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11.6加々美フォーラム事後報告 

（2011.11.15 フォーラム運営委員・矢沢国光） 

■フォーラムの案内文書 

●講師 加々美光行氏［愛知大学法学部名誉教授、愛知大学

国際中国学研究センター・フェロー］ 

●期日 2021 年 11月 6 日（土） 13時 30分～16 時 30 分 

●方式 ＺＯＯＭによるオンライン形式   

●テーマ 

  巨大経済大国化する中国と党独裁国家 

       －－習近平の夢と中国民衆のゆくえ－－ 

●主旨 

 中国は、数十年以内に、アメリカを抜いて、世界一の巨大経済大国になろうとしている。

西欧的民主主義政治を否定する一党独裁体制の国家が世界経済の最強国となるのは、史上

初めてである。 

 毛沢東は、西欧・ソ連の「共産主義」と異なる「毛沢東思想」によって固められた党・軍

によって国共内戦を勝ち抜き、中華人民共和国を実現したが、毛沢東にとって中華人民共和

国は、毛沢東主義世界革命への通過点にすぎなかった。 

 毛沢東は、そのカリスマにより、自ら作った党・軍の官僚制（ビューロクラシー）を破壊

して、大衆動員（「大民主」）により、毛沢東主義世界革命に突き進もうとした。そのけっか

は、大躍進・文化大革命の失敗－－中国人民にとっての大災厄であった。 

 鄧小平は、個人独裁体制の否定・集団指導体制と党・軍官僚体制（ビューロクラシー）の

再建の上に、中国経済を西側資本主義経済に開放し、経済大国化の道を切り開いた。対外的

には、「韜光養晦」に徹した。 

 習近平は、（台湾統一を最終目標とする）「偉大な中華民族の強国」の実現を自らの歴史的

任務とし、党・軍に対する個人独裁体制の構築［集団指導体制からの再転換、ただしカリス

マにはなれない］に向かっている。 

 そのために対外的には「一帯一路構想」による中国経済圏の拡張と軍事力の強化を進め、

併せて、国際社会の承認を得るために、自然環境や国際テロへの対応に率先して尽力すると

ともに、既存の西欧的「民主主義」政治体制と異なる中国独自の「民主」「文明」を主張し

ている。 

 対内的には「習近平思想の教育」と「共同富裕」による「社会主義化」を推進し、また、

社会統治の手段としての個人監視体制を、最新のデジタル技術によって構築している。 

 こうした習近平中国に対して、西側からは香港・新彊ウイグル問題をはじめとして、「言

論弾圧」「覇権主義」「人権抑止」の非難が強まっているが、中国大衆の大勢は、むしろこれ

に反発し、習近平政権を支持している。 
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 習近平政権と中国民衆のゆくえについて考える。 

 

●参考文献 【加々美光行の単著】 

『歴史のなかの中国文化大革命』岩波現代文庫 2001 年 

『鏡の中の日本と中国‐中国学とコ・ビヘイビオリズムの視座』日本評論社 2007 年 

『中国の民族問題‐危機の本質』岩波現代文庫 2008 年 

『裸の共和国‐現代中国の民主化と民族問題』世界書院 情況新書 2010 年 

『未完の中国‐課題としての民主化』岩波書店 2016 年 

 

■講師（加々美光行）の報告 

巨大国家化する中国の内政と外交： 

カリスマ支配を目指す習近平と米中日三国関係 

報告者：加々美光行：愛知大学名誉教授 

アジア経済研究所名誉研究員 

2021 年 11 月 6 日 世界資本主義フォーラム・オンライン講演 

 

目次 

Ⅰ．新たに台頭する習近平政権下の中国 

（１）経済成長で米国を凌駕する中国 

（２）世界の枠組みの大転換、米中対立の激化 

Ⅱ．中国の成長政策の軌道修正と新たな改革 

  ( 1 ) 中国が推進する新たな改革 

  (２) 電力改革とエネルギー構造転換による混乱、大規模停電 

（ ３ ）不動産バブルへの挑戦 

  ( 4 ) 世界第一の大国と化す中国と「思想の形骸化」 

Ⅲ．終わりに：習近平政権の最後の挑戦 

 

Ⅰ．新たに台頭する習近政権下の中国 

 

（１）経済成長で米国を凌駕する中国 

 ・2020 年米中日三か国の GDP比較。 

   世界第一位：米国＝22 兆 3200 億ドル。GDP：対前年比－3・4％ 

   世界第二位：中国＝15 兆 2700 億ドル。GDP：対前年比＋2・3％ 

   世界第三位：日本＝5兆 4100 億ドル。GDP：対前年比－4・6％ 

   中国の 2019 年比GDP 成長率は主要諸国で唯一のプラス成長。 
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   中国の GDP は 2010 年に日本に追いつき、以来 2021 年までには日本の約 3 倍にま

で成長した。 

 ・こうした情勢下に、世界の予測は 2027 年までには GDP で中国は米国に肩を並べ、以

降急速に米国を追い越し、世界第一の巨大経済国家になるとしている。米国の危機感は沸点

に達している。 

 

（２）世界の枠組みの大転換、米中対立の激化 米国の世界覇権の危機と中国の新たな覇権

の台頭 

    

 ・2021 年５月以後、バイデン政権になってからの米国はこのような中国の高成長に対し、

「保護主義」の立場から警戒心を強め、同盟諸国に対し、「中国包囲網」を形成するよう呼

び掛けている。当然、米国の本音は中国の発展が自国米国をも凌駕し、世界覇権の地位が中

国に入れ替わると言う危機意識から出発している。 

・警戒心の典型例がトランプ政権の末期、2021 年 1 月 19 日に当時のマイク・ポンペオ国

務長官が「中国でウイグル民族がジェノサイド（皆殺し）されている」と発言したことであ

る。このジェノサイド論に日豪などの同盟国が同意し、対中包囲に加わっている。 

 ・新中国誕生の 1949 年から今日まで中国は一貫して共産党の一党独裁・個人独裁を維持

したまま、表向きは民主諸党派の存在を許しつつ、人民代表大会（国会・県議会）は実質的

に多党制原則を否定している。習近平政権の下で選挙制度は最近改革が進み、北京市では部

分的に直接選挙を導入し始めているが、全国人民代表大会選挙では直接選挙ではなく間接

選挙を採用している。 

・米国の意図は明らかに、日豪印のクアッド（Quad）に英国を加え、インド・太平洋の

同盟諸国を総動員して中国を経済包囲、少しでも中国の発展にブレーキをかけ、米国を追い

越すスピードを鈍らせようとしている。     

・その反中包囲戦の先頭に立って、バイデン政権の「ウイグルジェノサイド」論に同調し

ているのが日本である。この批判はより広く中国に対する人権批判として拡大している。

2021 年 10 月現在、豪州も欧州諸国もこのキャンペーンに加わってますます拡大を続てい

る。 

 ・事実、人民共和国誕生から今日まで 72 年間、中国は一貫して共産党独裁・個人独裁を

維持したまま、表向きは民主諸党派の存在を許しながら、実質的に多党制原則を否定し、各

級選挙代表制も直接選挙制を採用せず、間接選挙に留まっている。民族政策もこの党独裁制

を反映して、主要民族である漢民族を除くいわゆる「少数民族」に対しては「抑圧的」 政

策を採っていると言わざるを得ない。 

・『中国はこうした米欧日の反中批判攻勢を受けて、従来通り「自身の正当性」を訴える

だけの外交では限界があると考えるようになった』。 

成長をある程度犠牲にし批判に応える改革政策を始めようとしている。 
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Ⅱ．中国の成長政策の軌道修正と新たな改革 

（１）中国が推進する新たな改革 

 米国主導の中国包囲に対し、中国は好調な経済成長の余力を使って、以下の四大改革を推

進し、自国の経済成長を鈍化させても、長期安定成長の道を選ぼうとしている。 

１、石炭火力を中心とした化石燃料に依存した電力構造を風力・太陽光など非化石燃料に

転換する。 

 ２、「恒大」に代表される不動産大手企業の債務整理と不動産バブルの解消。 

 ３、今年８月末、芸能界の女優・鄭爽など 一部に見られる超高額所得者の整理。 

 ４、小学・中学高校・大 学・大学院までの学校教育が詰込み教育になっている現状を大々

的に改め、社会主義思想教育を強化する。 

 

 この四大改革（「電力構造改革」、「不動産バブル解消」、「芸能界の過剰所得の解消」「詰込

み許育の解消」によって「共同富裕」の大目標を実現し、かつ「習近平思想」に基づく「社

会主義思想教育」の重点化が当面目指されている。 

     

(２)電力改革とエネルギー構造転換による混乱、大規模停電。 

・2021 年 10月 27日発表：中国国務院新聞弁公室『気候変化に対し中国が採るべき政策

と行動（中文で中国应对气候变化的政策和行动）』白書の発表。 

 ・基底にあるのは 2020 年 9月発表の「双碳戦略」目標の再確認。2030 年までに炭素（カ

ーボン）排出ピークアウト（中文で碳达峰）」と「2060 年までに炭素排出ゼロ（碳中和、カ

ーボンニュートラル）」の実現。 

 同白書は 2011 年以来毎年出されている。この白書によれば 2020 年の炭素の炭素排出量

は 2015 年比で 18・8%下がり、かつ基本的に排出速度がプラスからマイナスに逆転した。

化石燃料である石炭生産を大幅に制限したわけである。 

 これに伴って、水力・太陽熱・太陽光・風力・地熱・バイオマス・原子力など非化石エネ

ルギー消費への需要が急伸し、全エネルギーに占める比率が 15・9％に高まった、と述べて

いる。 

 

 さらに中国政府は今年 10 月末、「気候変動枠組み条約第 26 回締約国会議 COP26」を目

前に、2060 年までにこの非化石エネの比率を 80%以上に引き上げるとした。中国は明らか

に国家レベルでエネルギー需給の構造転換を図ろうとしているのだ。 

 

ところがこうした状況下、国家政策の影響を受けて、2021 年 9 月下旬、吉林・遼寧・黒

竜江の東北三省、及び江蘇、浙江、湖南、安徽、広東などの南方諸省で大規模な停電が発生

し、大混乱となって今も続いている。これには「双碳戦略」が深く関係している。「双碳戦
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略」によって、発電の主要エネルギー源である石炭供給と石炭採掘・備蓄が抑制され始めた

ため石炭価格が暴騰、発電用石炭に当面不足が生じたのだ。 

 

 石炭価格はこのため 2020 年 1月にトン当たり 550 元だったものが 2021 年 9 月下旬に約

750 元に高騰した。石炭備蓄も昨年 1 月に 2 億 2000 万トンあったのが今年 9 月には約 1億

2000 万トンになった。 

 発電用石炭火力が逼迫した状況下に、石炭同様の化石燃料である石油、天然ガス供給に転

換するにはどちらも輸入依存率が高いため限界があった。原油の輸入依存率は 2016 年に

68%だったのが 2019 年には 72%になり、天然ガスの依存率も 2016 年に 35%だったのが

2019 年には 45%になっていて既に余力がなかったのである。太陽光、風力など非化石エネ

への転換が急がれたのもこのためだった。 

   

 その一方、2021 年 9 月 29 日、中国国家発展改革委員会は冬場に向けて暖房など電力需

要が増大することを考慮して、一時的に石炭供給量と備蓄の抑制を緩める政策を採ったが、

なお功を奏していない。 

 

（３）不動産バブルへの挑戦 

 2021 年 7月 23日、国務院の「住宅・都市建設部門など 8 部門」が『不動産市場の秩序を

引き続き維持し整えることについての通知（关于持续整治规范房地产市场秩序的通知）」を

発布。 

 「通知」はまず原則として、住宅とは第一に「住むためのもの」であり「投機のためのも

の」ではないとした。第二に地価と住宅価格を安定させ法治思想と法治方式を遵守すること。

第三に住宅・宅地の不動産などは人民一般の安堵感、幸福感を増すものであること、とした。 

 その他、１.不動産開発に関し、設計図や売買契約のない建設工事は認めない。２.「消費

者ローン」「ビジネスローン」など「個人用住宅ローン」でない資金契約や土地開発取引は

認めない。などとした。 

 地価や住宅価格がバブル化し、その売買が投機化しているとし、かつ多くの専門家が「都

市化の速度」が衰えない状況では、不動産バブルは消えないと見ている。 

 

(4) 世界第一の大国と化す中国と「思想の形骸化」 

今年 7 月 1日はたまたま共産党設立 100 周年だった。その共産党は巨大化している。2021

年 6 月現在の党員数は 9,514 万 8 千人。2019 年世界人口統計で換算して、世界 15 位のベ

トナムの人口とほぼ並ぶ。つまり一つの党だけで大国の一つに優に数えられる規模を持つ

他に類を見ない世界第一の巨大政党なのだ。 

1921 年 7 月党結成当初の党員数はわずか 57 名だった。それに比し、今年上半期だけで

新規入党者数は 231 万人である。 
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問題はこの膨大な党員数をもって、共産党がなお一党独裁制を維持し続けている点にあ

る。他の八つある民主諸党派は圧倒的な少数派にとどまって、影響力を事実上行使し得ない。

社会主義の「イデオロギー的優位性」が党の量的優位を可能にさせたのか？そうではない。

むしろ中国社会自体の「大衆化、マス（mass)化」（2020 年 11 月現在の総人口 14 億 1,178

万人）が共産党の「マス化」を生じさせている。かつて 1969 年ダニエル・ベルが主張した

ようにマス化はイデオロギーの終焉をもたらす。社会主義政党としては社会のマス化が党

のマス化を引き起こし、同時に「思想の形骸化」をもたらしたのである。 

     

2012 年 11月の中共第 8回党大会で党総書記に就任した習近平は、党の「思想の形骸化」

に強い危機感を抱いて、社会主義教育学習の重要性を強調し始めた。2011 年秋の胡錦涛時

代までに徐々に社会主義的教養がいいよいよ「空洞化」してきていたからである。 

 

思想イデオロギーの「空洞化」は、1989 年 11 月のベルリンの壁の崩壊以後、東西冷戦が

終焉して顕著となった。 

同年 2 月の F・フクヤマの著書『歴史の終わり』がベルリンの壁崩壊と重なって、急速に

「社会主義」の用語が死語化し既に 30 年が経つ。 

この間、東欧が西欧に吸収されるとともに、社会主義国家自体が崩壊し始め、現在ではほ

ぼ中国、北朝鮮の二国を残すのみとなった。 

その後、1992 年 2 月最晩年の鄧小平が「南方視察講話」（南巡講話）を残して、「市場経

済化」への大号令を発して以来、中国の社会主義も物質的富強化に偏寄して「思想の空洞化」

を強め、実質的に中国全土で「市場経済化」を加速させた。 

4 年後の 1996 年、S・ハンチントンの著作『文明の衝突』が登場し、世界の矛盾は資本主

義と社会主義の思想対立ではなく、「宗教・文化の対立」へと転換したと主張、その影響下

にいよいよ思想イデオロギーの時代は「空洞化」し、中国・日本・欧米に限らず、さらには

第三世界にも広がった。 

しかしその後も、中国共産党のマンモス化は進行した。何がその動力となり得たのだろう

か？一党独裁下の「富裕化」？ それを可能にさせたものは？ 

 

入党が、党内だけでなく、中国社会全般において「ヒエラルヒー」を上に向かって駆け上

がるための有力な登竜門となった時、党のマンモス化へ向けて道が一気に開かれたと言え

る。 

このようにイデオロギー思想のタガが外れた状況下に党のマンモス化を推進した動力が、

大小の「利権」であったことは間違いないだろう。党自体が社会末端まで「利権化」して行

ったのである。 

 

2008 年最晩年の元党中央宣伝部長、朱厚澤が残した遺文に中国の政治改革について以下
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のように述べている。 

当初、中国の政治改革を逸早く主張したのは、1984 年から 1989 年 4 月の死にかけての

胡耀邦の一連の言説だったと朱は述べる。胡耀邦の主張の根本は「党政分離」にあった。党

があらゆる社会の隅々まで党細胞組織を置いて何もかも管理支配するのではなく、各級

（区・州・県・省・中央）「行政」機関の分野は「党支配」から解き放って「党と分離」す

べきだと言うのである。 

党の社会末端までへの支配は、反右派や、文革のような政治運動時には、「運動」の「大

衆化」を可能にするが、平時には「進学、就職、婚姻、転職」などを左右し、それにまつわ

って当然に党の「利権化」を呼ぶ。いわゆる「党改革」はこの「利権化」とどう係るのだろ

うか？ 

少なくとも「党政分離」が党の「利権化」を押し留める働きをすることは推測できる。 

事実は胡耀邦の呼び掛けにもかかわらず、中共がこの「党政分離」を実現出来ず、党支配を

「利権化」させる政治的な立ち遅れを放置したまま、経済的に世界最大最強の国家であり続

けてきたという点にある。 

 

Ⅲ．終わりに：習近平政権の最後の挑戦 

2021 年 8 月 24 日、第 3 期を迎えようとする習近平政権は、党の社会主義思想の「空洞

化」と「利権化」の傾向に立ち向かい始めた。具体的には小学校から大学院まで全教育課程

で「新時代の中国的特色を持つ社会主義思想」として「習近平思想」を必修科目としたのだ。 

「毛沢東思想」「鄧小平思想」以来、最高指導者に「思想」の名を付けて呼ぶことはなか

った。もともと胡錦涛前総書記は 2002 年秋の第 16 回党大会で「集団指導」の考えを打ち

出した。もはや自身が「個人カリスマ」になり得ることはなく、個人独裁の時代は過ぎたと

考えたと思われる。しかし習近平は改めて「集団指導」を否定し「個人カリスマ独裁」を目

指し始めた。 

しかし毛、鄧の時代には民衆はなお「秩序を持った」コスモスの世界に生きているよりは

「混沌」カオスの世界にあった。つまり毛や鄧は「カオス」の世界の上に立つ独裁者だった。

しかし今日の中国社会は「カオス」を越えた「コスモス」の現代社会にある。習近平は「コ

スモス」社会の上に立つ「個人カリスマ」を目指している。それは過去に類例のない新しい

「挑戦」である。 

 個人カリスマ・毛から現代社会の個人・習へ、大きな変化の条件は二つ。 

第 1は中国の AI、IT の技術が世界トップクラスであること。このため、宇宙空間のこと

から地上のことまでも十分な情報が入手される。2015 年 7 月に打ち出した製造業発展戦略

だが「中国製造 2025」もその一環である。 

 第 2 に、あらゆるコンピューターやスマートフォンに盗聴を掛けることが出来る。但し

そこから得られた膨大な個人情報は、誰がモニタリングするのかという問題がある。 

 問題はこの数年の AI,IT の技術の飛躍的発展によって、コンピューターやスマートフォ



8 

 

ンの膨大な情報を当局が IT によってスクーリングされ整理される。「誰がどこで何をしよ

うと何をしているかが」、逸早く捕捉されてしまうのである。 

 街頭の一本の電信柱に 5~6 個の「監視カメラ」が仕掛けられているのがよくテレビニュ

ースなどの映像に映る。その画像も膨大なものがあり、従来なら容易にモニター出来るもの

ではない。だが AI,IT の力によって、それも容易に可能になった。 

 この 5，6 年、中国社会でウイグルに限らず少数派民族の抗議運動が見られなくなった。

AI、IT によって少数派民族だけでなく漢民族一般の治安管理も徹底され、社会の防犯治安

管理が格段に進んだ．ウイグルは行動を起こす前に、その行動を知られ抑え込まれる。 

 本来、「混沌」のなかにある中国社会によって、毛沢東のような個人カリスマが登場し得

たものを、現在は AI,IT 技術によって「秩序」の中に置かれる中国社会に立たせる。「秩序」

（コスモス）の社会に「個人独裁」（カリスマ）が立ちえた時、習近平個人独裁は可能にな

る。 

 しかし、その「個人カリスマ」の永続性は何によって保障され得るものとなるのか。高度

に近代化された中国社会の現在の条件下に習近平にその能力があるとは考えられない。 

 

■質疑 

●星野 裕史 ウイグルへの抑圧があるという根拠はなんでしょうか？ウイグルを良く訪

れる日本人の方がそんなものはないと言っていますし、国際社会のまともなジャーナリス

トも日本のメディアと違い同様の記事を書いていますが？ 

●稲垣豊 アメリカ政府の横やりやデマを批判しながら、新疆ウイグルの問題にも向きあ

おうとする加々美先生の姿勢に励まされます。私の情報源は中華圏の独立ジャーナリスト

が主宰するウェブニュース『端傳媒』です。もちろんアメリカ右派やウイグル協会の主張に

依拠しているわけではありません。有料記事ですが興味のある方はお読みください。

https://theinitium.com/channel/xinjiang-reeducation-camp/ウイグルでの抑圧については、

『トマト缶の黒い真実』という本でも取り上げられていました。民族抑圧のうえに資本の抑

圧がグローバルに影響していることを告発するフランスのラディカルなジャーナリストの

著書です。 

 

▲加々美 民族問題は、つねにフォローしています。日本の世論は、ウイグル抑圧があるか

ないかで、まっぷたつに分かれています。 

 2015 年までは、ＡＰ、ＡＦＰ等の外電も「中国に行くとウイグル民族地区は立ち入り禁

止」と伝えていた。ここ 2 年ほど、わたしは中国に行っていないが、立ち入り禁止にはなっ

ていない。 

 新彊からの留学生に聞くと、かなりデモが抑圧されたという。デモをしようとすると逮捕

されたと言う。 
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 5、6 年前には、欧米の新彊ウイグル族弾圧の報道は、いつ、どこで、どのくらいの数の

もという具体的なことが新聞に書かれていた。いまは、ジェノサイドの議論だけで、虐殺し

たという報道はない。報道が閉ざされているのは事実だが、「虐殺した」という根拠も乏し

い。激しい弾圧があっても報道されないだけかもしれないが。 

 わたしは、二つのことが言えると思う。 

 第一に、報道に値する大きな流血・弾圧事件は生じていない。 

 第二に、抑圧情況は、二重言語教育にはある。これは半世紀以上の長きに及ぶ。漢語とウ

イグル語の二言語が同時並行的に使われる。どうしても漢語が優勢になる。漢民族との取引

が経済的には重要だからだ。漢民族との接触なしに富裕は実現しない。 

 二重言語下では、漢語に教育が偏り、漢語の優勢が顕著になる。中には、漢語はきれいに

話せるがウイグル語はうまく話せないウイグル人もいる。 

 日本のアイヌ民族保護のように、少数民族の政治・文化を法制化して守ることが、今以上

に徹底されなければならない。中国共産党当局には、こうしたことが不足している。 

 ところが、わたしがこのように言うと、ウイグル地区の漢民族からは「加々美は認識不足

だ」と批判される。ウイグル族は大学受験や移住で優遇されている、という。 

 教育上の優遇措置のあることは知っているが、それでも足りない。漢民族地域への移住は、

かんたんではない。ウイグル社会が移住したウイグル人を援護してくれるか。同朋を助けた

いという気持ちがあっても、難しい。 

 教育だけでは、生きられない。職業の困難を北京政府が助ける必要があるが、それがない。 

 日本は、アイヌ政策を戦後あらためた。中国の少数民族政策が解決策となっていないのは、

漢民族の少数民族に対する認識が深まっていないからだ。「法律による解決」だけでなく、

漢民族が認識を深めて、少数民族の保護を進める必要がある。 

 

●北原徹 中国共産党の統治の正統性は、経済成長が確保されていることにあるのではな

いか。政治的には独裁的であっても、経済成長が持続していれば、独裁的か民主的かはどち

らでもよい、というようになっているのではないか。中国共産党は、経済成長によってどこ

まで国民の支持を維持できるか疑問だ。「共同富裕」は、経済の足を引っ張る可能性があり、

経済の減速は共産党独裁の政治的正統性を危うくするのではないか？ 

  

 ▲加々美 経済発展の継続が共産党政権の支配の正統性を支えている――これは、中国だ

けでなく、どの国でも同じだ。経済成長下で指導者が倒された例はない。経済改革の失敗が

命取りになって、個人独裁政権が倒されることはよくある。 

 問題は、支配の正統性が、経済の成功だけで維持されるか、だ。 

 習近平のように長期（終身）政権を狙うばあい、それを安定化させるには経済的成功だけ

では足りない――習近平がこう考えたとしても不思議ではない。 

 中国経済がアメリカを追い越して世界一になることは、間違いない。そのかぎりでは習近
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平が最高の地位に居続けることは可能だ。 

だが、権力者は最悪の事態も考える――「終身最高指導者」になるためには、習近平が死

ぬまで経済成功が維持できるかどうか。それは、不明だ。だから習近平は自己のふるまいを

考えるとき、経済成長だけに賭けることはできない。 

習近平は［講演で述べた］さまざまな改革を実行しているが、その改革が、明らかに経済

成長の足を引っ張っている。俳優の飛び抜けた収入をつぶして収入の平準化を図れば、経済

成長の足を引っ張るのは確かだ。 

 経済成長が 2-3％にまで落ちたとき、習近平がそれでも（先に挙げた）改革をやりつづけ

るか。 

 ただ、経済成長が高度に持続すれば、中国の「社会主義」思想が空洞化する。空洞化した

とき、共産党の独裁が維持できるか、という危惧を習近平は当然抱く。だから自分の晩年―

―5年、10年――を使って、その芽をつぶしていく。「社会主義」だけでなくあらゆる思想

が空洞化したら中国共産党の政権が維持できなくなる。そこに、習近平があと 5 年、10 年

政権を担当する、という考えに行き着いたのではないか。 

 経済成長が中国共産党の政権を支えているが、経済成長は、日本の低成長社会を見ればわ

かるように、未来永劫続くわけではない。 

 そのとき、こらえて中国共産党が中国社会を引っ張るには、ことばで「共産主義」「社会

主義」というだけでは足りない。実体を伴う思想に仕立て上げることであり、それが習近平

の最後の仕事になる。 

 

●藤田 明日から始まる中国共産党 6中全会で、習近平は何をしたいのか？ 

 

▲加々美 中国共産党成立 100 周年だから「歴史決議」を出すのは、当然だ。過去 30年だ

けでなく、少なくとも 1949 年中華人民共和国成立後 75 年間の総括が必要だ。その総括が

できなければ、「社会主義」とか「新時代の社会主義思想」が実体として成立しない。 

 習近平は、「新時代の社会主義思想」をたんなるスローガンではなく実体にしたいのだと

思う。中国共産党の歴史、とくに改革開放後 40 年の歴史がきちんと整理できるかどうかが

勝負だ。 

 

●司会（矢沢国光） カオスとコスモスの意味がちょっとわからないところがあるので、確

認したい。 

 毛沢東の個人独裁は「カオスの時代の独裁」といわれましたが、毛沢東自身がカオスを作

り出したのではないか？ 

 1949 中華人民共和国成立までの中国は、軍閥混戦と国共内戦のカオスでした。中華人民

共和国の成立で、中国はコスモスになった。そのコスモスを毛沢東が文化大革命を発動し、

党と政府の官僚機構をぶちこわしてカオスにしてしまった。 
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 鄧小平の時代もまだ文革後のカオスを引きずっていたという意味では、カオスというの

はわかります。 

 習近平の時代は、ＡＩ・ＩＴによる管理社会というコスモスだと言われた。コスモスなの

に習近平はなぜ敢えて個人カリスマ独裁をしようとするのか？集団指導制でもよいのでは

ないか？ 

 

▲加々美 毛沢東はコスモス社会を、文化大革命によって破壊し、カオス化を押し進めた。

カオス社会は、毛沢東以前にはなく、毛沢東が作り出したものだ。 

 カオスでは「山頭主義」になる。「毛沢東主義」を掲げた勢力があちこちに並立する。 

 中国はもともとカオス社会で、それがコスモスになり、毛沢東によってまたカオスになっ

た。カオス→コスモス→カオス→コスモス、と繰り返す。中国では、コスモスをカオスに転

換するとき、個人カリスマがあらわれた。 

 ただ、現代化したヨーロッパや日本では、個人カリスマを登場させて独裁のできる状況で

はない。コスモス社会をカオスに転換することは不可能だ。 

  

 ●岩田昌征 質問が二つ。 

（１）米国のポンペオが言い出した「ジェノサイド」は、たんなる「皆殺し」ではなく、犯

罪の王者、絶対犯罪、という意味であり、「ジェノサイド」に対してはあらゆる制裁が可能

になる、という重い意味を持っている。にもかかわらず、しっかりした根拠が示されないま

ま「ジェノサイド」と言われるのは、リベラル社会の劣化を示すものではないか？ 

 

▲加々美 そのとおりです。「ジェノサイド」というからには、大規模な殺戮があったこと

になるが、米国から出てくる情報には、具体的な地名（ウルムチ、クチャ…）や人数を上げ

たものは、一つも出てきていない。これが大きな疑問だ。 

 

●岩田昌征 ついでに言うと、蜂起に対して何万人殺しても、これは「ジェノサイド」とは

言わない。 

 二つ目の質問。 

 （２）「共産党が利権化の手段になっている」というのはおもしろい指摘ですが、中国で

は、「利権化」についてのある種の社会的モラルが成立しているか？この程度の「利権」な

ら許容できると、周囲も本人も考えるモラルだ。これがあれば、利権があっても、安心出来

る秩序がある。 

 民主主義社会は、こうした安心感がなくなってきている。 

 

▲加々美 とてもよい質問です。モラルが全くないとは言えない。 

中国の所得格差は、日本よりもはるかに大きい。高額の所得でも、法的に不正がなければ、



12 

 

つまり合法的な契約や取引にもとずく所得ならば、問題がないが、今回の女優の 50 億円の

所得は、金額があまりに大きく、契約にない高所得であり、脱税といった非合法な利得とし

て、社会的に告発された。それを受けて当局が乗り出した。 

 中国では「社会主義」が空洞化しているが、大衆の告発を背景とする「法治」が「モラル」

の役割を果たしている。 

 日本では、共産党が強権的に富裕層から所得を奪っているかのように報じられるが、そう

ではない。あまりに高額な収入に対する大衆の疑念と告発が、当局の脱税や不法取引の取り

締まりを促すという形になっている。 

  

●稲垣豊 階級対立も、国家権力も、賃労働も解消しておらず、逆にますます過酷になって

いるのに、どうして「社会主義」を名乗れるのか不思議なのですが、どうしてでしょうか？

それは毛沢東時代でも（スターリンの時代でも）同じですが、マルクス主義の基本のキの理

論が平然と無視されてしまっていることに暗然たる思いがします。「中国の特色ある社会主

義の核心とは中国共産党が支配していることだ」という、まるで煙に巻く議論を党の公式見

解として繰り返し論じていることにも疑問です。加々美先生はどうお考えでしょうか。ご教

授いただけると嬉しいです。 

 

▲加々美 中国は「社会主義」を掲げてきたが、改革開放後、天安門事件の前後から、「中

国は民主主義国家に移行できるか」という疑問が出された。「民主主義」には「自由主義」

も含まれており、天安門事件のとき自由の女神像が持ち込まれた。 

 鄧小平は天安門を弾圧して、「自由」という価値を否定した。 

 鄧小平は「社会主義」を標榜したが、ことばだけの社会主義で、事実は共産党の独裁。 

社会主義も自由主義も無力化した。 

この共産党独裁を支えるものは何か？自由主義でも民主主義でも社会主義でもない。鄧

小平は共産党独裁を合法化するために「法治主義」を持ち込んだ。 

 だが、「法治主義」は、自由と同じような高い思想性を持ちうるか、あやしい。 

1990 年代～2000 年代、習近平にバトンタッチされた。 

 思想やイデオロギーといった世界的価値観が、ことばだけになってしまった。そこに「法

治主義」があらわれて、かろうじてつなぎ止めている。1 億の巨大な組織を法治主義だけで

支えられるか。世界に類例を見ないことだ。 

 

■司会者（矢沢国光）の感想 

 （１）講演テーマは 

  「巨大国家化する中国の内政と外交：カリスマ支配を目指す習近平と米中日三国関係」 

という壮大なテーマでした。 
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 （２）わたしたちはとかく「習近平は中国共産党の独裁者になろうとしているのか」とい

う表層的な時論に目を奪われがちですが、加々美先生は、米中関係の歴史的変化と中国の直

面する課題を、これまた歴史的に大きく捉える中で、ほんとうの問題は何か、を浮き彫りに

してくれたと思います。 

 中国の経済規模がアメリカに追いつき追い越すのが時間の問題となり、「中国覇権」に危

機感を募らせたアメリカは、日豪印欧を誘って対中包囲網を築こうとしています。新疆ウイ

グル族「ジェノサイド」非難をはじめとする声高な「人権」「一党独裁」批判が、わが日本

においても広まっています。 

 「中国はこうした米欧日の反中批判攻勢を受けて、「従来通り「自身の正当性」を訴える

だけの外交では限界があると考えるようになった」そして「成長をある程度犠牲にし、批判

に応える改革政策を始めようとしている」というのが、加々美先生の見立てです。アメリカ

の中国包囲網に対して、軍拡や経済勢力圏の拡張といった「アメリカ覇権に対して中国覇権

を対置する」のではない対応に中国が踏み出した、という見方だと、私は受けとめました。 

  

 （３）加々美先生は、その具体策として、「４つの新たな改革」をあげました。 

 その中で「不動産投機の解消」や「芸能界の過剰所得の解消」といった経済格差解消の問

題は「共同富裕」実現のための改革として、容易に理解できます。 

 しかし、その第 1 番目の「石炭火力を中心とした化石燃料に依存した電力構造を風力・太

陽光など非化石燃料に転換する」は、よく考えてみると、意外です。 

 中国の経済成長にとって、化石燃料からの転換は、大きな制約であり負担です。げんに、

その実現の困難性は、大規模停電となって現れています。 

 にもかかわらず、敢えて「化石燃料からの転換」を国際公約して、トランプの COP 会議

脱退とは対照的に、「人新世の危機」という全人類的課題に先頭にたって立ち向かう姿勢を

打ち出したのです。これは、「人権無視」「民主主義が欠如」「共産党の一党独裁」という非

難に対して「中国は覇権を求めるのではなく、全人類的な立場で福祉を願っている」という

メッセージの発信になっています。 

   

（４）もう一つ、加々美先生が中国と中国共産党の現状について指摘するのは、中国共産党

の「巨大化・マス化（大衆化）」とそれにともなう「思想の形骸化」です。 

 「マルクス・レーニン主義、共産主義」は、たとえ実質のともなわない「看板」であると

しても、「人民に奉仕する」共産党員を募り組織する理念でした。 

また、こうした理念が、共産党の国民統治の正統性の根拠となってきました。 

 ところが、共産党のマス化により、いまや共産党員は、共産主義の理念をもって共産党に

入党するのではなく、「ヒエラルヒーを駆け上がる有力な登竜門として」共産党に入党する

ようになった、と加々美先生は言います。－－共産党が「利権」を分配する機構になってし

まっている。 
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 （５）習近平は、2 期 10 年の国家主席の任期を越えて、3 期目をめざしているように見

えます。ここから、毛沢東の個人独裁を鄧小平が否定して導入された「集団指導制」をもう

一度否定して個人独裁に戻ろうとしているのではないかとみられています。そうだろうか? 

 むしろ、共産党の体質を根本的にあらためないかぎり、先に挙げた「４つの新たな政策課

題」の実現によって中国包囲網を打破し、中国の安定的な国際的地位を実現できない、とり

わけ、「マス化した共産党員の理念喪失」が深刻、という共産党の危機感が、「習近平思想」

を掲げて習近平を「個人カリスマ」に押し上げているのではないか。 

  

 （６）加々美先生は、もともと毛沢東の個人カリスマ独裁は、カオス（混沌）の時代の現

象であり、今日の中国のようなコスモス（秩序）の時代には、ありえないとしています。 

 毛沢東時代・鄧小平時代の「カオス」（混沌）に対して、習近平時代の中国の特質は、加々

美先生によれば、IT・AI 管理による「コスモス」（秩序）です。 

 「コスモス」（秩序）の時代に個人カリスマ独裁はふさわしくない。したがって習近平が

個人カリスマ支配をめざしても、それは困難である－－なるほど、とうなずかせられる明快

な論理です。 

  

 （７）新疆ウイグル族について参加者から質問がありました。 

 「ジェノサイド」は、米欧日等「西側」の対中包囲網の合言葉になっています［岩田昌征

さんのフォーラムでの発言によると「ジェノサイド」は、戦争による大量殺人は認めても絶

対的に認められないという特別の意味があるという］。 

 加々美先生は、「中国には新疆ウイグル族に対する「抑圧」はあるが「ジェノサイド」は

ない」とはどういうことか、と問われて、新疆ウイグル族に対する漢語の強制を指摘しまし

た。私は、宗教弾圧もあると思う。 

 加々美先生は、じつは中国の少数民族問題についての造詣が深い。新疆ウイグル族や東ト

ルキスタン独立運動についての論文には、かならず加々美先生の著作が引用されています。

時間があれば、新疆ウイグル族問題だけでなく、中国の少数民族政策についても、お聞きし

たかった。 

 中国の少数民族政策は、中華人民共和国成立以降、時代によって大きく変わっています。 

 当初は、少数民族の自治や言語・宗教・文化を尊重してきた。 

 1950 年代後半、毛沢東が「急速な社会主義化」（過渡期の総路線）を打ち出し、大躍進・

人民公社を強行した頃から、少数民族政策も変わった。 

 「人民公社化は、少数民族に対しては、遊牧・牧畜・狩猟を定住・農業生産に変えた」－

－その結果としての、自然生態系の破壊、固有の言語・文化の破壊（加々美光行『未完の中

国』岩波 2016）。 

 中国の少数民族は、毛沢東の「社会主義化」によって蹂躙され、「社会主義化」の挫折の
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あとは、「主権国家化」によって、よりひどく蹂躙されることになった。こうした問題につ

いて、加々美先生にもっとお聞きしたい。 

 

 （８）毛沢東の個人独裁は、カオスの時代のものと加々美先生は言われましたが、そもそ

も、毛沢東はどのようにして「カオスの時代の個人カリスマ独裁」になったのか－－11 月

8 日から始まる中国共産党 6中全会で出される「歴史決義」にも関わる大きな問題です。 

 毛沢東は、国共内戦を勝利させた実績を背景に、中国共産党内の独裁権力を確立しました。

中国は国共内戦期の「カオス」から「コスモス」に転化した。 

 中華人民共和国成立後の数年間は、向ソ一辺倒で、ソ連に学びながら経済建設と党建設を

進め、この間に党と政府の「ビューロクラシー（官僚組織）」が形成された。毛沢東は、こ

の間、中国共産党の中では独裁者であったが、スターリンには頭が上がらなかった。また、

中国の党・官僚機構は、ソ連共産党の影響を大きく受けており、かならずしも毛沢東のカリ

スマ支配が貫徹するものではなかった。 

 スターリンが死去し、フルシチョフ平和共存路線に対する毛沢東の反発が高まる。 

 毛沢東は大躍進・人民公社（過渡期の総路線）を強行し、大失敗・大飢餓で後退。毛沢東

は、国家主席の座を劉少奇に譲り、鄧小平を総書記に任命して、一歩退く。 

 だが、経済回復とともに、毛沢東は反撃に出て、文化大革命を発動し、党内の「資本主義

の道を歩む実権派」を叩きつぶす。毛沢東のカリスマ性による党外「大衆」の動員が既成の

党・官僚組織に対する破壊力となった。中国は中華人民共和国成立後の「コスモス」から一

転して大動乱社会（カオス）になった。毛沢東のカリスマ性がコスモスを破壊してカオスを

つくりだした。 

 毛沢東の死去によってようやく文化大革命が終結し、中国は、改革開放の鄧小平時代に移

行しました。鄧小平は、個人独裁を否定して「集団指導制」を導入した。江沢民・胡錦濤の

各 10 年、合わせて 20 年を経て、中国は経済大国となった。カオスからコスモスへの転換

－－しかも、IT・AI 管理による史上かつてない個人情報監視社会だという。 

 私は、このように理解しましたが、フォーラム参加者のみなさんは、どう考えるでしょう

か? 

  

 （９）米中の新たな関係と習近平の中国の動向について、明晰な枠組を提示してくださっ

た加々美先生に、心から感謝申し上げます。 

 

■参加者アンケートから 

 ［2］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。 

 ●講義の流れを事前に押さえられて理解しやすかった。 
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 （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） 

 ●寺澤邦彦（米国ワートバーグ大学） 前もって加々美先生の資料をいただきたかった。先生

の黄色いハイライトでの講演は Slowでついていくのがきつかった。  

 

 ［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。 

 ●板倉桂太 以前から疑問に思っていたウイグルジェノサイド論を取り上げ納得できる説明をし

ていただいたと思う。 

 

●境 いつも中国共産党に密着した情報をお話しくださってありがとうございます。  

●山岡幹郎 今回のお話で興味深かったのはやはり最後のところでしょうか。毛沢東の個人独

裁が混沌(カオス)の上に成り立っていたこと、それに対してコスモス(秩序)として形成されている今

の中国社会における個人独裁がどこまで、あるいはどのように可能なのか。ここには、加々美さんご

自身の中国ウォッチャーとしてのキャリアを踏まえたコアな問題意識が示されていたように思います。 

 

疑問があるとすれば、加々美さんはどちらかと言えば否定的なニュアンスで語られていたように理

解したのですが、ジョージ・オーウェル的な管理社会は習近平の野心(?)にプラスになりこそすれマ

イナスにはならないのではないかということでしょうか。 

「コスモスの時代に個人カリスマ独裁はふさわしくない」と矢沢さんは加々美さんの結論の根拠を

まとめられていますが、独裁の頂点に「個人カリスマ」が立つか「集団指導」が立つかの違いは、市

民的（庶民的）スタンスから発想する私などにとってあまり大きな違いはないように思われます。いま

世界的に警察国家化が進行しているという指摘もあります（cf.『ブローバル警察国家／人類的な危

機と 21 世紀型ファシズム』W.I.ロビンソン著/花伝社）。そうした文脈からすれば、中国のこれからも

そうした世界的な流れの偏差のなかで捉えるべきなのではないかという気もしています。 

そうしたことの関連で記憶に残った加々美さんの議論は、胡耀邦たちが党と行政の分離を試み

たという指摘で、大変興味深いものでした。そこに別の道の可能性があったのかと思わせるものが

あります。党と行政が一体化したなかでのコスモスと、党と行政が分離したなかでのコスモスは明ら

かに異なるように思われるからです。 

 

●寺澤邦彦（米国ワートバーグ大学）よく習近平体制の毛沢東、鄧小平とのちがいをきわだたせ

て勉強になりました。新疆ウイグル問題で新しい観点を学びました 

 

●青山雫  現時点の中国は「コスモス」（宇宙）というよりわかりやすく言えば大衆大量消費社会

などだと思う。鄧小平の「改革開放路線」のそれは成果なのだが、いっぽうで中国民衆は共産党も

含めて、その成功によって世界第二位の経済大国となったことでおごり高ぶっている。 
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市場経済的な成功はまた企業家達の跋扈も許し、それは共産党の権力を脅かしかねない。共

産党は、あの天安門事件のトラウマに囚われており、今や市場経済の奔放な発展を押し止め（共

同富裕）、また民衆のおごり高ぶりを利用して、対外的な強硬路線（「戦狼外交」）に突き進んでいる。 

習近平は個人的なカリスマというより、共産党権力の人格化として立ち現れているのだろう。 

 

（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。 

 ●板倉桂太 「思想の形骸化」「党の利権化」に対して習近平はカリスマ独裁を進めるということ

ですが、もっと別の路を求める動きは無いのでしょうか。 

 

 ●境 私は中国がどのようにして社会主義社会に移行できるかに関心があります。まず党官僚が

階級になっていますが、これについては人類最初の官僚は宗教官僚階級でした。ここから、人類

最後の階級も官僚になるという人類学的知見を持っています。ですから中国共産党の官僚が国家

資本主義という下部構造を支配する階級に自己を形成していることは、旧来の社会主義の理論か

らすれば否定さるべきですが、人類学的視点から見れば否定的な事態ということにはなりません。

共産党官僚が階級になっているという事態を踏まえて上での社会主義社会への移行を展望するこ

とが問われています。 

私は、商品からの貨幣の生成が、商品所有者たちの無意識のうちでの本能的共同行為によると

いう『資本論』初版価値形態論と交換過程論にまたがった貨幣生成論の復権を唱えています（拙

著『「資本論」の核心』、情況新書）。この見地からすれば、権力の意志行為によっては無意識を統

制できませんから、社会主義（商品・貨幣の廃絶）は権力を取っている中国共産党の施策の及ばな

い領域にあると考えています。 

趙紫陽が提案した社会主義初期段階から中期段階への移行について、一部では国家資本主

義に対する規制と再国有化といった路線が構想されていますが、私はこれには否定的です。 

 

貨幣生成が商品所有者たちの無意識のうちでの本能的共同行為によるとすれば、これを廃絶

するには、貨幣生成を必要としないような交易関係を迂回してつくりだすしかありません。中国でい

えば共産党の発議によるのではなく下からの貨幣生成を必要としない新しい経済圏（例えば地域

通貨）が形成され、それが一つのモデルとして共産党が承認せざるを得ないような存在感を持つこ

とが社会主義への移行の途だと考えています。 

この考えについてご意見をお聞かせください。 

 

 ●寺澤邦彦（米国ワートバーグ大学） 確かにウイグル問題は欧米がいうようなジェノサイドの

みの観点は全体と捉えていないかもしれない。加々美先生のいう中国漢民族の同居により経済的

な恩恵を受けている人々が多いと思います。ただそれが民族の Identity と誇り、イスラムの信仰の

自由の問題とはべつではないでしょうか。かつての日本の朝鮮統治についても植民地近代化論が
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あり人口増加、衛生向上、近代化による朝鮮への恩恵を主張する学者も多くおられますが、それが

日本の神社強制参拝や創氏改名を含んだ朝鮮統治を正当化できることになるのだろうか。それと

なんとなく同じように聞こえてしますのは私の、勘違いなのでしょうか 

 

●高原浩之 ［3］(１)(２)をまとめて 

①現在の中国に対するスタンス 

｢党自体が社会末端まで『利権化』して行った｣。｢胡耀邦の主張の根本は『党政分離』

にあった｣。｢『党政分離』が党の『利権化』を押し留める働きをすることは推測でき

る｣。｢『党政分離』を実現出来ず党支配を『利権化』させる政治的な立ち遅れを放置した

まま経済的に世界最大最強の国家であり続けてきた｣。 

基本は、擁護ではなく、批判である、と理解しました。天安門事件前の胡耀邦と趙紫陽

の民主化路線を支持する立場であるようです。読んではいませんが、2016年の『未完の中

国-課題としての民主化』という本の表題からも、その立場が推測できます(2010年の『裸

の共和国-現代中国の民主化と民族問題』は読みました)。 

しかし、上部構造に限られた中国論になってしまっている、と思います。マルクス主義

の基本として、国家の基礎にある経済的土台から、どのような社会か、どのような生産様

式と生産関係か、と論じなくてはならないと思います。 

｢利権化｣とは官僚制国家資本主義である(｢電力構造改革｣などの｢四大改革｣をやっても

変わりはない)、と私は考えます。だから、現在の中国は社会主義革命に直面している、

ソ連と比べて経済的に発展しているといっても人民の民主化闘争と被抑圧少数民族の闘争

は必ず起こる、それを支持しなくてはならない、と思います。 

②毛と鄧と習 それぞれの｢独裁｣と｢カリスマ｣の基礎 

 ｢一貫して共産党独裁･個人独裁｣としても、それが｢混沌｣｢カオス｣の上に立つか、｢秩

序｣｢コスモス｣の上に立つかで振り分けるのは、抽象論になってしまっています。基礎と

土台を具体的に見るべきだ、と思います。 

毛沢東は｢建国｣。反封建制･反植民地の民族民主革命。それは｢カオス｣ではなく、｢秩

序｣です。確かに、主観主義的な社会主義化とその破綻は｢カオス｣ですが。鄧小平は｢現代

化｣。これは明らかに、｢カオス｣ではなく、官僚制国家資本主義(官僚による実質的な生産

手段所有)という｢秩序｣です。その上に天安門事件で国家が人民に対する抑圧機構に転化

した(官僚階級=ブルジョア階級の独裁)。 

これに習近平の｢中華民族の偉大な夢｣=帝国主義化が続く。｢歴史決議｣すれば、｢後発の

ブルジョア革命と資本主義化と帝国主義化｣、と総括せざるをえないでしょう。(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 

 ●山岡幹郎 加々美さんの少数民族問題についてのお話も是非お聞きしたいと思います。そう

した企画がありましたら是非またご案内を頂ければ嬉しいです。 
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