが、

ダライラマは「ラサに帰る」を主張して、会談は行き詰まった。そのあとコヨウホウが天

安門事件で失脚したため、この話はなくなった。その後チベットに鉄道が通り、商品経済

が浸透。チベット商人の活躍もあって、それなりの安定を得ている。 

 インドで訓練されたゲリラがチベットに送り込まれる、といったことが実際にあり、中

国は、これに対応せざるを得なかった。いまだに、イギリスの少数民族分断支配の影響下

にある。 

 ウイグル族問題は、イスラーム問題で、ブッシュ・江沢民の米中関係から始まった。

「イスラーム国」問題からアメリカ

が撤退し、中国に押しつけた。 

 日本の研究者・マスコミは、大西

広（慶応大）、丸川知雄のほかは、自

分で新彊ウイグル地区に行かないま

ま、アメリカ発の報道を流してい

る。 

 アメリカの中国問題担当は、ゴー

ルドマンサックスだが、アメリカ国

債の保有比率は、中華圏（中国、台

湾、香港）22％で最大［スライド 10］。 

 台湾の輸出 4割は中国。経済的には中国との統一が進んでいる。台湾人口 2000万人のう

ち 200 万人の経営者が中国で仕事をしている。台湾は、表向きは反中国だが、経済的には

中国と一体化している。 

 「台湾有事」を騒ぐのは。アメリカだけだ。「中国が実力で台湾開放する…」は、馬鹿

げている。 

 もともと、台湾は日本が日清戦争で奪い、それをサンフランシスコ条約で（中華人民共

和国ではなく）中華民国に返還した。そのサンフランシスコ条約会議に、中国を呼ばなか

った。 

矢沢 中国の台湾周辺での軍事演習が「台湾有事」の宣伝に、口実を与えているのでは？ 

▲矢吹 それは事実だが、中国が「武力行使しない」と言っているので、アメリカが中国

（の武力行使を）を挑発している。 
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●百年後の中国 民主主義体制と独裁体制 

岩田昌征 これから数十年間の世界的変動は、アメリカが解体し、中国が縮小し、ロシアが

モスクワ大公国に戻り、トルコ圏やモンゴル圏の独自性が復活する。 

▲矢吹 百年単位で考えれば、そうなるかもしれない。つまり、資本主義がアジアに来る

前の状態に戻る、ということはあり得る。 

岩田昌征 百年単位でなく、半世紀単位の話だ。その場合、中国は漢人と折り合っていけ

る諸少数民族とだけ統一国家性を維持すればよいので、多くの内政的困難から解放され、

経済と外交にエネルギーを使うことができる。中国の世界経済的優位は高まるだろう。一

帯一路は、10 年早すぎたかも。 

今日の国際関係の中でウイグル民族が独立したとしたら、直ちに、アメリカがそこに 軍

事基地を作るだろう。かつてゴルバチョフがソ連軍を東ドイツから撤退させ、ワルシャワ

機構軍を解体した時、今日のように東 ヨーロッパにＮＡＴＯ軍が展開し、そしてロシア国

境にＮＡＴＯ軍の影が 姿を見せるような事態を、誰も想像しなかった。 

中国は、この事実から教訓を引き出している。米露の軍拡競争は、アメリカがやや譲れ

ば、おさまり得る。米中の軍拡競争は、文明論的性格を持った競争だから、続く可能性が

大きい。 熱戦を阻止することだ。 

 

▲矢吹 中国共産党の鄧小平派の人たちは、まだがまんする時期だと、言っている。それ

に対して、中国経済がこれだけ強くなったからもっと対外的に積極策を採るべきだという

意見が台頭して、鄧小平路線にとってかわり、今のようになっている。元には戻せない。

突っ張り合いは続く。しかし、戦争にはならない。アメリカは、そのアフガン撤退も無様

（ぶざま）であった。ＣＩＡの能力も低下している。 

岩田昌征 アメリカの対外政策の 本音であり、建前は、「人権と自由」だ。しかしそれは

カネ・金銭と一体化した「人権と自由」だ。それがトロツキー派知識人の世界革命論と合

体した。「人権と自由」は知識人にとって、先験的に最重要だが、一般生活者民衆にとっ

ては、それが生活を守る限り、生活を破壊しない限り、求めるものだ。Ｋ.Ｊ.アローは多

数決 民主制の論理的不可能性を証明し、A.K.センはそれを可能にする論理的条件を発見し

た。その条件は普遍的ではない。かつて私は A.K.センの論理を採用して、民意を反映でき

る独裁制が理論的にあり得ると論じた。中国の共産党独裁は 「民意を吸収できる独裁制」

かもしれない。世界史を見ても、民主制が普遍的だとはとても言えない。ヤスパースの言

うアクツェン・ツァイト枢軸時代、2 千数百年前、ギリシャのアテネだけが民主制だった。

ペルシャはもちろん、スパルタは王制。今日、確かに民主主義国家が多くなっている。民

主主義国家は自己の政治 原理への自己確信が強くなりすぎて、他者が見えなくなると同時

に、自分の過去も独裁的であったことを忘れている。 
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▲矢吹 それが、資本主義の限界だ。アメリカでは奴隷解放後長い年月がたったが、いま

でも白人警官が黒人を殺している。アフリカや南米では、いまでも、19 世紀的な暴力支配

が続いている。 

民主主義の国境限界は、資本主義の国境限界よりも狭い。植民地の従属性を見ると、そ

れがわかる。 

日本は、帝国主義のおこぼれの中で生きている。 

岩田昌征 日本はアメリカ的民主主義の無機性と中国的独裁制の有機性をともに見ること

ができるはず。 

 

■参加者アンケートから 

［1］フォーラムのことを、何で知りましたか？ 

（〇）世界資本主義フォーラムからのお知らせメール 

［2］久しぶりの会場・対面形式でしたが、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。 

●湯原清隆（元高校教員、文化センターアリラン、部落史研究会神奈川支部） 

事前に丁寧に送信され、字も思ったより大きく見やすかった。 

（２）当日の進め方、時間配分について 

●湯原清隆 質疑時間もよくぞ確保され円滑だった。 

（３）講師の）プレゼンテーションの仕方について（よかった点、わかりに 

くかった点、改善を要望する点など） 

 

［3］講師の報告について 

（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。 

  ●湯原清隆 かつて「社会主義の安楽死後の中国官僚資本主義で、生産手段を所有する

『官僚主義者階級』による開発独裁」［矢吹晋『鄧小平』1993 講談社］と中国を規定した

人と同一人物と思えない発言でした。矢吹氏は、〈農村を「国内植民地」とし低賃金労働

力の供給源としている〉と指摘していた【「第１７回朝日アジアフェロー・フォーラム 欧

米の危機――アジアはのみこまれるか？

<http://www.asahi.com/shimbun/aan/hatsu/hatsu111213.html>】のに、「中産層の発展」

とか「GDP」(市場取引の付加価値が民富を表すとは思えない)とか、生産力史観で中国経

済を礼賛している。「解雇権や労働契約法から人民を搾取する生産関係ではないか」質問

したが、答えがなかった。 

 

●合澤清 
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中国が「飢餓輸出」によって国家再建のための原蓄を行ったことは矢吹さんも指摘され

ているとおりです。しかも「毛沢東時代」の左翼路線から鄧小平時代の「右翼路線」への

転換の中で、様々な社会的ひずみが生まれたことも矢吹さんが指摘されていました。それ

にもかかわらず、中国社会が全体的な底上げ（豊かさの追求の結果）を行い、ある程度の

豊かな社会を作り上げていること、この点のデータ的な指摘には感心しました。 

私の見立てですが、それにもかかわらず、貧富の格差の極限的な拡大、また、党官僚

（「太子党」などのエリート官僚）と庶民との間の隔たりの大きさ、その結果、権力の世

襲制、これらの矛盾が習近平政権下でなくならないばかりか、固定化され拡大していると

みることが出来るのではないだろうか。それゆえに、その矛盾への「弥縫策」として、

様々な改革（法制度や、AI 産業や不動産産業への規制など）をやっているのが現実の姿で

あるし、そうすることで、実際には、「人民社会主義」路線からますます解離して、資本

主義に限りなく接近してきていると思います。党の危機がありうる場合を想定して

（？）、軍隊は今現在でも「人民解放軍」（党の軍隊）のままです。 

また、矢吹さんは、アメリカがつぶれるまでは中国は存続するだろうと言っていました

が、矢吹さんが書いた『チャイメリカ』の内容から推量すれば、両国はすでに運命共同体

の仲（双子に近い）であり、多少の時間的なズレがあったにしろ、「同時的に」危機を迎

える可能性の方が強いのではないでしょうか。 

国内の矛盾の拡大は、矢吹さんが「それでも中国人は自分たちの国が社会主義国だと考

えているし、今の在り方に満足しているのだから」と言われても、なかなか納得できない

点があるように思います。 

 

（２）講師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。 

●湯原清隆 土地使用権を奪い、“送り出し機関”(党幹部の親族の経営も多い)へ莫大な借

金を負わせ債務奴隷として輸出する構造は、矢吹氏の「健全な中国の資本主義的な発展へ

の期待」にも反するはずだが、どう捉えるのか。 

 

［3］（１）（２）まとめて 

●高原浩之 

 ｢電脳社会主義｣と｢中産階級増大｣、この２大論点とも納得できません。 

(1)社会主義と規定する根拠は何ですか 

 習近平と中国共産党そう言っているというのは、科学と学問では話になりません。それ

ではヒトラーのドイツも社会主義になります(ナチス=国家社会主義労働者党)。 

中国にはすでに私的資本主義が広範に存在するが、管制高地は国家所有。そこでは、官

僚が生産と分配を管理し、蓄積と再生産および拡大再生産を管理し、その管理から労働者

は排除されています。階級化した官僚が生産手段を独占し、その対極に生産手段から分離
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した労働者階級が存在する(賃金奴隷制)。労働者が生産した剰余価値を官僚が搾取してい

る。官僚制国家資本主義。 

｢社会主義市場経済から電脳社会主義へ」。市場経済→電脳はいい。しかし、社会主義で

はなく、官僚制国家資本主義。それは、20世紀の後発資本主義で、かつ 21世紀の最新の

資本主義。ソ連は世界恐慌を克服して発展(ナチスにも勝利)したが、計画経済(実は統制

経済)に止まって停滞し崩壊。中国は市場経済化してリーマンとコロナを克服して発展。

その市場経済が、ＩＴやＡＩで管理されている(「見えざる手」ではなく｢見える手｣)。報

告でも、｢後発資本主義から最先端の資本主義へ驀進｣と認めているじゃないですか。 

社会主義は、労働者階級が生産手段を共同で所有する(所有形態は国有に限らず多種多

様)だけでなく、生産を管理しなくてはならない(管理主体を官僚から労働者大衆に取って

代える)。社会主義には商品も価値法則も存在する(その法則で管理する)のではないか？ 

(2)中国の中産階級は増大し続けるか 

｢中国の中産階級は世界の 4割を占める……日本の 20倍。米国の 4倍、EUの 2倍であ

る。｣｢中国の新中産階級２億人｣。賃金が上がっても奴隷制は変わらない。新中産階級も

賃金奴隷に変わりはない。日本にも 1980年代に、｢一億総中流｣の時代がありましたが、

今や｢アンダークラス｣(橋本健二『新･日本の階級社会』)です。 

不均等発展の法則があります。覇権はアメリカから中国へ移る。｢一帯一路｣が成功すれ

ばするほど、｢世界の工場｣の地位は、中国からインドや、とりわけアフリカに移る。資本

主義は成長し発展すれば、金融化し、産業的に空洞化する。労働者階級が大分裂し、膨大

な下層が形成される。腐朽性と寄生性。帝国主義の必然です。 

アメリカや西ヨーロッパは移民と難民、人種と民族の問題。日本は、アジア人の技能実

習の問題もあるが、同じ民族の正規と非正規の雇用差別の問題でしょう。中国も労働者階

級の膨大な下層が形成され(農民問題と民族問題)、｢共同富裕｣はないでしょう。(おわり) 

 

［4］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 

●湯原清隆 中国・ベトナムの出稼ぎ・移住労働者輸出の“送り出し機関”の実態・実体。

南アフリカ「経済的開放の闘士」・イスラエル共産党の反人種？主義。 

 


