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3.18朱建栄フォーラム 事後報告 

２０２３年３月２６日 

■3.18 案内文書 

3.18 オンライン・フォーラムのご案内 

 【趣旨】岸田政権が、戦後安保政策の大転換を、乱暴に進めています。敵基地

攻撃能力を装備し、米軍と共同作戦の組織を立ち上げる、と言っています。 

 その背景に、日本人の多くがロシアのウクライナ侵攻・北朝鮮のミサイル連

続発射とともに、中国の「台湾軍事解放」を脅威としている、ということがあり

ます。 

 日本の中国研究者の多くが、中国脅威論に与していますが、中華人民共和国

の建国以来の歴史的経過と今日の習近平政権の基盤・動向を歴史的全体的にみれば、中国が[アメリカやロシア

のように]軍事侵攻に出るとは考えられません。 

 「中国脅威論」にたいして大きな歴史的視野から批判することは、今日の日本にとって、非常に重要であると

考えます。(世界資本主義フォーラム・矢沢国光) 

  

●主催 世界資本主義フォーラム 

●日時 2023 年 3 月 18 日(土)午後 1 時 30 分～４時 

●開催方式 zoom によるオンライン 

●テーマ 改革開放後の中国の対外戦略の変遷と「中国脅威論」 

－－対米と台湾に関する中国の新戦略も展望する 

中国外交の現状と行方を見るうえで、鄧小平時代以来の変遷からその本質と基本的特徴を把握することが一番堅

実な方法だ。習近平時代もその延長線上にある。ただ、米国から主敵と見なされるようになったこと、台湾問題

が焦点になっていることで、新しい試練を受けている。最新の外交動向を踏まえて解説・展望する。(朱建栄) 

 

●講師 朱建栄[東洋学園大学教授 アジア国際関係、中国現代史] 

  [経歴]中国・華東師範大学卒業、1986 年来日、学習院大学で博士号取得。東洋女子短期大学助教授等を経て

現職。 

  [著書] 

・東アジア国境紛争の歴史と論理/共著 /藤原書店/2022 

 ・朝鮮半島の今を視る / 共著 / 2022 年 1 月 / 朝鮮問題研究センター 

 ・加速する中国 岐路に立つ日本 / 共著 / 2021 年 8 月 / 花伝社 

 ・米国の中国敵視・包囲戦略に、中国の対応と戦略――香港・台湾・日中の背後にある巨大な影 / 共著 / 2020

年 12 月 / 『虚構の新冷戦』東アジア共同体研究所琉球・沖縄センター編、芙蓉書房出版 

・毛沢東の朝鮮戦争―中国が鴨緑江を渡るまで（岩波書店、1991 年/岩波現代文庫、2004 年） 

・毛沢東のベトナム戦争―中国外交の大転換と文化大革命の起源（東京大学出版会、2001 年） ほか多数 

[訳書] 

・沈志華『最後の「天朝」 毛沢東・金日成時代の中国と北朝鮮』（岩波書店、2016 年） 

●参考文献など 
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 ・中国超新星爆発とその行方/青灯社/2022 

 ・朱建栄「バイデンのアメリカ」2021.5.25 日本記者クラブ講演 

  ユーチューブ https://www.youtube.com/watch?v=vH-YUbSVFdI 

 

■フォーラムの経過 講演内容 主な質疑 

 午後１時３０分開始 司会者（矢沢国光）の講師紹介の後、朱建栄先生が、前半５０分講演。５分の休憩後、

前半についての質疑。引き続き、後半５０分の講演。その後、３０分の質疑。４時終了。参加者 27 名。 

  

講演内容については、資料１スライドを参照してください。 

主な質疑  

 ※参加者アンケート回答の「質問」に対する朱建栄先生

のコメントは、「参加者アンケート回答から」をご覧くださ

い。 

 

●矢沢国光 毛沢東時代から鄧小平時代にかけて、中国

の国家に対する意識がどう変わったか、朱建栄先生のお考

えを聞きたい。毛沢東時代、中国は、世界革命の基地」だっ

た。１９７１年、ニクソン・キッシンジャーを招いて、米中

和解した。この時点で、毛沢東は世界革命を放棄し、中国は

主権国家の道を歩み始めたのではないか。 

 

▲朱建栄 毛沢東時代の後半、「世界革命」ということを

言っていた。しかし本気でそう言っていたのではなく、イデオロギーとして言っていたにすぎない。 

戦後の冷戦体制の中で、中国は１９５０年中ソ同盟友好条約を結び、東側の一員としてやってきた。中国が「世

界革命」を言ったのは、１９６０年代前半から文革時代の前半までです。それまでは、ソ連は「米ソの覇権国家

による世界秩序」という戦略であったが、中国は、そうしたソ連の下に甘んじていたくない。一方、アメリカに

中国は、台湾問題などで包囲網を強いられている。ということで、こうした国際秩序を打破しようという動きが

１９６０年代前半にはじまったことは、事実です。とくに、ベトナム戦争では、中国は、最大１７万人の軍を北

ベトナムに派遣していた。マレーシア、ビルマなどに(工作員を)派遣して、革命をやろうとした。しかし、全世

界で革命を進めて中国中心の革命基地を作るというより、現実的にみれば、ソ連と区別される中国の、「帝国主義

と妥協しない」イデオロギ―を打ち出し、また、ベトナム戦争のアメリカを東南アジアでけん制する政策であっ

たと思われます。 

「世界革命」は、国内的には、毛沢東主席を「世界革命の指導者」と持ち上げて神格化し、対外的には、アメ

リカを東南アジアでけん制するためのイデオロギーであったと思われます。 

 

●土肥誠 (1)ウクライナ戦争について。「アメリカは戦争を継続する」と言われましたが、アメリカは米ソの

核戦争になることは避けたい。また、軍事物資の支援にも制約がある。アメリカは、イラクやアフガニスタンの

時のような戦争はできないのでは？アメリカは、軍需産業の在庫が調整でき次第、停戦に動くのではないでしょ

https://www.youtube.com/watch?v=vH-YUbSVFdI
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うか？ 

(2)「開発独裁から民主化へ」というお話ですが、韓国やインドネシアは、たしかに、開発独裁の後、民主化に

対応した経済の道をたどった。中国のばあい、監視国家体制が出来上がってしまっており、民主化は困難ではな

いか。また、中国のばあい、GDP 世界第二の経済大国であり、「開発独裁」というのは違和感がある。中国のば

あい、再分配がうまくいっていない。「開発独裁から民主化へ」というより、現在の中国の独裁と監視体制は国内

の問題であり、国内の再分配をどう進めるかが、課題ではないか？ 

 

▲朱建栄 (1)アメリカはロシアとの直接の戦争は望んでいない。米露戦争になれば核戦争になってしまう。ま

た、戦時(体制)ではないので、弾薬の製造などがひっ迫しているのも事実のようだ。ただ、欧米は、ロシアに比

べてはるかに豊かであり、ロシアとの我慢比べでは、ロシアに負けることはない。ロシアがドンパス地方でも撤

退を強いられ、ウクライナ軍がロシア領に迫ってくれば、ロシアは必ず (通常兵器に近い) 核兵器を使うが、ア

メリカは、これは望まない。アメリカは、ロシアに消耗を強いる戦争をまだ継続できるのではないか。もう一つ

見ておくべきは、バイデン大統領の国内での立場が弱いということ。ウクライナ支援の継続を言わざるを得ない。

これは、ウクライナ戦争における不安定要因だ。 

(2)開発独裁から民主化への移行は、体制側が自ら進んで民主化するのではなく、追い詰められて民主化するも

のです。韓国も台湾もそうでした。再分配が必要なことはその通りですが、選挙によらない一部の人によって再

分配を一時的に決めたとして、それを安定してシステムにもっていけるかどうか。 

民主化は、体制側が決めるというより、民衆の権利意識がどこまで広がるかです。遅れているときは、目の前

の生活が良くなればよい。しかし、いまの中国は、明らかに民衆の権利意識が向上しています。権利意識という

のは二つあって、参加する権利と知る権利です。納税者である我々がどうして税の使い道について知ることがで

きないのか。こうした意識は、経済と教育の発展によって出てきます。 

２０２２年１１月、中国では、ゼロコロナ政策に対する民衆の不満が、白紙運動とかで盛り上がり、当局はそ

れを見てゼロコロナ政策をすんなり転換した。 

では、今の中国は、どんな段階にあるのか。中国を定義するのは難しい。一人当たり GDP はまだ途上国のレ

ベル。李克強前首相によれば、１４億人のうち６億人は、ようやく貧困を脱したばかりで、目の前の生活に追わ

れている。 

わたしが今回訪中した感じでも、知識人は、権利意識が強く当局に対して文句が多い。学生・青年は、是々非々。

何か問題があれば反対する。アメリカの侵略に反対するなどナショナリズムに動く。農村は、経済が良くなった

として、政権支持だ。 

社会変化をよく見る必要がある。 

 

●岩田昌征 

(1)中米対立に関して 

英独露日中が世界政策を展開する場合と 米が世界政策を展開する場合、米にとって絶対的有利な条件があり

ました。英独露日中の場合、それぞれに 近隣に強国があって、それぞれの世界政策が衝突する。 それに対して

アメリカの場合、近隣に強国がなく、自由自在に行動でき、かつ遠国の衝突する諸列強を操作できる。 

21 世紀の今日、かかる好条件が消失しつつある。BRICS のブラジルは 南米にあり、アルゼンチンも南米にあ

り、 中米のメキシコもまた弱国のままではないでしょう。旧大陸の諸列強が、歴史から学んで相互関係を平和的

にできるならば、米の自由自在はほとんど消失するでしょう 。 

ところで、中国は中南米諸国に生成しつつある対米自立強国化を支援する対外政策をとっているのか否か。 
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(2) 現在、 四半世紀先の世界情勢を予示するような諸事件が、いろいろ目に付きます。 EU の形骸化・拡大、

ロシアの解体傾向、アメリカの分裂解体、中国の縮小。ここでインドとアフリカについては 触れません 。四半

世紀先の先だからです 。 

  中国の縮小は、台湾の平和統一を含みつつも、 領土的に縮小 。しかしこれは 中国本体の 強靭化です。中国

史上の北方と西方の異民族の対漢侵攻は、陸上騎馬戦力により農耕民にとって脅威でした。21 世紀の機動戦力

は、 陸であれ海であれ宇宙であれ、人口密集地の工業力・情報力に依存します。したがって、北方と西方が中国

から独立したとしても、中国本体の脅威になりません。そこに対中軍事基地を置こうとする EU・ロシア・アメ

リカには、 その実力がもはや消えていますから。 

  中国の縮小=中国の強靭化 。 

ロシア極東領の地名に清朝期の旧名を併記させるという今年 1 月の決定は、中国の拡大 ≠中国の強靭化を見

ていないようです 。 

 

▲朱建栄 

(1)ラテンアメリカが最近反米的になっているのは事実です。しかし、(ラテンアメリカの)核武装は、アメリカ

が一番警戒するし、難しいと思う。もっとも反米的なベネズエラは、経済が崩壊。有力国のブラジルには、その

動きはない。ラテンアメリカが核武装でアメリカに対抗するというのは、当面、見えてきません。 

 

(2)(ロシア、アメリカ、中国の)三つの中では、ロシアの崩壊の可能性が、いちばん大きい。ウクライナ侵攻で、

中央の地方に対する統制力が弱くなり、経済力も弱くなる、世界でも孤立する。中国は中央政権が統制力を失っ

たら、縮小ではなく、解体です。中国の歴史を見れば、ベトナムという国がいつできたのか。９３９年です。そ

れまでは、中国の一部だったのが、唐王朝の崩壊によって独立した。外モンゴルは、1911 年の清朝崩壊でできま

した。(中央政府の不在で)新疆、チベットに対するかつての統制力がなくなり、後の分離独立運動の背景になっ

ています。中国が「合理的理性的に」縮小するというのは考えにくい。だとすると、縮小は、内戦になる。独裁

か崩壊かになる。アメリカも、人種問題・価値観の問題で内部対立を深めている。これまでは、世界に対する覇

権で富を集めてアメリカという社会を成り立たせてきたが、世界覇権が失われると、加速度的に国内にほころび

が出てくる。  
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●矢沢 中国は「台湾の平和的統一」を主張しています。これに関して、二つ質問します。⑴台湾の若い人た

ちの中には、「中国人だ」という意識より「台湾人だ」という意識が強い人たちが増えていると、言われます。中

国が「台湾の統一」というとき、「台湾人意識」を容認するということでしょうか？⑵「一国二制度」ですが、中

国は台湾の武力保持を容認する、ということでしょうか？  

 

▲朱建栄 ⑴大陸との隔離が長引き台湾で生まれ育った人たちが増えれば、「台湾人意識」が台頭するのは仕

方ないことです。しかし、「台湾人意識」が完全に「中国人」とはちがう台湾人だという意識かどうか。台湾の人

も中国大陸に行けば数千年の歴史を有する共通の文化を持つことに気づきます。「台湾人意識」を独立に利用す

る政治勢力もありますが、「台湾人意識」は、なにがなんでも台湾を中国から独立させる、という「民族意識」と

は違う。 

⑵「一国二制度」について。鄧小平さんは、「台湾には香港よりもっと高度な自治を認める」としていたが、３

年前の香港の「国家安全維持法」導入で、台湾の人たちが「一国二制度」をそのまま認めることは難しくなった。

聞いた話では、中国人民政治協商会議全国委員会主席となった王滬寧政治局常務委員は、台湾側が比較的に受け

入れられる新しい方式を検討すると言われる。鄧小平さんは「台湾は武力も保持してよい」と明言し、税金も取

らない、としていたが、最近の中国は、武力保持を認めるとは言っていない。この問題は、これからの(中国と台

湾の)駆け引きになると思うが、鄧小平さんがかつて「武力保持を認める」と言った以上、台湾が武装解除しての

統一を認めることは、考えられない。わたしは、これから５年・１０年は統一はないと思います。中国共産党政

権にとっては、(台湾は中国の一部という)「一国」の枠組みが維持されれば、当面、現状維持でかまわない。台

湾の憲法では「一つの中国」となっている。「一つの中国」という枠組みがあれば、戦争にはならず、現状が維持

される。この枠組みは不安定だが、米中とも、時間稼ぎに使っていて、解決は将来に任せる、という形になって

いる。  

 

■司会者(矢沢国光)の感想 

 (1)中国脅威論の誤解を解くとともに、中国の民主化を願う朱建栄先生の熱い思いが伝わってくる講演でし

た。一語一語言葉を選んで、スライドを提示しながらの語りは、一般人にも非常にわかりやすく、かつ、密度の

濃い講演内容でした。参加者の突飛とも思える質問にも、テーマの観点から即答してくださった。柔軟な思考の

持ち主だと窺えた。 

 

(2)中国脅威論の最大の論拠は、中国の軍拡であるが、朱建栄先生はこれについて、「アメリカは[ベトナム戦

争やアフガン戦争にみられたように]勝てないとわかるとかんたんに撤退する」。だから、中国は、アメリカに「中

国と戦争しても勝てない」と思い込ませるために軍拡をする、と分析する。「(自国の)軍事力強化によって、(ア

メリカの)軍事的脅威に対抗する」点だけを見ると、１９世紀以降続く列強間の軍拡競争に中国も加わっている

ように見えるが、アメリカが「アメリカの覇権を脅かす勢力の台頭に対しては、これを許さない」という世界戦

略に傾斜しているのに対して、中国は「覇権を求めない」――「新韜光養晦」戦略だと言う。これは、アメリカ

との決定的なちがいだ。この点を確認することが、「中国の脅威」論の是非を評価するポイントだと思った。 

 

(3)「中国は世界革命の基地」を主張していた毛沢東が、なぜ突然米中和解に動いたか、そして「アメリカ帝国

主義」よりも「ソ連=社会帝国主義」への対抗を優先するようになったか、ずっと疑問に思っていた。朱建栄先

生の「毛沢東は、本気で世界革命を考えていたわけではない、対内的対外的政策のためのイデオロギーとして主



6 

 

張しただけだ」という醒めた見方は、印象的だった。「毛沢東の世界革命はイデオロギーに過ぎない」という見方

は、うすうすそうではないかと素人的に感じていたが、中国問題の専門家の朱建栄先生の口から語られると、そ

う考えてもよいのだ、と安心する。 

 

(4)毛沢東の「世界革命」がイデオロギーに過ぎなかった、ということとは別に、中国の「国家」としての形成

が、１９４９年の人民共和国建国宣言を出発点とするも、毛沢東の「世界革命」論によって妨げられたことは、

事実だ。両大戦の過程で、大小多数の「国家」が「帝国」から分離独立して誕生したが、誕生と同時に「冷戦体

制」という東西の新たな帝国体制に包摂されていった。 

その戦後冷戦体制の崩壊の中で、米英が、欧州では NATO を東方に拡大し、東アジアでは、米英豪の AUKUS

結成[豪に原潜を供与]や米日韓軍事協力体制の強化によって、中国封じ込め体制を構築しようとしている。 

これにたいして、中国は、ある意味では古典的な「主権国家」――自国の「領土」内に対する外部の干渉(内政

干渉)を排除すると同時に、他国に対する内政干渉もしない。そのための武力を保持する――として対抗しよう

としているのではないか。 

主権国家は、内政干渉を退けるための軍事力と、軍事力を対外的に行使するための国内権力の統合を要します。

文革の混乱を収拾して１９７０年代後半にようやく「主権国家」の道を歩み始めた中国は、「遅れてきた主権国

家」であると考えれば、「主権国家になるための軍拡」は、当然と言えます。主権国家の立場からは、非難できま

せん。 

朱建栄先生の話では、中国はロシアによる２０１４年クリミア併合を認めていないという。１２項目の和平提

案でも、主権国家としての原則が強く打ち出されています。訪露に踏み切った習近平主席の和平工作が注目され

ます。 

[「主権国家」は、武力の保持・行使を排除しておらず、わたしたちが「脱資本主義」をめざすならば、「主権

国家」を乗り越えなければならない。憲法で戦争放棄と戦力の不保持をうたう日本は、建前上は、主権国家では

ない。EU も、加盟国は、主権国家の主権の一部を放棄した半主権国家となっている。脱資本主義は、脱主権国

家体制でもあると考えられる。帝国、国民国家、民族自決、主権国家の関係については、改めて、世界資本主義

フォーラムで取り上げたい。朱建栄先生の中国国家論も改めてお聞きしたい。] 

 

(5)中国脅威論の中心に「台湾武力解放」説があります。アメリカ政権内から「中国は、台湾の武力解放を準備

している」という見解が発信され、「台湾有事」論の論拠となっており、日本の安全保障政策は、これを前提にし

ています(⋆)。これと正反対の、「中国が台湾に武力侵攻することはない」という見解も、同じくアメリカ政府の

高官から発信されていますが、こちらは、無視される。 

朱建栄先生は、講演の中で次のように語った︰「中国共産党政権にとっては、(台湾は中国の一部という)「一

国」の枠組みが維持されれば、当面、現状維持でかまわない。台湾の憲法では「一つの中国」となっている。「一

つの中国」という枠組みがあれば、戦争にはならず、現状が維持される。この枠組みは不安定だが、米中とも、

時間稼ぎに使っていて、解決は将来に任せる、という形になっている。」 

こうした見方を、「台湾有事論」を深く考えることなく受け入れてしまう多くの人たちに知ってほしい。 

(⋆)森本敏・小原凡司編著『台湾有事のシナリオ』ミネルバ書房 2022.1 

 

(6)「中国脅威論」を否定するためには、「アメリカ覇権主義論」に言及する必要があります。 

アメリカは第二次大戦に参戦し、ナチス・ドイツという米ソの共通の敵が消滅するや、第二次大戦後、ソ連・

東欧ブロックを「共産主義」として敵視し、これに対抗する軍事体制を構築しました。冷戦体制です。１９９１
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年ソ連崩壊後、こんどはイラン・イラク・北朝鮮「ならず者国家」を脅威として設定した。独仏の反対を押し切

ってのイラク戦争・アフガン戦争の失敗にもかかわらず、そして、経済的衰退にもかかわらず、いま、「台頭する

中国の脅威」を掲げて、英豪日韓に補強された「自由主義世界の盟主としてのアメリカ」体制を何とか維持・再

構築しようとしています。こうした「アメリカという国家」の根深い覇権主義的な性格について、この世界資本

主義フォーラムでも、あらためて取り上げたいと思います。 

 

■参加者アンケート回答から 

 赤字の質問に対して、朱建栄先生のコメントが寄せられました。▲朱建栄︰です。 

 

●安岡正義（ちきゅう座会員） 

（１）共感できる点、できない点、疑問点、感想 

中国は「小康社会」を実現したと公表し、その後「共同富裕」をスローガンの一つに掲げています。「社会主義

革命の輸出」を志向する指導者は中国に居ないのではないか、と思います。朱先生のお考えを伺い、中国は「民

生の安定」というむしろ伝統的な価値観を追及していると思いました。 

（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 

２０２７年に中国がＧＤＰでアメリカを抜くとの予測がありますが、一人当たりの所得水準はまだまだです。

他方で、習近平国家主席の任期が２０２７年に切れるので、その前に台湾を併合するのでは、との観測が恐らく

は意図的に流されています。しかし中国が「自国の領土」を自ら攻撃するなど不合理（＝侵攻の意志がない）で

す。また台湾を占領統治するのは、純軍事的な観点からも、台湾住民の市民的抵抗力の観点からも不可能（＝能

力もない）だと思います。「台湾有事論」は、アメリカ一強体制が崩壊しつつあることの焦りから「捏造」された

ものではないか、と私は考えますが、朱先生のお考えを伺いたいです。但し、アメリカが台湾独立勢力を扇動し、

中国に最初の一発を打たせようとする可能性を私は懸念します。 

 

▲朱建栄：「台湾有事論」はアメリカ焦りに由来する捏造、というご指摘に賛同します。中国の学者の間では、

アメリカは台湾問題で挑発し、中国が最初の一発を打つよう追い詰めようとしており、かつて日本が真珠湾に攻

撃して自滅するようなわなを仕掛けているとの見方が現れています。 

ちなみに、中国が GDP でアメリカに並ぶのは早くて 2030 年と見ており、27 年ではありません。 

 

●前田芳弘 

（１）共感できる点、できない点、疑問点、感想 

一党独裁、非民主的、領土覇権、途上国への経済的支援支配など中国脅威論が多い中、異なる視点から大変興

味深い話が大変分かりやすく伺えた。 

話がよく整理されていて、様々な見方ができることが理解できた。 

軍事費の占める割合の変化を大きな根拠として説明があったがたいへん共感できる話だった。 

49 年に中国ができたという認識だったが、真の国家意識は改革開放後だという話はなるほどと思えた。 

かつての大英帝国の繁栄が人工小国で築かれた話も面白かった。 

アメリカの覇権と繁栄、アメリカ中心の世界システムの構築など、自国の国益優先に動くアメリカにただ追随

するのでなく独自の自主外交を貫くことの重要性を考えさせられる。 
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●江口千春 

朱建栄さんの率直なお話、とても興味深く聞きました。 

一番気になる台湾をめぐる戦争ですが、朱さんの見方があっているなら、「2026 年から 2027 年侵攻可能性」

という米軍部からの情報は、参考発言にと思いました。 

新疆ウイグル族の人権をめぐる状況について、聞いてみたかったと思います。 

 

▲朱建栄：新疆問題について一言では話しにくいですが、自分の近著『中国超新星爆発とその行方』の中で取

り上げています。また在日のウイグル人青年が行った講演をぜひご覧ください。（映像あり） 

新疆ウイグル族青年が訴え、「米主張は誇大宣伝」「現地で実態を見てほしい」＝東京で講演会 

Record China    2021 年 5 月 4 日(火) 14 時 20 分 

https://sp.recordchina.co.jp/b875917-s25-c30-d0199.html 

 

●土肥誠（中国・西安外事学院大学教員） 

朱建栄先生の講演、おもしろく聞かせていただきました。当日、時間の関係で質問できなかったことを 1 点

質問します。 

当日、朱建栄先生が提示された PPT18 ページ「5-2 台湾に関する長期的戦略が見えてきた」の一番下の行

に、台湾の平和統一に関して 

「もちろんその間、中国社会の民主化、法治化も進めなければならない」 

とあります。 

一方、中国ではたしか 2 年前に「中国的民主」というパンフレットを出し、この中で「一党独裁と民主は矛盾

しない」というようなことが書かれていたと思います。（ここは不正確な表現で申し訳ありません。） 

朱建栄先生が「中国社会の民主化、法治化も進めなければならない」というときの「民主化」とは中国式の民

主化のことを言われているのか、それとも、いわゆる西側諸国の言う「民主化」なのか、どちらでしょうか？ 

 

▲朱建栄：今の中国が言っている「中国の民主」は現段階の中国社会に対する自己説明ですが、西側の民主を

否定していません。私は、中国が現在の段階をさらに前進し、西側の民主（それにも問題が多いが）をベースに

した新しいステージの民主に進まなければならないと思います。時間は 10 年、20 年かかりますが。 

 

●岩田昌征(元千葉大学教授) 

 追加の質問。(3)明治維新以来の日本は、大東亜 100 年戦争を戦いましたが、途中から侵略に下落したり、７

３１部隊のような悲惨なことをしでかしたり、米英の術策にはまってしまった失策がありました 。今日の中国

が、日本の大東亜 100 年戦争を侵略面だけから見ているのか、知りたいところです。 

 

 ▲朱建栄：少し前まで、侵略を受けた側としてもっぱら否定的に侵略面で見ていました。現在はアメリカから

の圧迫を受け、また日本が経験してきた多くの試練を今の中国が遭遇しているところを見て、この百年の日本か

ら学び、もしくは経験と教訓をくみ取るべきことが多いとの研究と視点が増えています。 

 

●大塩 剛（社会主義理論学会会員） 

（１）感想：朝鮮戦争の停戦に李承晩大統領が反対し、韓国抜きの３者で停戦協定が結ばれたとのことですが、

印象的でした。 

https://sp.recordchina.co.jp/sourcelist.php?id=25
https://sp.recordchina.co.jp/b875917-s25-c30-d0199.html
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（２）質問：2021 年のウクライナの最大の貿易相手国は中国です。近年、中国企業によるウクライナへの直接

投資が急激に増加しています。また、中国とウクライナの軍事面（軍艦、航空機等）における協力も著しいもの

があります。今回のウクライナ戦争において、中国とウクライナの経済及び軍事面における関係はどうなってい

るのでしょうか。 

 

▲朱建栄：中国は旧ソ連解体後のウクライナから建造途中の空母を買ったことがあり、経済的結びつきも強い

です。習近平主席が休戦調停に乗り出しており、前途多難ですが、戦後のウクライナの経済復興に中国が大きな

力を発揮できることは中国の自信の背景であり、ウクライナにとっても魅力の一つです。 

 

●小澤 健二(元新潟大学教授) 

朱建栄先生の報告、非常に勉強になりました。とくに、アメリカとの関係における中国の外交戦略、外交方針

は説得的でした。中国が、対米関係で軍備増強を進める方針も、過去の朝鮮戦争、ベトナム戦争へのアメリカの

対応を踏まえていること、良く理解できました。 

そのうえで、日本、台湾、韓国を中心に、東南アジア、東シナ海、南シナ海の地域をめぐる中国の対応に関し

て、とくに南シナ海への進出は無用の政治的緊張を高めている、そのような印象も持ちます。中国の香港に対し

てとった対応を含めて、日本の軍備増強の動きを支えるように影響していることも否めません。 

最後に語られておられた、法治国家、民主化に最終的には向かう、その方向に切に期待しています。ただ、そ

のプロセスはやはり難しいのでしょうね。鄧小平以降になって、始めて中国は一つの国家として長期的な対外政

策を有するようになった、とされたことは理解できました。ただ、それ以前は、日本の江戸時代の藩の体制であ

った、との位置づけには疑問を持ちました。新中国の建国以降、中央主権国家の体制になっているのではないで

しょうか。そのうえで、省政府が経済政策に関して、どのような裁量をもって中央政府の政策を受け止め、独自

に政策を進める余地があるのか、そこに関心を持っています。 

 

▲朱建栄：南シナ海問題に関しては、自分が翻訳した『中国と南沙諸島紛争』（呉士存著、花伝社、2017 年）

をご参照ください。http://www.kadensha.net/books/2017/201704chugokutonansa.html  

 

 

●安齋徹雄 

（１）なかなか面白かった。民主主義の把握では、民主主義とは経済としては資本主義なので無理があるので

は？社会主義をめざす動機が、市場社会では資本の論理に敗北してしまう。労働者は資本の上に立てない。社会

主義を目指すシステムは、党以外にはつくれないのでは？ それをどう構築できるか、それができないからソ連

も崩壊した。 

（２）市場では資本の論理が優位になるので、それをどう制御するのか？ 

 

▲朱建栄：この点についてはむしろ皆さんからご教示いただきたいです。これからの中国にとって参考になる

でしょう。ありがとうございました。 

 

●椎名鉄雄  

感想。お陰様で視野が広がりました。先生のお話は、実証的で説得力がありました。 

私は、習近平について誤解していたようです。単なる独裁者ではないことが理解できました。共同富裕の実現

http://www.kadensha.net/books/2017/201704chugokutonansa.html
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に期待したいと思います。但し、共産党員と一般国民の経済的格差は承認できません。 

台湾問題については、何とか武力行使をしないで解決の道を見出してほしいと願っています。当然、日本も武

力衝突を避けるための外交努力をすべきです。 

 

●匿名希望 

引退して十年近くになるため中国の現状には疎いのですが、このフォーラムの報告は、講義調に過ぎるように

も感じています。 

朱建栄先生のご報告は「超新星爆発」という表題ですが、既存の星が老齢化して爆発するわけですから、それ

は元もとの星がどういう性格のものであったかが問題となると思いますが、人は自分が見たものしか信じないし

それに基づいて考えるわけですから、思考する言語もその前提となる価値体系も異なる日中双方が理解しあうこ

とは難しいと思います。外国語の理解は、最も良い場合でも 80 点を超えることがないというのが、相場ですし。 

日本人の中国理解は、中国人は今どのように考えているか、それはなぜかという問題――日本人にとって直観

的に理解できない――があると思います。岩田弘さんもその中国論において、「自分は中国の人たちが何を考え

ているかと思ったことがなかった」と言っていました。岩田弘さんの理論も、「そういうことも考えられる」とい

う域を越えられたのか、判然としません。理論では満足できないという人がいるのは当然のことですし、このフ

ォーラムでも多数の研究者を招いて現実を追っかけているわけです。あえて強調すれば追いかけているだけであ

るわけです。 

例えば私の経験でも、中国人がなぜあれほど社会関係を作る機会を求めて頻繁に熱気をもって集まるのか、ま

たその席で中国共産党の個々の政策を批判しながらも、また中国共産党に入るとそれまでいいやつだった友人の

性格が変わってしまうことを知りながら、「中国共産党がなければ中国は各地方の対立ないし内戦状態になって

しまう」と思っているのかは、なかなかわれわれには理解しがたいものです。 

したがってこの講演においても、中国社会をどう理解するかについて彼我には大きな差異がありますので、

我々は簡明に論じられていた朱建栄先生のご見解に対してお話として理解することはできますが、中国社会ない

し中国国家に対する違和感をぬぐうことはできません。 

 

●高原浩之  

(1)中国の対米戦略は帝国主義的覇権主義 

 ｢総合国力を米国に並ばせることを最優先しそれまで正面衝突を最大限に回避する｣(｢３-５対米戦略が定まっ

た｣)。｢『新韜光養晦』戦略｣(同)。 

戦略が長期的である、この点で報告は納得できます。しかし、米中の対立と闘争における中国の立場をどう見

ているのですか？ 社会主義国の自衛と見ているのでは？ そういう擁護論を感じます。そうではなく、中国も

帝国主義的覇権闘争であり、米中両方に反対するのが人民の立場であると考えます。 

報告でも中国は資本主義と確認できます。｢途上国の発展段階では、あらゆる資源(人力･財力)を集中しなけれ

ば…長期的で持続的な発展戦略の制定と実施は不可能。｣(｢１-４一党支配･政治独裁の功罪｣) これは官僚制国

家資本主義です。 

帝国主義の重要な指標は資本輸出、それも確認できます。｢2010 年前後に、国内市場の飽和、生産過剰を背景

に…対外進出戦略｣(｢２-１転換の軌跡｣)。｢『一帯一路』構想はこの文脈で生まれた｣(同)。米国･西欧･日本は、

1970～80年代に戦後高度成長が行き詰まり、資本輸出に転じたが、後発の中国もそこに到達した。 

中国だけでなく、韓国･台湾とＡＳＥＡＮとインドも、アジアだけでなくアフリカも。｢北｣=｢中心｣に対する｢周

辺｣であった｢南｣で、２つの国家資本主義、官僚制国家資本主義(一党独裁=全体主義)と開発独裁(権威主義)によ
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って、後発の資本主義が成長し発展している。不均等発展。｢グローバル･サウス｣。そこから、中国が帝国主義と

して登場し(次はインド)、アメリカと覇権闘争になっている。それが現在の国際情勢の中心であると考えます。 

(2)中国の｢ウクライナ危機の政治的解決に関する立場｣はロシア擁護 

 ｢各国主権の尊重。中国はいまだにクリミアのロシア編入も認めていない。東部各州はウクライナ領内に残る

前提での解決方法を示唆。｣(｢４-２停戦に動き出す中国｣) 

 報告は、｢立場｣をこう解説しています。しかし、そうとは思えません。そもそも、｢立場｣の中で、中国は、ウ

クライナの独立時に確定した主権と領土(クリミアとドンバスを含む)に対するロシアの侵略を批判していない。

ロシア軍の撤退を要求していない。 

中国は、対米･覇権闘争でロシアと連合する戦略、そこからしてロシア擁護になる。かつて、仏独が対ロシア･

宥和主義から、クリミア併合を黙認した｢ミンスク合意｣をウクライナに強要したが、中国の和平工作は大体同じ

でしょう。 

ドンバスとクリミアにはロシア系の民族問題はある。それは、ロシア軍の撤退とウクライナの主権･領土の回

復の後に、ウクライナによる自決権の承認として解決されなくてはならない。結果、分離･独立となれば主権と領

土の変更だが、それでも自決権を承認しなくてはならない。台湾や香港、およびウィグル･チベットなど、地域人

民と少数民族の自決権を承認していない中国に、｢ウクライナ危機の政治的解決｣はできないでしょう。  


