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「中国政治の流れをどう読むか」講演要旨 

早稲田大学政経学部	 唐	 亮教授 
 
２０１３年１月１６日（水）	 星陵会館 

 
１．はじめに 
	  
	 いま中国で何が起きているか、どの方向に向かっているか、その中で日中関係をどう見

るかについて、去年出版した岩波新書「現代中国の政治」の内容を抜粋してお話したい。 
	 中国は改革開放政策以降、欧米、日本を手本として、経済の近代化、社会の発展、政治

的な民主化など近代化をどのように進めるかが大きな課題であった。その結果、急速な経

済発展を達成してきたが、大きな視点から見て中国の近代化は現在どのような段階に来て

いるか、どのような特徴またどのような挑戦を受けているか、メインの課題は何であるか

を把握する必要がある。昨年来いろいろな事件が次から次へと発生した。権力闘争、薄熙

来事件、日中関係、そして党大会・・・ 近では、南方週末事件、昆明空港、江西省電子

部品メーカーのストライキ等々・・・いろいろな情報が伝わっている。実際起きた問題の

詳細と経緯は把握しなければならないが、それと同時に大きな流れ、全体像をつかんだ上

で個々の事実、事件を把握する必要があると思う。 
中国が近代化に向かう中で、このような事件、問題をどのように解釈するか、そして中国

が何処に向かっているか、そのような視点を失敗を恐れずに提示してみたい。 
２．中国の発展段階 ― 第１段階は経済発展 優先 
	 中国の一党独裁は、人権弾圧、言論・報道の自由の抑圧というイメージが西側社会では

定着しているが、ただ、物事は視点を変えれば見方が微妙に変わる。中国が近代化を進め

て行く上で、どのような道具、仕組みで取り組んでいるか、この道具が近代化という目標

を達成する上で有効かどうかが評価の一つの基準になると思う。かつての欧米はどのよう

な道具を使っていたか。中国の毛沢東時代はどうだったか。中国モデル、欧米モデル、社

会主義モデルを比較してみたい。 
	 毛沢東時代はソ連を手本とした社会主義モデルであり、社会主義の政治体制、そして計

画経済、国有企業を柱とする社会主義経済体制であった。毛沢東は一人の人間に権力を集

中し、徹底的な思想統制を行った。そこにおいて社会主義は体制の原理、政策の原理だけ

でなく、国民の思想までコントロールしようとした。毛沢東時代は、全体主義的な体制で、

権力をより集中し、思想までコントロールし、資源も国家が完全に掌握していた。 
	 それに対して、鄧小平時代は一党支配体制とは言いながら、政治学者リンスの言う権威

主義体制であった。権威主義体制は思想がなく、メンタリティ（精神状態）しかない。権

力者はどうやって権力を維持し、国民を納得させるか。国民に向かっては、今は統制が厳
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しいが、将来は自由化するからと言い、保守派に対しては社会主義の看板を掲げ、その一

方、経済的には市場メカニズムを導入する。 
	 権威主義体制は中国の発展モデルの根幹を成しており、次の二点が重要である。一つ目

は重層的な集権体制である。共産党と国家においては、共産党に権力が集中されており、

また中央と地方においては、中央に権力が集中されている。政治的な求心力、指揮命令系

統が重層的な権力構造によって確立されている。西側諸国にはいろいろ批判されるけれど、 
中国共産党は「権力集中は我国の政治的優位性」と言っている。二つ目はいろいろな方法

で成されている社会統制である。代表的なのは、メディア統制と結社自由の制限である。 
社会的不安は昔からあり、貧困時代はどうやって衣食住足りるようにするかであった。今

経済発展している時代において、むしろ不満は更に増大している。権力にとって社会安定

をどのように実現するかは大きな課題である。中国共産党の社会統制のやり方は、メディ

アを握って、結社の自由を制限すれば、あとはやりやすい。社会不満はメディアの統制と

結社の自由制限により分断されてしまう。不満がつながって大きな抵抗運動になれば脅威

となるが、分断されれば抑え込まれる。中国共産党は軍隊と警察を持っているから、それ

でプレッシャーをかけて、時には若干の譲歩をして不満を抑える。 
	 開発独裁政治の論理は、中国の目標は近代化であり、近代化は他の全てに優先する課題

であると言っている。安定は発展の大前提であり、秩序の安定、社会の安定がなければ、

発展はできないとの論理である。中国共産党が遠まわしで言っているのは、貧しい国では

自由と権利を制限しないと、なかなか秩序と安定を守れない。 
	 毛沢東時代は計画経済、国有化を進め、悪平等であった。働いても働かなくてもあまり

差がつかず、インセティブがなかった。鄧小平時代になってから「先富論」が唱えられた。 
努力する人間、能力ある人間が先に豊かになって、それから貧しい人を助ける。鄧時代、

江時代は豊かになってから貧しい人を助けるという「共同富裕論」はさておき、「先富論」

が前面に出ていた。市場メカニズムの導入によって、能力ある人が先に豊かになって、人々

のやる気を引き出した。それが経済発展につながったのは事実であるが、反面、何でも金、

金の「拝金主義」は日本でも中国でも批判されている。 
	 中国の市場経済は日本とも欧米とも異なり、国家が経済活動に対して深く関わるという

仕組みになっている。マクロでは、人民元の管理制度、土地制度、金融制度や労働政策。 
ミクロでは、国家がいろいろな行政手段を使って企業の経営活動に介入する。いわゆる国

家資本主義である。 
	 途上国の言い分としては、そもそも出発点が違う。欧米は企業が近代化を主導し、国家

は秩序を守ることで経済の近代化をサポートしてきた。一方、途上国の企業だと、欧米や

日本の多国籍企業に対等に競争はできない。国家の主導により、資源の配分を有効に使う

ことにより追い上げて行くしかない。 
	 またキャッチアップするためには、スピードに対する要求も高い。欧米は産業革命以降

３００年かけて近代化を進めてきた。日本は近代化の超優等生で、明治維新から１００年
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で欧米に追いついた。韓国と台湾はもっと速くて５０～６０年で達成した。どうやって近

代化をスピードアップするかが課題であり、途上国にとっては、ある程度の国家の介入が

ないとスピードが上がらないというのも事実である。「北京コンセンサス」が「ワシントン

コンセンサス」に取って替わるのではないかと言われる所以である。 
	 このように中国の近代化の両輪は、政治の権威主義体制と経済の混合型経済体制と言う

ことができる。但し、中国が成功するかどうかは転換期で、まだはっきりとは言い切れな

い。 
	 中国の近代化の第１段階では、とにかく何でもかんでもパイを大きくすることが政策の

出発点であった。鄧―江時代において、発展の戦略はとにかく効率 優先、経済 優先で

あり、「先富論」が流行りに流行った。「拝金主義」は中国共産党自身が提唱したものであ

り、「向銭看」＝「向前看」で、農民の企業家を大いに推奨し、豊かになることは名誉なこ

とと持て囃された。１８、１９世紀の欧米の資本主義が鄧―江時代に持ち込まれたような

感じであった。権力者にとって経済発展は自己正当化につながるもので、多少不満があっ

ても、「以前に較べて我々は豊かになったじゃないか」で納得させられた。国民側の少数の

エリートを除いて、特に飢えている農民にとって、政治的な民主主義的な自由よりは、ど

うやってパンを手に入れるか、肉を食べられるかがより大切なことであった。そのように

して、経済発展は今日まで続いた。 
３．近代化第２段階の課題 ― 経済成長と社会発展の両立 
	 中国は以上述べてきた発展モデルを導入して、経済発展において成功を収めてきた。し

かしながら、成功を収めた反面、新しい問題が発生した。 
	 経済発展に伴って、大気汚染、水質汚濁などの環境問題が深刻になってきた。 
	 豊かになった反面、三大格差（農村と都市、沿海部と内陸部、階層間の格差）に象徴さ

れるように格差が拡大した。中産階級においても、ここ５～１０年は不動産バブルにより

住居が買えず、経済発展の果実を享受したとは言えない。個人の能力と努力以外に、分配

の不平等、制度的な不平等、機会的な不平等が拡大している。「時計男とマンションおじさ

ん」の例のように、中国共産党や役人の腐敗、不正、特権が目に余るようになってきてい

る。社会的弱者にとって、社会保障が脆弱であり、不満、不公平感が増大している。不満

を解消しなければ、いくら警察力で抑えつけても、完全に封じ込めることはできない。社

会政策を強化して、弱者を助け、公正、公平、平等な社会を構築することは、権力を維持

することと決して矛盾しない。胡―温体制を評価するなら、経済成長を進めながら弱者の

救済、ミニマム公共サービス、社会政策の拡充に力を入れた１０年間ではなかったかと思

う。 
	 日本は１９６０年代に国民皆健康保険制度、年金制度を確立したが、中国はこの５～１

０年、特にここ２、３年ようやく３つのカテゴリー（都市の勤労者、都市住民、農民）に

おいて、国民皆保険・皆年金制度を整備し、９割以上カバーすることができるようになっ

た。これからの大きな問題は、給付水準をどう引き上げるかである。先進国では、９５％
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の都市住民が５％の農民を支えるという構図になっているが、今の中国では付加価値の低

い農民がまだ３５％ぐらいであり、同じくまだ付加価値の低い都市労働者では、とても農

民を支え切れない。 
	 このように近代化の第２段階の課題を解決するには相当長い期間を必要とし、胡―温体

制においてかなり力を入れたものの、習―李体制においても同じ課題を抱えている。すな

わち、経済発展を図りながら、社会政策を強化していくのが基本方針と成らざるを得ない。 
	 更に中産階級の拡大と共に権利意識が向上し、その上ネット社会の到来により、情報発

信力及び動員のネットワークが急速に拡大しているため、中国は新たな不安定期に突入し

たとも言える。 
４．中国の今後 ― 民主化の行方と社会統制能力の維持 
	 近代化の第２段階をうまく達成できれば、次は民主化が課題となる。教育水準が高く、

社会的地位も高い中産階級は、民主主義が望ましいと考えているものの、ソ連の崩壊や中

国天安門事件の混乱を経験してから、民主化はまだ時期尚早、すぐには踏み切れないとい

う考えが大勢を占めている。 
	 前述の第１段階、第２段階をうまく達成することができるかどうかが、第３段階として

の民主化がうまく行くかどうかの前提条件となる。民主化自体は、経済発展の段階や社会

発展の段階と関係なく、行われることがある。一昨年のチュニジアやエジプトのように、

危機的状況が起きて、それに支配者がうまく対応できなければ、民主主義の看板を掲げる

勢力が政権を取ることはあり得る。しかし複数政党が誕生しても、民主主義がうまく定着

できるかどうかは甚だ疑問である。アジアでは、台湾や韓国は民主化がうまく行った方で

ある。中国にとって大きな教訓となったのは、ソ連の崩壊であった。国家が分裂し、政局

が混乱し、マフィアが横行し、社会主義が崩壊した。そのうえ民族問題が発生し、今日で

もまだ完全に解決したとは言えない。経済規模が１９９２年の水準に回復したのが、２０

０３、４年になってからである。 
	 民主化のコストが高くつくか、低く済むか、ソフトランディングか、ハードランディン

グかは、偏に民主主義の成熟度による。民主化自体はさほど条件はいらないが、ソフトラ

ンディングするかどうかは、民主主義の成熟度という非常に厳しい条件が必要である。 
	 ①経済の発展水準	 ②教育の水準	 ③法や諸制度の整備状況	 ④中産階級の比重、市民

社会の成熟度	 以上挙げた４条件が民主化の前にどこまで成熟化しているかが、民主化の

コストと将来民主化がうまく定着するかどうかの決め手となる。 
	 さて、今後の中国は更に経済成長、社会発展を続けることができるだろうか？ 
	 理論的には可能性があるとみている。ひとつには巨大な内需市場を控えていることが大

きい。沿海地域でも日本と較べれば、公共投資が全く不足している。内陸地域に至っては

まだ開発の緒に就いたばかりである。 
	 また、民間企業の力がまだ弱いが、この３０年間、人材、資金、経営ノウハウ、理念等

企業経営力が徐々に上がってきているので、民間の力を発揮できれば、中国経済は今まで
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の９％でなくとも、６～７％は成長を続けられるのではないか。 
	 ポイントは政治、中国共産党の社会統制能力にあるのではないか。今までの発展の大前

提が社会安定化能力、政策実行能力にあった。政策の多少の失敗があっても、試行錯誤で

修正が可能であり、修正できればまたすぐ再出発できた。もし、体制が崩れていたら、ソ

連の例のように、もう一度体制を立て直して近代化の軌道に戻すには相当時間がかかって

しまう。 
	 インターネットの発展により、結社自由の制限、メディア統制が挑戦を受けているだけ

でなく、グローバル時代、自由化の時代においては、世界が注目している中で、中国共産

党が力だけで抑え込めばよいという訳には行かなくなっている。 
	 近代化の第２段階において、社会統制能力が持ちこたえられるかどうかによって、中国

のこれからのシナリオが変わってくる。私見では、何んとか持ちこたえられるように思う。 
ただ悪い方のシナリオとしては、不満がまだ収まっていないところで成長が止まれば、不

満がさらに倍増する。 
	 社会統制能力があるうちは、いろいろな問題発生はむしろ改革の契機になり得る。２０

０３年のＳＡＲＳに対する対応はまだ記憶に新しいところである。情報公開を進め、危機

対応体制を確立し、また人々は政府は批判できるのだということを認識する。勿論、一回

二回の事件で中国がいい国になるとは思わないが、そのような事件が反省のきっかけにな

り、感覚を積み重ねれば民主化の第２段階の課題の解決につながると思う。統制能力があ

るという前提であれば、いろいろな問題は更なる改革、前進のきっかけになるが、うまく

対応できなければ民主化が盛り上がる状況となるであろう。 
 
〈質疑応答〉 
Ｑ：１．２０３０年に中国のＧＤＰが米国を抜くかどうか。 
	 	 ２．中国の中間層が拡大した時に、一党独裁制を続けられるかどうか。 
	 	 ３．それに失敗した時に、国民の目を外に向かせる可能性が高くなると思うが・・・ 
Ａ：１．成長率が９％から６～７％になっても、中国のＧＤＰは２０３０年には米国を上

回るようになると思う。ただ、中国は米国人口の５倍あり、一人当たりＧＤＰ、 
	 	 	 	 すなわち質的にはかなり劣っている。 
	 	 ２．確率的になかなか言えることではないが、一党独裁制が崩れる可能性は高いと思

う。改革開放以来３０年、インターネット時代、グローバル時代を迎えて、南方

週末事件をみても、底辺では民主主義的自由を求める声が強くなっており、それ

が流れで、当局がそれを力で抑えることが難しくなってきている。中国はまだ荒

っぽい社会であり、権力側は制度、改革、ガバナンスの能力と理念が不足してい

るし、民衆側も充分成熟していないため、すぐ暴力に訴えるなど主張するときは

非常に激しい。従って中産階級は民主化にまだなかなか踏み切れないでいる。今

後社会が落ち着いてきて、話し合いによって徐々に自由を拡大して行けば、必ず
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という保証はないが、１０年、２０年経てばかなり変化が出てくるのではないか。 
	 	 ３．中国と日本を較べて、政府と民間で分ければ、中国は民間でナショナリズムが激

しくなる傾向がある。弱者が沢山いる社会で、不満のはけ口をナショナリズムに

求めやすい。政府は近代化を進めなければならない目標があり、政治と外交の直

接の当事者であり、極端な外交をやってもうまく行かないことが多いので、ナシ

ョナリズムは禁じ手であり、使いにくい。ただし体制が崩壊した時はこの限りで

はない。日本の政府は選挙があるため、大衆的な人気を考えなければならず、民

衆のナショナリズムに流されやすい。 
Ｑ：中国の方が「中華思想」を超える思想があるだろうかと言っていたが、それについて 
	 	 のお考えは？ 
Ａ：アヘン戦争までは、中国は「中華思想」を持ってアジアの秩序を保っていた。近代に 
	 	 入って文明国から凋落し、二流、三流国になって、意識の構造は状況によって変わっ 
	 	 てきた。もし、弱国になって強国にいじめられても「中華思想」を持ち続けていたら、 
	 	 それこそ世界の非常識と言われたでしょう。毛沢東が新中国を強い国に作ろうとして 
	 	 うまく行かなかった。私自身、「中華思想」という言葉は日本に来るまで知らなかった 
	 	 し、華夷秩序は中国では教えられていなかった。我々の世代では、むしろ中国の後進 
	 	 性―日本、欧米に対して遅れたという意識が強く、どうやって追い付くかが課題であ 
	 	 った。１９９０年後半のアジア危機を乗り越え、２００１年９．１１の反テロ、リー 
	 	 マン危機、北京オリンピック、上海万博を経て、徐々に大国としてどう振る舞えばよ 

いか、世界秩序の中でどういう役割を果たして行くかを意識するようになった。ただ、 
仮に中国が強い国になっても、昔の状態に戻ることはないだろう。その点、日本での 
受け止め方と中国の実態にはかなりのギャップがあると思う。 

Ｑ：中国の国家財政、税制はどうなっているか？ 
Ａ：国債を発行しているが、国家財政は健全な範囲にあると思う。所得税が国家の税収の 
	 	 中に占める割合は低く、税金を払わない低所得者も数は多い。地方政府は土地の使用 
	 	 権を売って財源としているが、そのため土地やマンション価格が高騰し、そのことで 
	 	 都市住民は政権に対して不満を持っている。 
Ｑ：２０２０年までの成長を考えれば、エネルギーが成長を制約する要因になると思うが、 
	 	 いかがお考えか？ 
Ａ：確かにエネルギーは大きな制約要因であり、中国政府はあらゆる手段でエネルギーを 
	 	 確保したいと考えている。先週国家の「エネルギー政策」を発表したばかりで、エネ 
	 	 ルギー問題は間違いなく成長の制約要因である。地球温暖化の問題もあり、中国では 
	 	 エネルギーの使用効率を上げることに重点を置こうとしている。２０２０年をピーク 
	 	 に、ＣＯ2削減を考えており、そのためには技術進歩が必要である。 
Ｑ：軍に対する統制、ガバナンスはどうなっているか？ 
Ａ：「軍が党に従う」ことで、シビリアンコントロールを行っている。軍の中に党組織があ 
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	 	 り、人事権、意思決定権を握っている。軍の中の政治部は、思想、人事を担当してお 
	 	 り、軍の司令官は政治委員の指示・命令に従わなければならない。そのようなことで、 
	 	 西側諸国と微妙に異なるが、党が組織と人事で軍をコントロールすることで、シビリ 
	 	 アンコントロールを行っている。中央においては軍事委員会があり、連隊まで党の支

部があり、党が軍の指揮権を独占してきた。 
	 	 他の途上国と較べて中国の軍は比較的おとなしく、クーデターもなかった。ただ、中 
	 	 央が分裂した時に軍がどちらの方に付くか、分からなくなる。 
	 	 政治が安定していれば軍は表に出て来ないが、権力内部が不安定になれば不確定要素 
	 	 になり得る。 
Ｑ：中国の大きな流れは分かったが、現在喫緊に起きている問題についてはどうか？ 
	 	 また、中国の軍がドンパチを仕掛けてくることはあり得るか? 
Ａ：小さな島のことで、日中関係に大きな影響が出ているが、どのように落とし所を探る 
	 	 か、関係の正常化を戻すか、ただ双方そのような意図があっても、ナショナリズムの 
	 	 意識があり、なかなか譲れないのが今の実態である。私の考えでは、相手のいい所を 
	 	 見て、エールの交換をすべきだと思う。 
	 	 中国の軍が攻撃してくることは全くあり得ない。今まで進めてきた近代化、国際関係 
	 	 をぶち壊すからである。ただ、偶発事故はあり得るが、武力で解決はあり得ない。中 
	 	 国の目的は棚上げにすることだが、日本政府は認めたくない。個人的には、もっと建 
	 	 設的な意見を出し合って、お互いに分け合うのが一番良いと思っている。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以	 上 
 


