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■■9月 11日天児慧フォーラム事後報告■■ 

                （2021 年 9月 22 日 矢沢） 

 

［1］9.11フォーラムの趣旨 

 （１）中国経済が急速に拡大しており、アメリカに追いつき追い

越すのは時間の問題となった（6 月 12 日丸川知雄フォーラム事後報

告参照）。中国経済の強大化に対して、アメリカ・トランプ政権は、

立て続けに保護主義的政策を打ち出してきた。バイデン政権も、そ

れを引き継いでいるようだ。 

では、外交面ではどうか? 

 トランプ大統領は単独行動で米中対立を激化させましたが、バイデン大統領のアメリカ

は、欧日等を誘って、対中国体制を再構築し

ようとしています。日本もまた、米日豪印の

｢クワッド｣による対中包囲を率先して進めよ

うとしています。 

国際政治のゆくえを左右する米中関係はど

うなるのか。 

習近平中国の対外政策・外交、とくにアメ

リカの中国包囲網構築に対する中国の世界戦

略について、天児慧教授に話していただきま

す。 

 

 （２）天児慧教授は『超大国・中国のゆくえ

2 外交と国際秩序』（東京大学出版会 2015）

で、中国外交を「虚と実の外交」と総括して

います。 

虚とは、触れたり見たりできない実体――

政治、思想、理論、作風など。 

実とは、触れたり見たりできる実体

――GDP、物価、貿易、金融、利益、環境破壊など。 

 そして、「文革で毛沢東は、虚としての中国を演じきった」と。 

 毛沢東の「世界革命」、「資本主義の道を歩む実権派」、「ソ連社会主義帝国主義」という実

のない観念は、「世界戦争に備える」という、これまた実のない観念に基づいていた。毛沢

東の対外政策（そしてそれと表裏一体の大躍進・文革という内政も）は、実のない観念を「演

じきること」であり、そのけっかは、中国人民の一大災厄であった。 

［1］9.11 フォーラムの趣旨 

［2］天児慧講演 

［3］質疑 

［4］司会者（矢沢国光）の感想 

［5］参加者アンケートから 

（天児慧回答も） 

9.11天児慧フォーラム 

●日時 2021年 9月 11日(土) 午後 1時 30分～3時 

●ＺＯＯＭによるオンライン方式で実施 

●講師 天児慧（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科

教授。専門は、現代中国論、アジア国際関係論。2010 年

4 月より早稲田大学現代中国研究所所長。） 

●テーマ 「毛沢東時代・鄧小兵時代に次ぐ『習近平時

代』の世界戦略」 

●参考文献等 

 ・青山瑠妙・天児慧著『超大国・中国のゆくえ 2 外交

と国際秩序』（東京大学出版会 2015） 

・天児慧『中国の歴史 11 巨龍の胎動 毛沢東 vs.鄧小

平 (講談社学術文庫 2021/5/13) (習近平時代大幅加筆)  

・天児慧『中華人民共和国史』岩波新書 1999 

 ・天児慧『中国政治の社会態制』岩波書店 2018 
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 天児慧教授はまた、中国外交には「型と利」があり、 

  虚の外交は型（原則）の実現をめざす、 

  実の外交は利（経済利益、海洋権益、安全保障などの国益）の実現をめざす、 

としています。 

 「スターリン死後の 1957 年、毛沢東は「東風は西風を圧倒する」と演説し、フルシチョ

フの「平和共存」に挑戦しました。「型の外交」です。「イギリスに追いつき追い越す」大躍

進政策は、こうした「型の外交」を後押しするための政策であり、「利」の実現をめざすも

のではなかったと、大躍進の本質を総括しています。 

 大躍進・文化大革命という、毛沢東時代の最大の「謎」を解くカギを天児慧教授は、「虚

と型の外交」「実と利の外交」という対外政策の解明によって与えてくれました。 

 毛沢東の外交は、「世界革命」という原則（型）のための外交であった。これに対して、

鄧小兵時代は、「利の外交」が基本になった。習近平は再び「型」の外交を持ち出して「中

国が大国であることを、相手に認めさせる」型（原則）の外交をしているが、習近平の「型

の外交」について、天児慧教授は、こう述べています： 

 習近平は、中国の伝統的な「王道」外交を提唱しているが、他国からは「覇道」と警戒さ

れている。大国を前面に出すべきではない。 

   

 （毛沢東時代の「型」の外交が「世界革命をめざす国家」の外交であったとすれば、世界

革命を放棄した鄧小兵以降の外交は「主権国家」の外交といえるのではないか。「型と利の

外交」を「世界革命国家と主権国家の外交」という視点と関連づけることはできないか。） 

 

 （３）天児教授は、本年 5 月刊行の講談社学術文庫版『中国の歴史 11 巨竜の胎動』の

新たに加筆された第 10 章「習近平の時代と世界への挑戦」で、習近平が、自らの役割を、

毛沢東時代、鄧小平時代に次ぐ第三の時代の担い手と位置づけていること、習近平の統治ス

タイルが毛沢東の統治スタイルに回帰し、中国の伝統的な皇帝支配・王朝政治になっている

こと、しかし、習近平は最後の「共産党王朝」になる（と期待する）ことを述べています（＊）。 

 

（＊）「…2017 年 10 月、中国共産党第 19 回全国代表大会で第二期政権を任された習近平

総書記は「政治報告」の中で、今の時代が「新しい時代」だということを強調した。…毛沢東

の戦略目標を「站起来」(立ち上がろう=建国)、鄧小平の戦略目標を「富起来」(豊かになろう

=富国)に対して、自らの時代を「強起来」(強くなろう=強国)と規定し、前二者との違いを鮮

明にした。」 

 「このように歴史を見ていくと、公式的には「人民の歴史」と言われるが、実際には突出し

た指導者の構想した絵をキャンバスに描いていったのが、「歴史」と言っても過言でないかも

しれない。言うまでもなくその指導者とは、毛沢東、鄧小平であり、今日の習近平もこれに繋

がってくる。誤解を恐れず表現するならば、彼らは中国王朝史に登場してきた皇帝に相当する
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存在であり、中華人民共和国史とは共産党王朝史であったといえるかもしれない。彼ら三人は

独裁的な皇帝で、暴君であったが、勇気と知恵を持ち、時には民の声に耳を傾ける啓蒙君主で

もあった。しかし三者とも、個々の人々の基本的な人権や自由平等の権利には冷淡であった。

まさに儒教的な賢人為政者であった。 

 しかし他方で、中国の社会・歴史に意味ある一石を投じながらも、彼らに握りつぶされ、切

り捨てられ、無視されてきた無数のエリート、民草が存在してきた。…彼らは今日権力に圧殺

されている状態だが、生き続けている。おそらく習近平の時代は中国共産党王朝の最後となる

のではなかろうか。」 

 

こうした習近平政権の歴史的な位置づけにも言及してもらうことで、中国の対外戦略の

理解・論議がより深まることを期待します。（矢沢国光） 

 

［2］天児慧講演 1 時 35分～2時 40 分 

 スライド｢中国外交観 毛沢東～鄧小兵～習近平｣に沿って講演。 

 

［3］質疑 

●寺沢（米国ワートバーグ大学教授） 天児先生ありがとうございます。新疆チベット香港

の締付けを中国共産党は強化しておりますが、若者の価値観の変化もふまえ、５０年代の中

国共産党の本来のアイデアであった連邦共和国制に移行する可能性がありますか？中国の

ゴルバチョフの出現は期待できますか・できませんか。海外華僑はすでに中国連邦共和国を

提唱していますが、先生はどう思われますか。 

 

▲天児 当分、中国では習近平の圧力に対して、一般の若者も受け入れ、黙認せざるをえな

い。若者の価値観の変化は大きいが、儒教の影響もあるが、中国当局は、「政治には口出し

するな（ほかのことは何をしてもよい）」という姿勢だ。わたしは、胡耀邦が失脚して趙紫

陽に代わった時代に北京にいたが、若い人たちが開放的な考えに変わった時代であった。と

ころが天安門事件で江沢民体制になりこの動きがつぶされたが、そのあと胡錦濤の時代、胡

錦濤は胡耀邦の系統で、ほんとうはリベラルな考えの持ち主で、知識人・市民が活躍するよ

うになった。環境汚染や不正に対して、インタネットやスマホでインフォーマルに伝わるよ

うになった。しかし、価値観の変化を具体的な形にするのは難しい。共産党の圧力もあるが、

（民主化を求める人たちには）自分たちでプログラムして着実に自由な空間を作る経験が

ない。すぐつぶされる。これは中華人民共和国の成立後ずっと同じだ。1950 年代、反右派

闘争で民主化闘争がつぶされ、大躍進・文化大革命で民主化闘争はやられた。だが、中国人

はしたたかだ。権力がどんなに強くなっても、｢上に政策あれば下に対策あり｣という。これ

が形になるにはもうしばらくかかるが、必ず出てくると思う。 

 連邦共和国制について。毛沢東が 1931 農村根拠地を開いたとき、上海に共産党コミンテ
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ルンの司令部があった。コミンテルンの指導で 1931 年瑞金に「中華ソヴェト共和国臨時政

府」ができた。そのときの国名は｢中華ソヴェト連邦共和国｣と明示されており、その考えは

1949 年まで続くが、1949 年になったとたんに連邦制が否定され、単一国家――「民族自治」

で自決権はない――とされた。台湾の民進党綱領には「民族自決権をもつ」と書いてあるが、

民進党は中国の反発を避けて表に出していない。中国にはむかしから「大一統」ター・イー

トンという言葉がある。「大」は尊重する、「一統」は一つにまとめる。つまり｢大一統｣は、

全国を一つにまとめることを尊ぶ。「大一統」は秦の始皇帝の前からずっとある中国の政治

理念で、政権を握ると「大一統」になる。おそらく共産党も同じ。最近『毛沢東 vs鄧小平』

という文庫本に、中国共産党は王朝史の延長だと書いた。天安門事件のとき、中国社会科学

院政治学研究所の所長も務めた厳家其らが鄧小平に反旗を翻して「老いて愚昧な皇帝を倒

せ」と鄧小平に引退を要求し｢中華連邦共和国を｣を主張しているが、いまのところ実現しな

いし、しそうにない。 

 

●（メールで寄せられた質問）習近平のいわゆる「中華民族の偉大な復興」とは？「中華民

族」とは漢民族でなく中国の全民族の総称と言うが、ウイグル抑圧・内モンゴルなどへの漢

語強制は本当なのか？ 

●矢沢：この質問に関連して、わたしからも質問します。いまの中国は、毛沢東時代のよう

な｢世界革命｣はめざしていません。革命国家ではなく、主権国家をめざしていると考えられ

ないでしょうか。主権国家をめざしているとすれば、主権国家としては、チベットや新疆ウ

イグル族のような少数民族も（連邦制ではなく）国家の中に含めざるを得ない、という問題

があるのではないでしょうか。 

▲天児：「中華民族」という概念は、清末までなかった。｢中国｣という国名もなかった。欧

米の侵略に対抗するためには近代的国家をつくらねばならない、ということで、梁啓超らが

はじめて｢民族国家｣という概念をつくった。民族国家には民族が必要。それで、｢中華民族｣

をつくった。｢中華民族｣とは何か?漢族と満州族・ウイグル族・モンゴル族・チベット族の

５族を中心に｢中華民族｣とした。｢中華民族｣はアイデアとしてあっても、まとまって中華民

族としては機能しなかった。毛沢東時代から習近平の前までは、共産党への忠誠を前提とし

て、それぞれの少数民族の習慣・風俗・言語を温存してきた。わたしも、1987 年新疆ウイ

グル族を訪問したが、かれらは中国語を話せないし書けない。中国人とはまったくちがう。

ウイグル族が反旗を翻すのは、自治的な空間として機能していたものが、習近平になって

「漢化」（中国人化）が進んだからだ。ウイグル人が収容所に相当数入れられており、漢化

が進められている。強制的に中国語、中国の歴史、中国人としての誇りを持たせることをや

っている。中国人は｢漢化｣は当然のことだと考えているがウイグル人にとっては強制です。

｢漢化｣は、かつての日本が朝鮮人に対して日本語を強制し日本の神社参詣を強制し、天皇崇

拝を強制したことと同じだ。 
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●黒岩秩子 「天の半分は女性」と言ったのは毛沢東だった。今はそれがどうなっているの

か？指導者に女性がほとんどいないようですが。 

 

▲天児 女性の社会進出は進んでいる。言いたいことは言う。指導者に女性がいないのは事

実だ。毛沢東時代も同じ。ごく一部はいたが。 

 

［4］司会者（矢沢国光）の感想 

1．わたしたちのフォーラムのために快く講師を引き受けてくださったことに、心から感

謝します。 

 

2．天児先生は、1986－88年、北京の日本大使館に外務省専門調査委員として勤務してい

た頃、中国の 26 省・自治区の都市・農村を訪れた。1 回に付き 10日前後の旅を 2 ヶ月に 3

回の割合でくりかえした。外国人立入禁止の貧困地帯や奥地も、中国革命史研究の名目で許

可を得て入った。移動の列車内では一般の中国人たちと会話した。これが中国を皮膚感覚で

理解するベースになったという［天児慧『中国政治の社会態制』岩波書店 2018］。 

天児先生のお話を聞いていると、中国の｢皮膚感覚の理解｣が伝わってきて、おもしろかっ

た。 

 

3．講演の内容は、（１）前半の、中華民国以降の中国外交を｢虚と実｣｢型と利｣の視点で分

析する部分と（２）後半の、習近平の「一帯一路構想」の現状・意味を分析・評価する部分

の二つからなる。 

（１）について。中華民国時代には｢外交｣と呼べるようなものがなかった（小国外交無用

論）のは、容易に理解できる。「中華民国」自体が、理念は近代国家であっても、実態は割

拠する諸軍閥の一つにすぎなかったからだ。 

鄧小平時代の外交行動が、｢中国は弱い｣という冷静な現状認識の上に、頭を下げて、西欧

資本主義諸国の資本・技術を導入した――型よりも利を重視した――ことも、わかりやすい。 

問題は、｢型を重視し、利を軽視する｣毛沢東時代の外交行動だ。天児先生は、その典型と

して｢三つの世界論｣を挙げた。｢三つの世界論｣の前には｢中間地帯論｣があり、ここでは｢ア

メリカ帝国主義に対決する社会主義陣営｣の中に中国を位置づけている。「向ソ一辺倒｣時代

の対外戦略だ。スターリンの死とフルシチョフのスターリン批判によって｢向ソ一辺倒｣は、

真逆の｢ソ連＝社会帝国主義｣論に転換する。アメリカ帝国主義を主要敵とした｢中間地帯

論｣は、米ソを主要敵とする｢三つの地帯論｣に転換した。1950 年代後半以降の反右派闘争、

大躍進、文化大革命…という｢毛沢東主義の暴走｣をともなう毛沢東時代の外交行動の｢型｣

とは、｢米ソに対決する世界革命｣であった。 

ところが、1971 年、中国は突然ニクソン訪中を発表して世界を驚かせた。｢アメリカ帝国

主義との闘い｣という毛沢東の世界革命路線はどうなったのか?毛沢東の｢世界革命｣とはい
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ったい何だったのか。現実を無視した観念ではなかったか。天児先生の考えを伺いたかった。 

（２）習近平外交について。天児先生のつぎのような論断が印象に残った： 

 ・習近平は、はっきりと「韜光養晦」を放棄した。 

 ・中国と西欧の価値観の対立がよく言われるが、わたしは対立だけではないと思う。対

立もあるが、重なり合う部分もたくさんある。 

 ・習近平は「強国｣｢脅威としての大国｣をめざしているが、｢尊敬する大国｣にならなけ

ればならない。 

 ・｢国際公共財｣となっている国際ルール、システムは、(たとえ欧米出自でも)軽視すべ

きではない。軽視すれば、国際社会からの不信感・反発をまねき、大国としての信頼性を欠

くことになる。 

 ・中国人は（ウイグル人の）｢漢化｣は当然のことだと考えているがウイグル人にとっては

強制です。｢漢化｣は、かつての日本が朝鮮人に対して日本語を強制し日本の神社参詣を強制

し、天皇崇拝を強制したことと同じだ。 

 

４．習近平の外交は、毛沢東と同じく｢型の外交｣だが、｢型｣が大きくちがう。毛沢東の｢型｣

は「世界革命」であったが、習近平の｢型｣は何か?習近平は、2014 年 11月の党中央外事工

作会議で演説して「国際関係の民主化、平和共存５原則、各国は大小、強弱、貧富に関係な

く国際社会の平等なメンバーであるとの立場堅持」と述べた。天児先生は｢平和 5 原則｣と

は、ネルーと周恩来が突然言いだしたものではなく、1648 年ウエストフェリア合意とほと

んど同じだという。1648 年ウエストフェリア合意は、近代国家（主権国家）による国際関

係を規定したものだ。つまり、習近平の対外行動の｢型｣は、中国が近代主権国家をめざして

いる、ということだ、とわたしは理解した。 

ここからふりかえってみると、①民国時代は、未だ一定の領域・国民を支配する国家とし

ての実態が形成されていない。②毛沢東時代は、主権国家の実態は備えるようになったが、

目指すは主権国家ではなく革命国家であった。③鄧小平時代は、革命国家から主権国家への

移行期であった。④習近平時代になって初めて、主権国家の道を本格的に歩みだした。 

中国はヨーロッパに 400 年遅れて、米日からも 100 年遅れて、主権国家の道を歩み始め

た。 

主権国家は、それぞれが固有の領土・国民をもち、お互いに｢内政不干渉｣が建前であるが、

自国の安全保障を武力に依存しているから、国家間の対立が武力衝突、つまり戦争に至る可

能性を排除できない。また、安全保障のために、周辺の｢少数民族｣を自国の国境内にむりや

り取り込む。 

主権国家システムにともなうこうした戦争の危険性や大国による少数民族の抑圧の問題

を解決するには、主権国家システムそのものをなくす－－例えば第二次大戦後の独仏のよ

うな非戦共同体の形成――ほかないのではないか。 

主権国家システムのこうした課題を、習近平の中国がどのように認識し対処しようとし
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ているのか。 

天児先生は、習近平外交を歴史的に総括する中で、習近平外交が、世界の戦争と平和を左

右する重大な責任を負っていると、言いたいのだと思った。 

 

［6］参加者アンケートから 

【小澤健二】天児先生の報告は、政治外交史あるいは中国の政治思想に立脚したものでしょ

うが、「虚」、「実」、「型」などのコンセプトによる説明は斬新で興味深いものでした。ただ

し、時間の制約もあって、報告内容はやや一般的なものとの印象でした。 

「政策あれば対策あり」とよく言われますが、中国民衆レベルの対策が世代別に何か特徴

があるか、また、不動産事業の債務問題が重大化している様子ですが、これへの対応は主と

して省政府によるものかあるいは中央政府によるものか、などの行政の具体的な在り方、な

どに関しても、ご意見をうかがいたいと思いました。 

 

【北原 徹】天児先生の講演について、質問を出させていただきます。 

外交ではなく、内政の問題で、報告レジメの最終ページの「成長主義から不公正の是正」

に関係ある問題ではと思います。 

最近中国では「共同富裕」が唱えられているようですが、これは経済政策の重点を格差是

正や福祉重視に置こうということでしょうか。 

私の理解では、これまでの中国経済は新自由主義的で、その中で高度成長が実現したと考

えています。こうした経済成長や国民の所得向上、豊かになれるという希望が、中国共産党

統治の正当性を支える最も重要な柱だったと思っています。 

「共同富裕」は、こうした経済の基盤を弱め、共産党統治を揺るがすことはないでしょう

か。習近平政権は、本気で「共同富裕」政策を実行する考えを持っているのでしょうか、ど

う実行するつもりでしょうか。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

天児：「共同富裕」はおそらく習近平が本気で考え始めていることだと思います。鄧小平

は「先富起来」で構わない、「然後、共同富裕」と言うスローガンをあげましたか、共同富

裕に関する具体的な構造は全く示さなかった。「共同富裕」を実現すれば、「ともに貧しかっ

た」毛沢東の時代は無論、「先富起来」の鄧小平の時代をも超えることになる。つまり先人

が成し遂げられなかった偉業を自分が達成できることを意味する。この方針と「一帯一路」

の実現が可能とはいなれば、自分は、世界的にも歴史に残る指導者として評価を受けるので

はないのかと考えているかもしれない。 

 しかし「普遍的価値観」の軽視は、間違いなく習近平の落とし穴となっていくだろう。 
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【寺沢邦彦ワートバーグ大学】  

 （２）当日の進め方、時間配分について 

 ●やはり時間が短くて質疑応答がじゅうぶんではなかった。私は一番最初に CHATで連

邦共和国に質問できたのですみません。 

 （３）講師の）プレゼンテーションの仕方について 

 ●大変わかりやすく良かったです 

 ［3］天児慧氏の報告について 

（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。 

 ●中国外交を型と利、虚と実としてみたてたのはすばらしい。虚は無形であり思想哲学が

ある。道教の太虚から来ているのですね。 

 （２）天児慧氏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。 

 ●習の型と虚を理解してアメリカも日本も外交する必要があるが理解不足。香港に半年

昨年客員教授としていたが香港の学生や学者はそれがよくわかってきた。経済だけでは民

主化はできない。習の共産党には哲学があり疑似宗教的終末論的世界観があるから最終的

には哲学と何らかの宗教的世界観で対抗するしかないと香港青年や香港キリスト教徒はき

づいている。かれらのスローガンの"天滅中共”がそれをしめしている。いま香港は一国一制

度になったが、香港の思想家たちは逆に言えば中国全土にも行けるのだから Post-CCP（共

産党以後）の中国のあり方をめぐり新しい宗教哲学的思想を練り、民主化の具体的戦略を中

国内の隠れ民主化勢力（例えば地下教会やチベット仏教、リべラル知識人たち）連帯する戦

略を練るときだと思う。天児先生はどう思われますか。 

 

【高原浩之】 

・｢型と利の関係論｣について 

外交は内政の延長、外交の反作用はあるが内政が主動的。前提として、国家と社会の体制

(共産党の路線に規定される)を見るべきだと考えます。その前提が欠落しています。｢型｣

｢虚｣とか｢利｣｢実｣は抽象的。具体的には政治と経済ではないでしょうか。 

毛沢東時代は社会主義でした(人民民主主義独裁下の国家資本主義を通して実現へ)。外交

の基本も革命(反米民族解放から社会主義革命へ)であった。政治優先。 

しかし、大躍進=主観主義的生産力主義も、文化大革命=官僚制の一挙的廃止も破綻した

(官僚の統制から労働者自主管理へ持久的に進む路線が欠落)。結果、官僚主義が復活。官僚

が管理する国家所有は官僚制国家資本主義、それが天安門事件を通して確立した。 

外交も、それに対応。鄧小平時代は、中国の資本主義を育成し発展させるため、国際的な

環境整備へ注力した。それが｢韜光養晦｣で、経済優先と言えるでしょう。 

・習近平時代の外交と｢一帯一路｣について 

｢米国一国覇権の国際秩序の打破、中国イニシアチブの新たな国際秩序……の構築を目指
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す｣と見るのは納得できます。経済も政治も優先。資本主義は発展して帝国主義になる。｢後

発資本主義論｣と｢後発帝国主義論｣で裏打ちするべきだと考えます。 

中国の官僚制国家資本主義は(ベトナムも)、根底では資本主義の必然性であり、韓国･台

湾･ＡＳＥＡＮの開発独裁と並び、20 世紀における後発資本主義である(ソ連は市場経済化

に失敗して崩壊)。19 世紀の後発資本主義であったドイツは 20 世紀に後発帝国主義として

イギリスの覇権に挑戦し、二度の世界大戦を引き起こした。21 世紀の後発帝国主義である

中国のアメリカ覇権に対する挑戦は、世界大戦の危機である。 

｢新国際秩序……の実現の可能性はかなり低い｣。帝国主義と覇権主義に反対する国際的

な人民の闘争があります。中国の覇権が確立することはないと思いたい。 

 


