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日中国交正常化 40 周年記念シンポジウムの企画

2012 年は日中国交正常化 40 周年にあたった。1972 年 9 月 29 日に北京で行わ

れた日中共同声明により、国交が正常化した。世界は中国をパートナーとする新し

い東アジアの発展を期待し、日中の両国民は相手の中に秘めた可能性と尊敬を感

じて握手をした。日本は中国の文化と歴史のダイナミックなエネルギーに対して、中

国は日本が達成している技術に対して、深い憧憬を持っていた。第二次大戦の経

験を踏まえて、「友好」という言葉の中にアジアの平和の実現という理想が込められ

ていたと推測する。そして、両国民は日中の間に平和と進歩が実現することを誰も

が信じた。

その後 40 年の間に、日本と中国との間は、人、文化、社会、経済の全てにわた

って緊密に結ばれてきた。2010 年に旅行で訪日した中国人は 141 万人、訪中した

日本人は 373 万人となっており、日中両国は観光旅行も買い物も簡単にできる隣

国となった。中国で制作された映画 『Lovers』（2004 年、『十面埋伏』）をはじめ、近

年話題となった『レッドクリフ』（2008･2009 年、『赤壁の賦』）は中国、香港、台湾、日

本の俳優が共演している。映像、音楽、衣装はハリウッド映画をしのぐエンターテイ

メントとして、圧倒する魅力でアジアの観客を引きつけている。むろん、日本の漫画

やアニメといったポピュラーカルチャーが、中国、アジアばかりでなく世界で楽しまれ

ていることも言うまでもない。中国の餃子は、いつの間にか日本の食生活にしっかり

と根を下ろしている。日本の寿司、おでんは、中国のコンビニで買える軽食となった。

東アジアの文化が幅広く交錯しており、我々の生活の多彩さと豊かさを一気に増し

ている実例を挙げるときりがない。

また、学術研究の領域では、中国の学術研究の急速な進展に、世界の学術界が

注目するようになってきた。中国政府は『国民経済と社会発展第 12 次 5 ヵ年計画』

(2011 年 3 月 ) に見られるように、戦略的新興産業へ資本と人材を集中的に投下し、

科学技術と教育による国家振興と人材強国を図ることを明確にしている。重点科学

創造拠点と科学技術プラットフォームの建設の強化、海外の著名な大学との連携

や研究プロジェクトの組織化に関する施策が矢継ぎ早に打ち出され、学術研究の

国際的な協力関係がこれまでと大きく変わろうとしている。

この中で、日本学術振興会北京研究連絡センターは、日本と中国との学術交流

の蓄積を振り返り、学術交流の新たな発展を展望したいと考えた。その一つとして、

中国社会科学院と共催で、シンポジウム『グローバル化の中の社会変容―新しい

東アジア像を形成するために』を企画した。2012 年 3 月に準備に取りかかり、8 月

末に開催することとした。東アジアにおけるグローバル化の中の移動、都市化、産

業化、階層構造、市民社会の形成に関する諸問題を、日本と中国の人文社会領域

の研究者が共同で検討することによって、これからの新しい東アジア像と東アジア

の共同関係の理念を検証していくということを目的とした。また、今回のシンポジウ

ムは来年以降も日本学術振興会北京研究連絡センターと中国社会科学院との共

催シンポジウムとして継続的に開催し、人文社会研究者の研究交流プラットフォー

ムを確立するための第一歩となるよう位置づけた。

本シンポジウムの成果

尖閣諸島（釣魚島）をめぐって 8 月中旬から日中の間で緊張が高まってきた。8

月 28 日に丹羽宇一郎駐中国大使（前）の公用車が襲われ、公用車につけていた

国旗が奪われる事件が起きた。9 月 11 日に日本政府が尖閣（魚釣）諸島の購入を

決定した後、中国政府の日本に対する外交は一気に強硬になった。在中国日本大

使館の周辺では抗議デモが続き、9 月 16 日のデモでは、西安や青島などの都市で

日系企業に対する破壊などの暴力行為もあった。この様な状況の中で 8 月 29・30

日に、中国社会科学院日本研究所の主催によって「日中国交正常化四十周年記念

国際シンポジウム」が開催され、丹羽宇一郎駐中国大使（前）と唐家璇（とう・かせん）

中日友好協会会長の基調講演もあり、日本と中国との国際関係をどの様に展開す

るのか実直で真摯な議論があった。本シンポジウムは、このシンポジウムに続く形

で 8 月 31 日に開催された。従って、本シンポジウムの論点は、日中国交正常化 40

周年を記念してこれからの日中の学術交流を展望するという本来の目的を離れて、

東アジアをめぐる日中関係という論点に強く引き寄せられざるを得なくなった。

本シンポジウムの内容を、総括討論に参加した青木保（元文化庁長官、国立新

美術館館長）は次のようにまとめている。「日本と中国の関係はいま、ご承知のよう

な困難な問題に直面しておりますが、最初に李培林先生が仰っていたように、こう

いう時だからこそ、理性的に長期的な展望でもって議論を重ねることが必要なので

す。一般の世論やマスコミにも、あるいは政治家にも、目先の問題だけにとらわれ

た近視眼的で、挑発的な発言をすることが最近見られるのですが、本日のシンポジ

ウムでは理性的で長期的な展望のもとでの意見が述べられ議論がしっかりと交わ

されたという印象を抱いています。国際政治や経済また文化などさまざまなテーマ

についての意見が長時間にわたって交わされました。それぞれ非常に興味深い内

容でした。」（「シンポジウム講評」）　基調講演をした張蘊嶺（中国社会科学院研究員）

と天児慧（早稲田大学教授）は、中国と日本の立場から、それぞれ「東アジアにおけ

る国際協力と日中の役割」を考察し、「歴史の中で日中の『現在』を考え、未来を展

望する」ものであった。両氏とも「東アジア共同体」の形成に係わったご自身の経験

をもとに講演され、「東アジア共同体」を中国はどの様に見ているのか、日中関係の

展開を日本はどの様に見ているのかという点を慎重に言葉を選びながら陳述した。

日中の研究者が同席することで、異なる視点から互いの姿を確認する機会となった

といえる。

シンポジウムで討論されたテーマは、「グローバル化と東アジアの文化」、「持続
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可能な社会の可能性」、「移動と社会変動」、「日中関係の新たな模索」として、日中

双方からそれぞれ 4 人が報告と討論を行った。中国から孫歌（中国社会科学院文

学研究所研究員）、王暁毅（中国社会科学院社会学研究所研究員）、王春光（中国

社会科学院社会学研究所研究員）、楊伯江（国際関係学院教授）の 4 名が報告した。

日本から油井清光（神戸大学教授）、長谷川公一（東北大学教授）、陳来幸（兵庫県

立大学教授）、川島真（東京大学准教授）が報告した。報告の時間をできる限り長く

とるように図った結果、内容の濃い研究を交流することができたと評価できるであろ

う。また、本シンポジウムを日中の外交関係が緊張した時期に開催したことは、報

告者にある種の緊張感をもたせ、中国と日本における研究手法の違いも明瞭にして、

人文社会研究の国情による違いと多様性も改めて認識させられた。

報告集の作成

本報告書は 8 月 31 日に開催したシンポジウムで報告された論文をとりまとめた

ものである。先に述べたように、日中の外交関係の緊張が日増しに高くなる中で開

催されたシンポジウムは、2012 年の春に中国社会科学院と企画した当初の意図と

離れるところがでてしまった。特に、中国側の研究者の報告には、国家、政治、社会

の現状と直接向き合う姿勢が強く現れる結果となった。中国の人文社会研究の特

徴として、研究者は社会の改善や改革に働きかける高い倫理性が培われてきたと

ころがある。論文として改めて提出していただいたものは、日本側からするとこの傾

向が一層強く出てきたように感じられた。基調講演を行った張蘊嶺の論文、また日

中関係を論じた楊伯江の論文をはじめ、「日中の知の共同体」の構築を総括した孫

歌の論文、牧草地の干ばつ被害の原因の一つに利用管理システムがあることを指

摘した王暁毅の論文、そして中国現代社会の変動メカニズムに論究した王春光の

論文は、どれも社会に対する直接的な責任感と倫理性を表現している。とはいえ、

日本側の 4 人の論文がこの様な倫理観を持たないというのではない。基調講演を

行った天児慧の論文、東日本大震災から復活する地域社会の新しい活動を論じた

長谷川公一の論文、近代の日中関係史を憧憬・敵対・競存のタームで総括しようと

した川島真の論文は、その現場に身を置く研究者の真摯なメッセージを提出してい

る。また、日本のポピュラーカルチャーに内在するグローバルな性格を論じた油井

清光の論文、華僑として生活する人々のネットワークと活動を紹介した陳來幸の論

文は、研究の対象に対する温かな共感を表している。中国と日本では、国家と社会

に対する責任感、倫理性、あるいはメッセージの表現の仕方が異なっていることを、

本シンポジウムは意図せずして露わにした。繰り返しになるが、日中間の外交的緊

張は、人文社会研究の多様性をも映し出したのである。

日本学術振興会北京研究連絡センターは、本シンポジウムの成果を日本で論文

集として公刊する計画であった。ところが、先に述べたように、提出された論文はメ

ッセージ性を強く持つものとなった。特に、張蘊嶺の論文、楊伯江の論文、孫歌の

論文は、現在の日中関係の困難な問題点を中国の視点から論じている。中国の知

識人が日中関係をどの様に見ているか、どの様に論じているかという問題の論点を

きわめて明快に整理している。これらは、日本の読者には直接知ることが少ない論

序

点であり、中国の知識人の主張を理解する貴重なテキストとなるに違いない。しかし、

現代の緊張をはらんだ日本と中国の外交政策に論究した論考は、言葉を選びなが

ら書かれており、翻訳は予想を超えた困難な作業となった。日本語として理解でき

る範囲までは可能だが、論じられている内容の確認には、さらに時間をかけた専門

家の校正が不可欠である。また、日中双方が提出した論文は、学術論文集として編

集するよりも、例えば『日中知識人がみた日中・東アジア』というタイトルの一般書籍

として編集した方が相応しい内容となった。このような状況を鑑みて、本シンポジウ

ムの成果を、論文集として公刊するよりも、日本語と中国語によると報告書としてま

とめ、本研究テーマに関連する方々に参考資料として提供するのが相応しいので

はないかと判断した。

本報告書は、現在の日中の外交関係の困難な状況を日中の研究者が直接論じ

ており、日本の研究者と読者には中国の知識人の主張を理解する貴重なテキスト

となるに違いない。また、研究者の社会に対する責任感、倫理性、あるいはメッセー

ジの表現の仕方が日本と中国とでは異なっていることも表現して、日中の研究者に

は人文社会研究の多様性をしめすテキストとしても興味を引くものとなるに違いな

い。本報告書が少しでも多くの方々の目に触れることを心から願う。

なお、日中の間には、一般的な使用言語においては無論、学術的用語においても、

双方に刺激的な感情を引き出す言葉がある。例えば「尖閣列島 / 釣魚島」、「満州国」

などの用語は、中国からすると政治的な含意を持たざるを得ない。本書はシンポジ

ウムの報告書であるから、文脈が政治的な評価や主張を持たない限り、原稿の記

述を尊重した。

最後に、日本と中国との関係が困難になった時期に本シンポジウムの開催を準

備された中国社会科学院社会学研究所に心から感謝を申し上げたい。そして、シン

ポジウムで真摯な報告を頂いた基調講演者と報告者に敬意を表したい。

　

日本学術振興会北京研究連絡センター長

　　　佐々木　衞

2012 年 12 月 1 日
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纪念中日邦交正常化 40 周年学术研讨会的策划

2012 年是中日实现邦交正常化 40 周年。1972 年 9 月 29 日，中日两国

在北京发表联合声明，实现了邦交正常化。世界期待东亚以中国为伙伴开

始新的发展，中日两国人民则因为感受到对方所蕴藏的可能性以及出于对

对方的尊重而握手言欢。日本对中国博大精深的文化与历史充满向往，中

国则对日本的先进技术满怀憧憬。我想，基于二战的经验教训，“友好”

这一词汇中饱含了实现亚洲和平的理想，而且两国人民都相信中日会实现

和平与进步。

其后 40 年间，日本与中国在人文、社会、经济等所有方面都紧密地联

系在了一起。2010 年，到日本旅游的中国人有 141 万人，到中国旅游的日

本人有 373 万人，中日两国已成为可轻松实现观光旅游与购物的邻国。从

中国拍摄的电影《Lovers》（2004 年、《十面埋伏》）到近几年成为热门

话题的《Red	Cliff》（2008-2009 年、《赤壁》），是由中国、香港、台湾、

日本的演员共同出演的，其影像、音乐、服装，都以超越好莱坞的娱乐魅

力吸引着亚洲的观众。更不用说，日本的漫画、动画等大众流行文化在中

国、亚洲乃至全世界都深受喜爱。中国的饺子早已在不知不觉间在日本的

饮食生活中扎下了根，日本的寿司和关东煮也早已成为可在中国的便利店

买到的快餐食品。东亚文化日益广泛交错，使我们的生活更加丰富多彩——

这类事例不胜枚举。

在学术研究领域，国际学术界开始关注中国学术研究的飞速发展。中

国政府在《国民经济和社会发展第十二个五年规划》(2011 年 3 月 ) 中明确

提出，要加大对战略新兴产业的资金及人才投入，通过科技与教育实现国

家振兴及人才强国，同时出台了加强重点科学创新基地与科学技术平台建

设、与海外著名大学开展合作、实现研究项目组织化等一系列相关措施，

学术研究方面的国际合作关系开始呈现以往从未有过的巨大变化。

在这种形势下，日本学术振兴会北京代表处回顾日本与中国开展学术

交流的历史，决定进一步谋求新发展。作为其中的一个环节，策划与中国

社会科学院共同举办题为“全球化进程中的社会变迁——建立东亚新形象”

的学术研讨会，决定 2012 年 3 月开始投入准备工作，8 月末正式举办。在

全球化进程中，人口流动、城市化、产业化、阶层结构、市民社会的形成

等问题已成为东亚地区共同面临的课题。学术研讨会的目的，就是让中日

两国人文社科领域的研究人员共同探讨这些课题，研究如何建立东亚新形

象并诠释东亚国际关系理念。此外还决定，学术研讨会在明年以后也将继

续由日本学术振兴会北京代表处与中国社会科学院共同举办，使其逐渐成

为人文社科领域研究人员开展研究交流的一个平台。

本次学术研讨会的成果

从8月中旬开始，中日之间的局势因钓鱼岛（尖閣諸島）之争而日趋紧张。

8 月 28 日，日本前任驻华大使丹羽宇一郎的公务车遭受袭击，车上的国旗

被拔。9 月 11 日日本政府做出购买钓鱼岛的决定后，中国政府对日本的外

交变得非常强硬。日本驻华大使馆周围持续发生示威游行，而在 9 月 16 日

的游行中，西安及青岛等城市甚至出现了破坏日资企业的暴力行为。在这

种形势下，8 月 29 至 30 日，由中国社会科学院日本研究所主办的“纪念中

日邦交正常化四十周年国际学术研讨会”隆重举行，日本前任驻华大使丹

羽宇一郎和中国中日友好协会会长唐家璇到会发表基调演讲，会议就日本

与中国应如何发展国际关系展开了坦率而热烈的讨论。本学术研讨会继上

述学术研讨会之后于 8 月 31 日举行。正因为如此，研讨会的论点偏离纪念

中日邦交正常化 40 周年、展望今后中日学术交流的原有目的，转变为围绕

东亚的中日关系问题。

对于本次学术研讨会的内容，参与总结讨论的青木保（原日本文化厅

长官、国立新美术馆馆长）做出了如下归纳：“众所周知，日本与中国的

关系目前正面临着困难，但正如李培林先生开头所讲的一样，正因为处在

这种时刻，才更有必要理性地从长期展望的角度展开讨论。普通舆论、媒

体、或者政治家，往往只看到眼前的问题而发表一些短视的挑衅性言论，

而今天的学术研讨会给我的印象则是大家都在理性地从长期展望的角度发

表意见。围绕国际政治、经济、文化等各种主题，大家做了长时间的交流。

各种内容都具有非常深刻的意义。”（“学术研讨会点评”）

发表基调演讲的张蕴岭（中国社会科学院研究员）和天儿慧（日本早

稻田大学教授）分别站在中国和日本的立场上，考察“东亚区域合作与中

日的作用”，“在历史的长河中探讨中日关系的今天与明天”。两个人都

根据自己参与建设“东亚共同体”的经验，谨慎措辞，陈述了中国是如何

看待“东亚共同体”的，日本是如何看待中日关系的发展的。可以说，由

于中日研究人员的共同出席，使研讨会成为了彼此从不同角度相互确认态

度的一个机会。

学术研讨会上讨论的主题有“全球化与东亚文化”、“社会可持续发

展潜力”、“人口流动与社会变迁”、“中日关系新探索”，中日双方分

别有 4 人发表了研究成果，他们是中方的孙歌（中国社会科学院文学研究

所研究员）、王晓毅（中国社会科学院社会学研究所研究员）、王春光（中

国社会科学院社会学研究所研究员）、杨伯江（国际关系学院教授），日

方的油井清光（神户大学教授）、长谷川公一（东北大学教授）、陈来幸（兵

库县立大学教授）、川岛真（东京大学副教授）。由于尽量提供充足的发

表时间，所发表的内容都达到了一定的深度。此外，本次学术研讨会在中

日外交关系较为紧张的局势下举办，给研究成果发表者造成了某种紧张感，

序
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从而使中国与日本在研究手法上的差异得到了一定体现，也让人们重新认

识到了人文社科研究方面基于不同国情的差异及多样性。

报告集的制作

本报告集根据 8 月 31 日举办的学术研讨会上发表的论文汇总而成。如

前所述，在中日外交关系日趋紧张的形势下举办的学术研讨会与 2012 年春

与中国社会科学院共同策划时的意图相比，在一定程度上出现了偏离。特

别是中方研究人员的报告，直面国家、政治、社会现状的态度非常鲜明。

中国人文社科研究的特点之一，就是研究人员形成了对社会进步与改革发

挥作用的较强的伦理性。请报告人重新提交的论文，在日方看来，这种倾

向进一步加深。以发表基调演讲的张蕴岭的论文和讲述中日关系的杨伯江

的论文为代表，总结和概括“中日知识共同体”的构建的孙歌的论文、指

出牧场遭受旱灾的原因之一为利用管理体系问题的王晓毅的论文、以及探

究中国现代社会变迁机制的王春光的论文，都表现出了对社会的直接责任

感和伦理性。但这并不是说日方 4 人的论文就不具有这种伦理观。发表基

调演讲的天儿慧的论文、探讨从东日本大地震中复兴的地区社会的新活动

的长谷川公一的论文、试图以憧憬 - 敌对 - 竞存等阶段总结近代中日关系

史的川岛真的论文，都提出了置身其中的研究人员的真切见解。还有，论

述日本大众流行文化中内在的全球化性格的油井清光的论文、介绍华侨生

活网络及活动的陈来幸的论文，表现出了对于研究对象的温煦共鸣。在中

国和日本，对于国家和社会的责任感、伦理性、或者是见解表述方法，存

在一定差异。本次学术研讨会在不经意间表露出了这种差异。再说一次，

中日之间在外交上的紧张局势，折射出了人文社科研究的多样性。

日本学术振兴会北京代表处原计划将本次学术研讨会的成果汇总成论

文集，在日本公开出版。但是如前所述，提交上来的论文带有强烈的见解性。

特别是张蕴岭的论文、杨伯江的论文、孙歌的论文，从中国的角度论述目

前中日关系的难题，对于中国的知识分子如何看待和论述中日关系，做出

了极为清晰的整理。对于日本的读者来说，这都是很少能够直接得知的论点，

一定会成为了解中国知识分子的主张的宝贵教材。但是，论及孕含现代紧

张关系的中日外交政策的文稿措辞严谨，翻译难度超出了预想。翻译成可

以让人理解的日文没有问题，但对于所论述的内容，则必须请专家花费时

间进行确认和校正。而且与汇编成学术论文集相比，中日双方所提交论文

的内容更适合编辑成诸如《中日知识分子眼中的中日与东亚》的普通书籍。

鉴于这种情况，我们认为与其将本次学术研讨会的成果汇总成论文集公开

出版，不如将其汇总成由日文和中文构成的报告集，作为参考资料提供给

与本研究主题相关的各方人士。

本报告集中，中日研究人员直接论述了目前中日外交关系的紧张局面。

对于日本的研究人员和读者来说，这本报告集一定会成为理解中国知识分

子的主张的宝贵教材。另外，它还体现出了日本和中国的研究人员对社会

的责任感、伦理性、或者见解表述方法有所不同，因而对于中日研究人员

来说，也会作为表现人文社科研究多样性的教材而引发兴趣。真诚希望这

本报告集能让更多的人看到。

另外，在一般性的语言使用上自不待言，中日之间即使在学术用语上

都会有刺激双方感情的表述。例如：“尖阁列岛（中国称：钓鱼岛）”，

“满洲国”等用语，从中国的角度来看，一定是带有政治含义的。由于本

书为中日学术研讨会的报告集，只要文理上不带有相关的政治评价或主张，

我们会尊重原稿的表述。

最后，对于在中日关系紧张时期为本次学术研讨会的举办做了大量准

备工作的中国社会科学院社会学研究所表示衷心的感谢。同时也对在学术

研讨会上发表基调演讲和研究成果的各位先生表示衷心的敬意。

　　　　　　　

日本学术振兴会北京代表处		所长

　　　								佐佐木		卫

2012 年 12 月 1 日
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本日開催される学術検討会は、中日国交正常化

40 周年を記念して中国社会科学院と日本学術振興

会とが共同で執り行うものです。昨日と一昨日にも当

会場にて、同様の目的で中日関係に関する別の学

術研討会が開催されたばかりです。その際には、在

中国日本国大使も参加され、大使の公用車も社会科

学院内に停められていたのですが、今回は車に挿さ

れた日本国国旗が抜き取られることもなく、いつもの

ように風にはためいておりました １。

さて、現在中日関係は分岐点となる時期を迎えて

います。釣魚島（日本名：尖閣諸島）に関する衝突を

巡っては、中日両国に緊張関係をもたらし、両国の

国民に非常に強い民族感情をみなぎらせることにな

りました。しかし、私たちは研究者であり、やはり理性

的かつ長期的視野でもって中国と日本との関係につ

いて考えていかなければなりません。

現在のような中日関係の緊張状態は、決して偶然

の出来事ではなく、中日両国の国交が正常化してか

らの 40 年間に起きた社会の大きな変遷と密接に関

係しています。この変遷は経済や政治、社会や文化

といった各方面へと影響を及ぼしています。そのいく

つかは既にご存じのことかと思いますが、一般に、社

会生活で起きる現象の多くは気付くことも見つけ出す

ことも非常に困難なものです。しかし、このような変遷

を理解することで、ようやく深い部分から中国と日本

との関係が変化した原因や未来への方向性を知るこ

とができるのです。したがって、今回の学術研討会は

一般的な中日関係に関する学会とは趣を異にしてい

ます。会議に参加する研究者について申しますと、そ

の大多数は中日関係に関する研究者ではなく、社会

学や経済学、政治学や歴史学、文学といった異なる

学科の専門家です。そして、それぞれ異なる角度か

ら中日両国の間に生じた巨大な変遷について自身

の見解を提示しておられます。

そもそも中国と日本とは世界でも上位の 3 位に名

を連ねる 2 つの巨大な経済大国であり、両国の関係

は東アジアと太平洋地区の安定と発展において非常

に重要であるばかりでなく、世界平和の維持と発展と

いう大局的見地からも極めて重要であると言えましょ

う。この 40 数年来、東アジアにおける経済的社会的

発展においては一時期「雁行形態論」というものが出

現いたしました。これは日本が先陣を切り、その後ろ

をアジアの「四小龍（韓国・シンガポール・香港・台湾）」

が離されまいとしっかりと付き随い、最後尾を中国と

いう大龍が翔るというものでした。しかし、現在はこの

「雁行形態論」にも変化が生じてきています。それは

幾つかの点で東アジアは中国・日本・韓国の三国に

よる鼎立の様相を呈するようになったということです。

これにより、三国間の経済的実力、社会的構造や国

民心理などに総じて大きな変化が巻き起こっていま

す。このような状況において、東アジアにおける中国

と日本との関係を良好にしておくことは、ヨーロッパに

おいてフランスとドイツとの関係を良好に保つことと

同じように重要であると言えます。私たちは新たな歴

史のスタート地点に立ち、それぞれ取捨選択を行い、

大局を見据え、手と手を取り合い同じ方向へと歩み

を進め、ともに未来を創造していかなければならない

のです。 

今回開催される本大会が、両国間の深刻な社会

的変遷に対する相互理解の推進の一助とならんこと

を心から期待するとともに、各研究者がた、特に日本

からの参加者に謝意を表することで挨拶の言葉に代

えさせていただきたいと思います。ありがとうございま

した。

2012 年 8 月 27 日午後 4 時頃、在中国日本国大使である丹羽宇一郎大使が乗車した日本国国

旗が掲げられた公用車が大使館へと戻る際、北京市四環路において 2 台の乗用車による妨害

を受け、そのうち 1名の青年が車を降り、大使が乗車する公用車の日本国国旗を抜き去った。

その後、北京警察は在中国日本国大使公用車襲撃事件の捜査状況を公表し、日本国国旗を強

奪した 2 名の男性は行政拘留処分を受けた。日本の共同通信社は文章を発表し、在中国日本

国大使丹羽宇一郎大使公用車襲撃事件については、中国側による 4 日の容疑者に対する軽微

な処分及び起訴の見送りは日中両国の共通意思に基づくものであり、できるだけ早く事態を

収拾するために司法プロセスによる引き延ばしを避けたとした。

我们今天这次研讨会，是中国社会科学院

与日本学术振兴会联合举办的纪念中日邦交正

常化 40 周年的论坛。昨天和前天，也是在这个

会场，为了相同的目的，刚刚举办另外一场关

于中日关系的研讨会，日本驻华大使也来参加

了，他的车停在社科院的院内，但这次插在车

上的日本国旗没有被拔１，一直在飘扬。

中日关系目前进入关键时期。围绕钓鱼岛

之争，出现了中日关系紧张的局面，两国民众

中也弥漫着强烈的民族情绪。但我们作为学者，

还是应当理性地和长远地思考中日之间的关系。

中日关系之所以会出现当前的紧张局面，

并非是偶然的现象，这与中日两国在邦交正常

化 40 年来都发生了巨大的社会变迁有密切的联

系。这种变迁反映在经济、政治、社会、文化

等各个层面。有些是众所周知的，但也有很多

是难以觉察和发现的。只有了解这些变迁，才

能从深层次理解中日关系变化的缘由和未来走

向。所以，我们这次研讨会与通常的中日关系

研讨会有很大不同，参加会议的学者，绝大多

数并非是研究中日关系的专家，而是来自于社

会学、经济学、政治学、历史学、文学等不同

学科的专家，大家是从不同的角度，来揭示两

国发生的巨大变迁。

中日作为世界上排在前三位的两个巨大经

济体，两国的关系不仅对东亚和太平洋地区的

稳定和发展至关重要，对世界保持和平与发展

的大局也至关重要。近 40 多年来，东亚经济社

会发展一度出现“雁行模式”，日本率先，然

后是紧随的亚洲“四小龙”，最后是中国这条

大龙的起飞。现在这种“雁行模式”正在发生

变化，在某种程度上形成了东亚的中日韩三国

鼎立之势，三国的经济实力、社会结构和国民

心理也都发生很大变化。在这种情况下，处理

好东亚的中日关系，就像处理好欧洲大陆的法

国和德国的关系一样重要。我们应当站在新的

历史起点上，求同存异，着眼大局，携手同进，

共创未来。 

希望这次会议能够有助于推动对两国深刻

社会变迁的相互理解，也谢谢各位学者、特别

是日本的参与。谢谢大家。

2012 年 8 月 27 日下午 4 时许，日本驻华大使丹羽乘坐一辆悬挂有日本国旗的轿车返回大使

馆时，在北京四环路遭到两辆轿车的拦堵，其中一个年轻的男子下车，将大使座车上悬挂的

日本国旗拔掉。事后，北京警方公布日本驻华大使座驾遇袭事件调查处理情况，对强摘日本

国旗的两名男子郭某某、夏某某予以行政拘留。日本共同社 9 月 4 日发表文章称，关于日本

驻华大使丹羽宇一郎座驾遇袭事件，中国方面 4 日对嫌疑人处以轻微处分而没有进行起诉是

基于日中双方的共同想法，避免走司法程序造成拖延以便尽早结束事端。

開会の挨拶 开幕辞

开幕辞

李  培林李  培林
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「日中国交正常化 40 周年記念シンポジウム」の開

会に際し、日本学術振興会を代表いたしまして、一言

ご挨拶を申し上げます。ただいまご紹介をいただきま

したように、私は普通の大学教員で、中国の歴史の

研究をしておりますが、学術振興会の学術システム

研究センターという調査研究部門の主任研究員を 3

年間兼任しておりましたところから、この記念シンポ

ジウムに参加させていただくこととなりました。

日中国交正常化から 40 年ということで、あらため

て振り返ってみますと、この 40 年という年月は、私が

大学に入って中国研究を始めてから現在までの期間

とちょうど重なります。もちろん私だけでなく、私と同

じくらいの年代の日本の中国研究者はみな、この 40

年間を自分の研究歴と重ね合わせて深い感慨をも

つことでしょう。言うまでもなく、この 40 年間の中国社

会の変化、中国経済の発展は、当初予想もつかなか

ったような急速でかつダイナミックなものでした。そし

て、日中学術交流の発展も、それに劣らず急速なも

のでした。

中国研究者でない方ならば、より大所高所からこ

の 40 年の日中学術交流の発展を概観なさるでしょ

うが、ここでは私の体験にひきつけて少し思い出話を

することをお許しください。私が大学に入った翌年、

1972 年の 9 月に日中国交正常化が行われ、76 年に

は文化大革命が終わり、私が初めて中国を訪問した

のは 78 年春、まだ博士課程の院生のときのことでし

た。そのころの中国旅行はまだ現在のように自由で

はありませんでした。78 年の夏に日中平和友好条約

が結ばれまして、その次の年、79 年から 80 年にか

けてが、日中学術交流の発展の基礎が築かれた重

要な時期であったと思います。79 年 1 月に中国社会

科学院の胡喬木院長が日本を訪問され、日本学士

院や日本学術振興会、東京大学などで交流を行いま

した。そのとき、日本学術振興会の増田四郎会長、こ

の方も歴史学者で、西洋史が専門でしたが、その増

田会長と会談されて、翌 80 年に中国社会科学院と

日本学術振興会との交流協定が結ばれることになっ

たわけです。

当時私はまだ助教でしたので、そのような上部で

の動きは知る由もなかったのですが、しかし 79 年の

末から中国の高名な歴史研究者の方々が次々と日

本を訪問され、授業や講演をなさるようになりました。

私は当時東京大学におりましたが、私たちが最初に

お迎えしたのは、中国社会科学院の先生方でした。

79 年の 10 月 10 日には、近代史研究所の劉大年先

生が来日されて私も成田空港にお迎えにいきました。

同じ年の 12 月 27 日には、経済研究所の呉承明先

生がいらっしゃって、またこのときも成田空港にお迎

えに行きました。この日付は私の昔の日記によるも

のですが、日記を見ますといろいろなことが印象鮮明

に思い出されます。お二人ともそれぞれお嬢さんをつ

れていらっしゃって、同じくらいの年だったので、とて

も仲好くなりました。

文革後初めてこうした交流がはじまったころ、日本

を訪問された中国の先生方は、非常な使命感を帯び

て来日されたと思います。ニコニコしておられましたが、

やはり一種の緊張感が漂っていました。そしてまた、

歓迎する側の熱気も大変なものがありました。たとえ

ば劉大年先生は東大に三か月いらっしゃって、辛亥

革命に関して連続講義をなさったのですが、それに

備えて助教や大学院生が毎回みなで予習をして、質

問を書きだして翻訳し、先生に前もってお渡しすると

いうようなことをしていました。中国との交流の機会

が多い現在にくらべますと、当時の日本の若手研究

者や大学院生の中国語の会話力は概して非常に低

かったと思います。しかし、この貴重な機会にできる

開会の挨拶
岸本  美緒

だけ学びたい、そしてこの交流を絶対に成功させて

今後の交流の発展につなげてゆくんだということで、

みな全力でがんばったのであります。今思い返しま

すと、大変なつかしい気持ちがいたします。と同時に、

当時日中双方で日中学術交流の新たな開始に向け

て尽力された方々に、改めて感謝の念がわいてきま

す。

当時は予想もしなかったことですが、現在では日

中間の学術交流は、ほんとうに日常茶飯事になりま

した。中国の先生方が長期短期さまざまな形で次々

と訪問されますので、自分の専門に近い先生方でも、

今どなたが日本にいらしているのか、全部は把握で

きないくらいです。もちろん中国研究以外でも、さまざ

まな分野で日中の研究交流は進んでいます。中国語

で、あるいは英語でのコミュニケーションもごく普通に

できるようになっています。中国史や中国文学を研究

する今の日本の大学院生は、古典漢文が読めないと

いってよく先生に怒られていますが、コミュニケーショ

ン能力という点では、先生たちよりずっと優れている

といえるでしょう。

いまや、日中の学術交流は、あって当然の「当り前」

のものと感じられるようになりました。これはとても素

晴らしいことです。希望に燃えながら、でもちょっと緊

張していた 30 数年前と違って、これからの日中学術

交流はさらにリラックスして、冗談などを飛ばし合いな

がら、忌憚のない討論ができるようになるでしょう。――

でも、本当にそうなるでしょうか？少し楽観的すぎな

いでしょうか？――そうですね、日中間には時々さま

ざまな問題が起こって緊張する場面もかなりあること

を考えると、少し楽観的すぎるかもしれません。しかし、

40 年前、30 年前を思い返してみますと、日中学術交

流の芽はまだ本当に小さいものであったわけです。

小さくて弱いからこそ、みんなでそれを一生懸命守り

育てようとしました。その結果、というか、もちろん他

の要因もいろいろあったわけですが、日中学術交流

は、当時予想もしなかったような大きな樹になりました。

それを考えると、現在の「当り前」の状況がいかに貴

重なものであるかを再認識すると同時に、この樹の

生命力に対してかなり楽観的になってもよいような気

が致します。

　本日のシンポジウムのテーマは「グローバル化

の中の社会変容――新しい東アジア像を形成するた

めに」というもので、日中の研究者が衆知を集め、忌

憚のない討論をすることが求められる重要なテーマ

だと思います。多くのことを学ばせていただけるものと、

楽しみにしています。どうもありがとうございました。

開会の挨拶
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第一部　基調講演　

「新しい東アジア像を形成するために」

張　蘊嶺
中日両国の東アジア地域における

役割とその影響について

天児　慧

「歴史の中で日中の『現在』を考え、未来を展望する」

皆さま、こんにちは。本会議の主催側より基調講

演の要請をいただきましたこと、大変感謝しておりま

す。本日の私の講演題目は「中日両国の東アジア地

域における役割とその影響について」です。

本会議の主たる題目は東アジアの新たな様相に

ついてである。そもそも、東アジアの新たな様相とは

何であるのか。私個人の見解としては、東アジアは

現在、新たな現代化の過程に歩を進めている。日本

が先導した明治以来の現代化（近代化）では悲劇を

生むことになったが、この現代化はそれとは異なって

いる。それは私たちが新たな理念を有していることで

あり、東アジアにおける協力態勢を推進するという理

念をもっていることである。「東アジア・ビジョン・グル

ープ」が提起したのは、東アジアにおける協力の長

期的目標は東アジア共同体の設立であり、具体的に

は協力、平和、繁栄の三点に基づく東アジアを形成

していくことである。私は、これこそが東アジアの新た

な様相ではなかろうかと考える。

では、この協力、平和、繁栄の三点に基づく東アジ

アを構築することは可能であるのか。これこそが私た

ち各国が直面する最も重要な課題である。かかる過

程において、中日両国の影響は非常に重要である。

現在、中日関係においては憂慮すべき事態が起きて

おり、私たちは困難を克服し、衝突を解決し、協力関

係を展開しなければならない。そして、東アジア地域

の協力において主導的役割を発揮しなければならな

いのである。

地域間の協力を推進することは、東アジア地域の

発展における非常に重要な一里塚であると言えよう。

現在の協力態勢は各国が平等に参加し、協力して共

同利益を獲得するものである。しかし、1960 年代か

ら80年代にかけての地域協力を推進した方向性は、

アジア太平洋地域の協力態勢に中心があり、東アジ

アとアメリカの緊密な協力関係が構築されていた。こ

の長年の努力の成果としては、アジア太平洋経済協

力会議（APEC）設立の推進を顕著なものとして挙げ

ることができる。1990 年代になると、東アジア協力に

関する新たな思想があらわれるようになった。その先

頭に立ったのが当時のマレーシア首相であったマハ

ティール氏であった。マハティール氏は「東アジア経

済グループ」の設立を提案したが、それは東アジア

が協力し合わなければならないというメッセージであ

った。これには、マレーシアが独立した国家としての

自信と名声を持ってきたことから、独自の役割を果た

したいと願ったことも理由であった。この提議は一部

の国家による支持を獲得したが、全ての国家からの

支持を獲得するまでには到らなかった。

しかし、1997 年に勃発したアジアにおける金融危

機は、東アジアの協力態勢を推進する行程における

孵化器の役割を果たすことになった。金融危機の発

生以降、日本はかつて東アジアの協力を基礎とした

アジア通貨基金（AMF）の設立を提議したが、これは

意見の一致を見ることができなかったため実現しな

かった。その後の主な展開として、東南アジアを構成

する 10 カ国（ASEAN）と、中国、日本、韓国の三カ国

を加えた（10+3）協力態勢を組織する枠組みを推進し

たことが挙げられる。このような機構が現れたことは、

一連の東アジア協力思想の誕生を促進することにな

った。その中でも最も重要なのが「東アジア共同体」

の設立という思想である。ASEAN+3 の首脳は、「東

アジア・ビジョン・グループ」の設立を指示した。2001

年に提出された報告書に基づけば、東アジアの協力

態勢の長期目標が東アジア共同体の設立であった

ことが明確に示されている。東アジア共同体とは、経

済の一体化を基礎として、徐々に地域の平和的発展

と繁栄とを実現することを目指すものである。東アジ

中日両国の東アジア地域における
役割とその影響について

張  蘊嶺

中日両国の東アジア地域における役割とその影響について
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ア共同体の主要な支持機構は以下のとおりである。

第一に、高いレベルでの政府間協議対話機構を構

築することであり、実際問題としては、ASEAN+3 を東

アジア首脳会議（East Asia　Sumit）へと昇格させるこ

とである。第二に、ASEAN+3 を基盤とした東アジア自

由貿易地域（East Asia FTA）を設定することである。

第三に、東アジア地域における通貨金融協力機構を

設立することである。そして第四に、議会や社会を包

括した上で、文化交流を行う協力態勢を築くための

土台を構築することである。つまり、東アジア共同体

の中核は協力、平和、発展にあり、共同体とはそれ

らを成し遂げるための基体となると言える。

私個人も幸いなことに東アジア協力機構に参加す

ることができたが、東アジア・ビジョン・グループの中

でも中日両国の代表が非常に効果的な協力を行っ

た。しかしながら、東アジア共同体の設立の協議にお

いては不一致も出現し、中でも中日両国間の不一致

が主要なものであった。2003 年に、ASEAN+3 の首

脳が東アジア首脳会議機構の設立に向けた検討を

指示した。ASEAN+3 の対話機構を東アジア首脳会

議へと進展させるという構想は、ASEAN の幾つかの

国家と中国との支持を受けたが、日本はこれに対し

て、インド、オーストラリア、ニュージーランドを包括し

た新たな東アジアにおける協力の枠組みの構築を頑

強に主張した。その結果として、ASEAN+3 の協力機

構に変化はなかったが、新たに 16 カ国からなる最高

首脳会議が成立し、元来存在した ASEAN+3 と併存

することになった。今では、首脳会議も拡大すること

になり、アメリカやロシアをも参加しており、東アジア

首脳会議は 18 カ国から構成されることになった。か

かる東アジア首脳会議は、もはや東アジアの「地縁」

から構成されるという本来の様相をはるかに越えた

ものになったと言えよう。

2004 年には ASEAN+3 の首脳会議の委託を受け、

東アジア自由貿易地域の事業化調査に関する専門

のグループが発足した。私はグループの代表として

2006 年に研究報告を提出した。この中で、ASEAN+3

を基盤とした東アジア自由貿易地域を可能な限り迅

速に展開するための交渉を提案した。かかる検討過

程において、中日両国の専門家もみな参加しており、

協力関係を推進した。しかし、この報告に対して日本

の政府は反対を表明し、東アジア首脳会議の 16 カ

国を基盤とした東アジア包括的経済連携協定（CEPEA）

の設定を提議した。日本が先頭に立って専門のグル

ープを組織し、かかる提議に関する検討を進めたが、

私もまたこのグループに参加した。中日両国の意見

が一致しなかったために二種類の報告が提出される

ことになり、東アジア自由貿易地域設立への行程が

遅延することになった。

新たな進展が見られたのは 2011 年のことである。

中日両国が遂に歩調をそろえて共同提議を提出した

のである。東アジア自由貿易地域の推進に向けた行

程において、中日両国がこのような協調姿勢を示し

たことにより、少しではあるが問題を前進したとみな

すことができる。今年には、ASEAN が東アジア地域

における総合経済連携に関する提議を提出したが、

東アジアの一体化に向けた行程において、中日両国

がともに ASEAN の提議を支持したことは一つの評

価すべき現象であると言える。

これと時を同じくして、韓国と ASEAN 事務局が主

導した新たな東アジア・ビジョン・グループ（EAVGII）が

報告を提出し、その中で ASEAN+3 の協力機構を中

核とした 2020 年までの東アジア経済共同体の設立を

提議した。かかる業務に私もまた参加したが、中日両

国は協力的に協議を進め、基本的な共通理解に到っ

たと言える。ここから、東アジアの協力と一体化に向

けた行程において新しい積極的な兆しがあらわれて

おり、中日両国が効果的に協力態勢を保持し、かか

る行程を推進することが可能となってきたと言える。

東アジア自由貿易地域の行程とは異なり、東アジ

ア金融協力においては積極的な進展を見出すことが

でき、これは東アジアの協力における一つの評価す

べき点であり、中でも重要な要因として日中両国の効

果的な協力態勢を挙げることができる。2003 年に所

謂チェンマイ・イニシアティブ（CMI）の枠組みが協議

され、ASEAN+3 の財務省が共通理解を導きだし、通

貨の互換機構の設立を推進することになった。この

チェンマイ・イニシアティブの枠組みのもと、ASEAN+3

に属する各国間は双方向的互換協議に署名し、そ

の後にチェンマイ・イニシアティブのマルチ化を推進

した。協力態勢の基盤拡大のため、2400 億ドルの備

蓄基金を確立した。2010 年には、監視測定能力を有

した ASEAN+3 マクロ経済リサーチオフィス（ASEAN+3 

Macroecnomic and Research Office：AMRO）が成立

したが、この分野においては中日両国が基本的には

効果的な協力を推し進めた。更に、通貨金融の協力

に対する将来に関しては、明るい期待がもてる。例え

ば、かかる基盤のもとに東アジア通貨基金を設立す

る可能性、または、将来的に東アジアにおける単一

通貨の発行する可能性への期待である。とはいえ、

ヨーロッパの単一通貨に発生した危機の教訓があり、

また、東アジアは複雑かつ差違の大きな地域である。

そのため、高度に一体化された機構を発展させ、特

に東アジアの統一通貨を発行し、打撃はますます慎

重なものとなった。

今ひとつの大きな進展は 2008 年に始まった。すな

わち中国、日本、韓国が独自に首脳会議を開始した

ことであり、広範にわたる協力関係を展開し、一連の

協議において署名が行われた。また 2010 年に三国

の共同事務局が設立された。2012 年には三国間の

投資促進が締結され、中国、日本、韓国間の自由貿

易地域に関する協議が今年末に開始される予定とな

っている。現在のところ、中日韓三国間には困難な問

題が出現している。特に、中日両国間における衝突

の発端となった釣魚島（日本表記：尖閣諸島）を巡る

危機は段階的に拡大し、協力の行程にも影響を及ぼ

している。但し、三国の経済の高度な融合や、協力を

推進したいという願いもまた強く、利益基盤も依然と

して存在している。そのため、私はやはり推進してい

くための方法を講じていく必要があると考えている。

もし、中日韓における自由貿易地域が交渉を開始

することができ、さらに実質的な進展を確認すること

ができるのであれば、東アジアの協力態勢に対して

非常に重要な推進作用を引き起こすであろう。各国

は瞠目して、中日両国が東北アジアに位置する中日

韓三国の自由貿易地域において真の協力を行うこと

ができるのかを注視している。中日韓の自由貿易地

域を始動させ、そして順調に進めていかねばならない。

もし順調に進行すれば、それはすべての東アジアに

おける「新たな様相」を創り上げる上で非常に重要な

こととなろう。

以上が、私の中日両国の過去十数年間における

東アジアの地域協力確立の過程に対する簡単な回

顧となる。ここから見出せることは、東アジアの協力

の過程において、中日両国が共通理解を持つことが

できれば、東アジアの協力も明らかな進展を迎えるこ

とができ、逆に、意見が一致しなければ、その行程は

困難になるということである。しばしば欧州連合の基

礎はフランスとドイツ両国間の和解、共通理解、調和

関係であると述べられるが、東アジアの協力の行程

においても中日両国が共通理解を獲得することがで

きれば、その行程の進行が順調となることがはっき

りと示されている。先に述べた簡潔な回顧から、中日

両国は多くの方面においてフランスとドイツとの関係

のように難しい状況にあり、認識、利益、戦略のどの

方面においても、すべて一致するとは限らないので

ある。

当然のことであるが、フランスとドイツとの関係性

から東アジアの中日両国、東アジアの状況を比較す

るのは困難である。中日両国の関係はフランスとドイ

ツとの関係性とは異なっており、その差異も非常に大

きいと言える。ヨーロッパと比較した際、東アジアは歴

史、構造、利益、戦略といった方面で違いを見出すこ

とができる。東アジアはその土地に適した順路と方式

とを獲得するよう追求する必要があろう。東アジアの

協力態勢において、ASEAN の役割は非常に特殊な

ところがあり、ASEAN の地位と役割を尊重することは

非常に重要である。しかし、ASEAN の指導力は様々

な制限を受け、中でも内部の制限が大きく、この点を

明確に理解する必要がある。東アジアの協力は何故

に速やかに進展しないのか、その理由は中日両国の

不一致あるといえる。また、中日両国はいつの段階

で共通認識を持つに到るのであろうか、そうなればす

べてが順調に進むという言及はもっともである。例え

ば先に述べた、去年の中日両国による共同提議の

提出は、東アジア地域の経済一体化の行程を推進し

中日両国の東アジア地域における役割とその影響について
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ており、そのため ASEAN は順調に東アジア地域に

おける総合経済連携関係に関する提議を提起できた

のである。これにより、中日両国の共通認識とその推

進が非常に重要であることが看て取れる。

東アジア地域の協力の行程における位置づけは

現実の必要に求めることができ、共同の利益を基本

に据えるというこの点はヨーロッパとは異なるところで

ある。ヨーロッパは二度の世界大戦を経験し、その損

失も非常に大きかったため、再び戦争を行うことを望

んではいない。そのため、連合的かつ平和的ヨーロッ

パの確立が共通認識として存在し、この認識は全体

が理解しているところである。すなわち、絶対に第三

次世界大戦をヨーロッパにおいて発生させてはなら

ない、そして、必ず欧州連合としての道を進まなくて

はならないという認識である。東アジアの協力の行程

はアジア金融危機によって推進され、その動機もや

はり現実的利益の必要に基づいている。金融危機が

発生して以降、いろんな方面が、共同の利益の推進

と、これに向けた現実的な力に関与するようになった。

しかし、金融危機が過ぎてしまえば、東アジアの制度

化を更に一歩推し進めていこうとすると、理解と利益

とに不一致に出くわすであろう。だからこそ、現在、東

アジアにおいては多層的な協力の枠組みが出現して

いるのである。

このような協力の枠組みに対する必要な基本的知

識及び技能は、対話を推し進めることであり、協力を

求めることである。多層な枠組みは東アジア地域の

多様性や差別性といった特徴に適しており、各方面

の注目や利益に関心をより向けるようになり、それは

比較的に融通が利くものである。かかる多層な枠組

みにおいて、中日両国はそれぞれの利点を発揮し、

存在する差違の中から共通点を見つけ出すことがで

きるであろう。

東アジア諸国が一つの統一された東アジア協力機

構の設立を期待し始めると、ASEAN+3 を主たる軸に

据えることになったが、実際の発展状況は異なるも

のであった。現在、東アジアにおける協力を通した統

一への道程は非常に長く、結局、統一された東アジ

ア共同体は構築されないかもしれない。あるいは、多

様な協力機構が併存する状況になるかもしれないが、

このような状況は関係者各自の異なる利益をより反

映することができ、異なる状況の中から共通点を見

つけ出す基礎を提供するのであろう。協力であり対

抗ではなく、協議であり分裂ではない。これこそは東

アジア各国の共通認識であり、中日両国が東アジア

地域における協力の中で見つけ出すことができた共

通点の基点なのである。

当然ではあるが、東アジアに出現した新たな発展

や、東アジアの協力態勢に対して生じた新たな影響

などを見出していかなければならない。第一の新た

な進展は、中国の経済と総合的な実力の上昇が非

常に速く、複雑な反応を引き起こしている点である。

日本は中国に対して基体と憂慮の念を抱いており、

対中関係における矛盾が顕在することになった。第

二の新たな進展として、インド経済の新たな発展を指

摘できる。加えて、インドがアジア（東アジアに限らない）

に位置する特徴を指摘できる。インドは東アジアに近

接しているものの、東アジアに位置する国家ではな

い。そのため、インドの加入は東アジア協力における

基盤を拡大することになった。アジア全体から見れば、

インドは東アジアと西アジアの中間に位置するが、東

アジアから見れば、辺境に位置する。そもそもインド

はアジアに属しているので、東アジア首脳会議が包

括する範囲はより東アジアより広大であり、また、アメ

リカやロシアも参加しているので、アジア太平洋と世

界の特徴とを有することになっている。東アジア・ビジ

ョン・グループが位置付ける東アジアとは ASEAN+5、

すなわち ASEAN に所属する 10 カ国及び中国、日本、

韓国、北朝鮮、モンゴルの 5 カ国を指し、これが東ア

ジア周辺の境界線である。しかし、インドが加入し、

オーストラリアやニュージーランドが加入したことで、

地縁でもって基盤とする東アジア共同体の構造は、

その根幹が弱くなり、アメリカやロシアの加入につい

てはもはや贅言を要しない。第三の新たな進展は、

ASEAN が 2015 年に共同体を構築しようとする点に

ある。しかしながら、ASEAN 共同体の設立に向けた

進展は比較的緩慢で、その指導力も強固なものでは

ない。当時、ASEAN+3 となったのは、ASEAN が主軸

となり、これに中日韓三国の協力を求めたためである。

しかし、現在では ASEAN 内部の求心力は決して強く

はない。2015 年も近くなり、ASEAN 共同体の設立は

期限までに完成することは困難と思われる。このよう

な状況において、東アジアの協力態勢を推進するに

は、中日韓、特に中日両国がより大きな役割を発揮

しなければならないと言えよう。第四の新たな進展と

して、アメリカの双方向戦略を挙げることができる。具

体的には、アメリカは、一方は東アジアに関与し、他

方では環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）を主導

している。アメリカは東アジアに関与することで東アジ

アの地縁を基礎とした協力の枠組みを混乱させ、また、

TPP を主導することで東アジア一体化の行程をも妨

害した。日本は TPP と RCEP のどちらにも参加して、

二足のわらじを履いた状態にある。二足のわらじは、

時には非常に危険であり、倒れやすく傷つきやすい。

そのため、日本にとっては容易なことではないと言え

る。中国は TPP に参加していないが、このため憂慮

すべき事も存在する。TPP の外に排斥されることを

憂慮するのであるが、それでも中国はやはり東アジ

ア協力の推進に邁進しようとしている。

新たな進展に対面し、中日韓三国の協力の役割

は大きく、中でも三国の自由貿易地域の設立に向け

た推進は特殊な意義を備えている。中日両国が共同

で努力することで、かかる行程における妨害を受け

ずに済むことができると考える。眼前の妨害は非常

に多いが、それらを排除しようとする決心ができるで

あろうか。私たちは非常に多くの努力を行わなけれ

ばならないであろう。目下、中日韓三国間の協力に

おける最大の障害は双方における不信感にあると思

える。三国間の関係性が脆弱であり、国民の信任感

も弱い。そのため、新たな緊張関係が生じることにな

ったのである。私たちは東方世界の智恵を用いて、

日陰から日向へと走り出さなければならないのであ

る。では、東方世界の智恵とは何であるのか。それ

は思想や文化を調和させることに他ならない。中日

両国は既に次のことを理解していよう。対抗すること

に評価すべき点は存在せず、戦争に勝者は存在せず、

すべてがともに損失を受け、敗者である。

中国の勃興は重大事であると言える。しかし、これ

は協力態勢を発展させるための障害とみなされるべ

きではない。中国は誠心誠意に協力しており、その

実践の中で信頼も獲得している。私は東アジア協力

における経験者、参加者として、各専門のグループ

の殆どに参加してきた。私が身にしみて感じることは、

中国が誠心誠意に協力に参加し、共通利益の獲得

の実現を望んでおり、積極的に中日両国の共通点を

探し出そうとしているということである。ここで再び強

調したいのは、東アジアの新たな様相には、中日両

国間の和解と協力の実現が必須である。困難である

ことは間違いないことであるが、それでもなお努力し

ていかなければならないのである。

皆さん、ご静聴いただき、どうもありがとうございま

した。

中日両国の東アジア地域における役割とその影響について
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各位老师好，非常感谢会议主持邀请我在

这儿发言，那么我的发言题目是中日在东亚区

域合作中的角色和作用。

本次会议的主题是东亚的新形象。东亚新

形象是什么？我个人看，东亚正在经历新一轮

现代化过程，上一轮东亚的现代化（日本为先导）

曾经发生了悲剧，这一轮现代化则不同，我们

有了新的理念，这就是东亚进行合作，《东亚

展望小组》提出，东亚合作的长期目标是建设

东亚的共同体，具体来说就是要建立一个合作、

和平、繁荣的东亚，我想可能这就是东亚的新

形象。

那么，我们能不能建立一个和平、合作、

繁荣的东亚？这是我们各国面临的最重要的课

题。在这个过程中，中日的作用非常重要，当前，

中日关系出现了一些令人担忧的现象，我们必

须克服困难，破解冲突，开展合作，在东亚区

域合作中发挥领导作用。

开展区域合作是东亚地区发展的一个很重

要的里程碑。当今的合作是各国平等参与，合

作共赢。上个世纪 60 年代到 80 年代，推动区

域合作的主要方向是推动亚太地区的合作，就

是构建一个东亚和美国紧密的合作关系。经过

多年的努力，其突出的成效就是推动建立了亚

太合作组（APEC）。90 年代开始，有关东亚

合作的思想开始出现，领头的是马来西亚时任

总理马哈蒂尔提出建立“东亚集团”，其理由

是东亚要抱团，有自己独立的声誉，要发挥独

立的作用。这个倡议得到部分国家的支持，但

是没有得到普遍支持。1997年的亚洲金融危机，

成为推动东亚合作进程的孵化器。危机发生以

后，日本曾经提议建立以东亚合作为基础的亚

洲货币基金（AMF），但是由于意见分歧，

这个建议没有成为事实。具有代表性的发展是

东盟推动了东盟加中日韩（10+3）合作机制框

架。有了那么这样一个机制，就催生了一系列

新的东亚合作思想。其中，最重要的是建立“东

亚共体”。 10+3 领导人责成城里东亚展望小

组，该小组在 2001 年提出报告，明确提出 东

亚合作的长期目标是建立东亚共同体。东亚共

同体以经济一体化为基础，逐步深化实现地区

的和平发展跟繁荣。东亚共同体的主要支持机

制是：第一，建立高层次的政府协商对话机制，

在适当的实际，把 10+3 提升为东亚峰会（East 

Asia Summit）；第二，建立以 10+3 为基础的

东亚自贸区（East Asia FTA）；第三，建立东

亚地区的货币金融合作机制；第四发展东亚政

治社会文化合作，建立包括议会、社会，文化

交流的合作平台。东亚共同体的核心合作、和平、

发展，共同体是载体。

我本人有幸参与了东亚合作小组的工作，

中日代表在东亚展望小组中进行了非常有效的

合作。但是，我们看到，在落实东亚共同体建设

的过程中，出现了分歧，其中主要是中日之间的

分歧。2003 年，10+3 领导人指示研究建立东亚

峰会机制，把 10+3 对话机制提升为东亚峰会的

设想得到了东盟一些国家和中国支持，但是日本

坚持建立包括印度、澳大利亚和新西兰在内的

新东亚合作框架，结果，10+3 合作机制不变，

新成立一个新的 16 个国家的峰会，与原来的 10 

+3 并列。如今，东亚峰会扩容，吸纳了美国、

俄罗斯，这样东亚峰会有了 18 个国家。这个东

亚峰会框架已经远远超出了东亚地缘本身。

2004 年受 10+3 领导人会议的委托，成立

东亚自贸区可行性研究专家组，由我作为组长，

2006 年提出研究报告，建议尽快开展以 10+3 

为基础的东亚自贸区谈判。在研究过程中，中

日专家都参加了，进行了合作。但是，在报告

提出以后，日本官方表示反对，提议成立以东

亚峰会 16 个国家为基础的东亚经济伙伴关系

（CEPEA）。日本牵头成立了专家组，对这个

提议进行研究，我本人也参加了专家组。 由于

中日意见分歧，提出两份报告，东亚自贸区的

进程被推迟。

一个新的变化是 2011 年，中日终于走到一

起，提出共同倡议，推动东亚自贸区进程，有

了中日的这样一个协调，问题就好办一些，今年，

东盟将提出地区综合经济伙伴关系倡议，推动

东亚体化进程，中日均表示支持东盟的倡议，

这是一个好的现象。

同时，由韩国和东盟秘书处牵头的新一届

东亚展望小组（EAVGII）今年也提出报告，建

议以 10+3 合作机制为核心，到 2020 年建立东

亚经济共同体。在这项工作中，我本人也是参与

的，中日合作协商，基本达成共识。可以看到，

东亚合作与一体化进程出现了一些新的，积极的

苗头，中日要能够进行有效合作，推动这个进程。 

与东亚自贸区的进程不同，东亚金融合作

取得了积极的进展，应该说是东亚合作一个亮

点，其中一个重要的因素是中日进行了有效的

合作。2003 年，10+3 财长达成共识，推动了货

币互换机制的建立，即清迈倡议（CMI）。在

清迈倡议框架下，10+3 各国之间签订了双边

互换协议，然后在双边互换的协议的基础上，

又进行了双边的多变链接（CMIM） ，扩大了

合作的基础，建立了 2400 亿美元的储备基金。

2010 年，成立了具有监测功能的宏观经济办公

室（AMRO），在这些方面，中日基本上进行

了有效的合作的。不过，货币金融合作的未来

方向还需待明确，比如说，是不是能够在这个

基础上，建立东亚货币基金，是不是将来建立

东亚的单一货币？因为有欧洲单一货币发生危

机的教训，在东亚这样一个复杂、差别很大的

地区，发展高度一体化的机制，尤其是搞东亚

单一货币，打击变得更为谨慎。

还有一个大的进展就是从 2008 年开始，中

日韩开始单独召开峰会，就开展广泛的合作签

署了一系列的协议，2010 年成立了三国的合作

秘书处，2012 年三国签订了投资促进协议，并

且开始就中日韩自贸区谈判进行协商，计划于

年底开始谈判。目前，中日韩关系出现了一些

问题，尤其是中日之间围绕钓鱼岛争端的危机

升级，会影响合作进程。但是，三国经济高度

融合，推进合作的愿望还是很强的，利益基础

还是存在的，因此，我看还是要设法推进。

如果中日韩自贸区可以启动谈判，并且取

得实质性进展，将对东亚的合作起到非常重要

的推动作用。其实大家都眼睛看着，中日在东

北亚中日韩自贸区上能不能真正的协作，尽快

推动这一进程。中日韩自贸区要启动，就要能

够顺利的进行，如果能够顺利的进行，那么对

整个东亚建立构建“新形象”是非常重要的。

以上是我对中日过去十几年在东亚建立区

域合作中的作用进行的简单回顾。我们看到，

在东亚合作进程中，中日如果能够取得共识，

东亚合作就能取得显著的进展，如果产生了分

歧，进程就不顺利。人们常说，欧洲联合的基

础是法德和解，法德共识，法德和谐，东亚合

作的进程也表明，中日能达成共识，进程推进

就顺利。在刚才的简单回顾中，我们看到，中

日在许多方面很难有法德那样的关系，无论是

在认识上、利益上还是战略上，都存在理解、

利益和战略分歧。

当然，我们很难用法德来比较东亚的中日，

东亚的情况，中日的关系与法德不太一样，差

别很大。与欧洲相比，东亚的历史不一样、结

构不一样、利益不一样，战略不一样。东亚要

探索符合本地取得路径和方式。过去十几年，

东亚各国在实践中摸索，尽管产生一些分歧，

但也达成了很多重要的共识。在东亚合作中，

东盟的作用非常特殊，尊重东盟的地位和作用

非常重要。但是，东盟的领导作用受到各种限制，

其中内部的限制是主要的，这一点我们也必须

清楚。东盟人士经常说，东亚合作为什么进展

不快，是因为中日分歧，中日什么时候达成共

识了，就好办了。这也有道理，比如，刚才提

到，去年中日共同提出倡议，要推动东亚地区

的经济一体化进程，东盟就顺势推出地区综合

经济伙伴关系倡议。因此，中日的共识和推动，

非常关键。

中日在东亚区域合作中的角色和作用

张  蕴岭

中日在东亚区域合作中的
角色和作用
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东亚地区的合作进程的定位是基于现实的

需要，共同的利益基础，这一点和欧洲不同。

欧洲打了两次世界大战，损失很大，再也不要

打仗了，因此，建立联合的和和平的欧洲有共识，

即大家都明白，绝不能让第三次世界大战再在

欧洲发生，必须走欧洲联合的道路。东亚合作

的进程由亚洲金融危机推动，动机还是基于现

实利益的需要。危机发生以后，参与各方有的

推动合作的利益需求和现实的压力。但是呢，

我们马上就发现，危机一过，在进一步推动东

亚的制度化构造当中，认识和利益就出现分歧，

所以就出现了当前的东亚多层次的合作框架。

这些合作的框架基本功是推动对话，寻求

合作，多层框架适应了东亚地区的多样性，差

别性的特点，能更好地照顾到各方的关注和利

益，比较灵活。在这种多层框架中，中日可以

各自发挥优势，在差别中寻找共同点。

开始大家希望搞一个统一的东亚合作机制，

提出 10+3 是主渠道，但实际的发展却不同。现

在看来，东亚通过合作走向统一的路程可能很长，

也可能最后没有一个统一的东亚共同体。也可能

是多种合作机制并存，一则多框架可以更好地反

应参与者各自的不同利益，但也同时提供大家在

不同中找到共同点的基础，合作而不是对抗，协

商而不是分裂，这是东亚各国的共识，也是中日

可以在区域合作中找到共同点的基础。

当然，我们应该看到，东亚出现了一些新

的发展，对东亚合作产生新的影响。第一个新

发展就是中国经济和综合实力迅速提升，引起

了复杂的反应。日本对中国又依赖、又担忧，

对华关系的矛盾性更加突出。第二个新发展是

印度的经济取得了新的发展，加上印度的东亚

更具有亚洲（而不仅仅是东亚）的特征。印度

向东亚靠拢，但不是东亚国家，印度的加入拓

展的东亚合作的基础。谈亚洲，印度处在中间

地位，谈东亚，印度就处在边缘地位，印度是

亚洲的，事实上，东亚峰会包括的更广，吸纳

了美国，俄罗斯，具有亚太和世界特征。东亚

展望小组定位的东亚是“10+5”即东盟 10 国加

上中日韩和北朝鲜、蒙古，这是东亚在地缘上

的界定。但是，由于印度的加入，澳大利亚、

新西兰的加入，以地缘为基础构造东亚共同体，

这个根基就变弱了，更不要说加上美国和俄罗

斯了。第三个新发展是东盟，要在 2015 年建成

共同体。但东盟共同体的建设进展比较缓慢，

领导力较弱。当年启动 10+3 是东盟主动来要求

和中日韩合作，现在东盟内部的向心力不是太

强。2015 年很近了，东盟共同体的建设还难以

说能按时完成。在这样的情况下，要推动东亚

合作进程，中日韩，尤其是中日要发挥更大的

作用。第四个新发展是美国的双向战略，一方

面参加东亚，另一方面又领导 TPP， 美国加入

东亚打乱了东亚地缘为基础的合作框架， 领导

TPP搅乱了东亚一体化进程。日本脚踩两只船，

又参加 TPP，又参加 RCEP。我们知道，脚踩

两只船，有时候很有风险，容易摔倒，容易受伤，

所以对日本来说不容易。中国没有参加 TPP，

也有担心，担心被排斥在外，但是中国还是专

注推动东亚合作。

面对新的发展，中日韩合作的作用特殊，

其中推动三国自贸区建设具有特殊的意义。 中

日要作出共同的努力，使这个进程不受干扰。

当前干扰还是很多的，能不能下决心排除掉？ 

我们需要作出巨大的努力。 中日韩合作的最大

障碍是双边的不信任，关系脆弱，国民信任度

低，当前出现了新的紧张。我们要用东方的智

慧，走出阴影，奔向光明。东方智慧是什么呢？

就是和谐思想，和谐文化。中日都明白，对抗

没有好处，战争没有赢家，大家会共同受损，

都是输家。

中国的崛起是一件大事，中国崛起不应该

被看成是发展合作的障碍。中国真诚进合作，

在实践中获得信任。我是东亚合作的亲历者，

参与者，各个专家组我几乎都参与了。我的体

会是，中国真诚参与合作，希望实现共赢，也

积极推动中日两国找到共同点。我一再强调，

东亚的新形象，需要中日实现和解和合作，尽

管有困难，但也要努力。

谢谢大家。

歴史の中で日中の「現在」
を考え、未来を展望する

天児  慧

歴史の中で日中の「現在」を考え、未来を展望する

「歴史を学び教訓とする」ということはどういう
ことか

世界史的に著名な歴史学者Ｅ・カーは名著『歴史

とは何か』の中で、「歴史とは現在と過去との、歴史

家と歴史的「事実」との尽きぬことを知らない対話で

ある」と語っている。歴史の評価の中で、かつては「善

玉」であった人物が、突如「悪玉」とされたり、「悪玉」

だった人物が逆に「善玉」として評価されるといった事

態にしばしば出くわす。あるいは新しい一時資料の

発見を通して、ある歴史的事件が従来とはまったく異

なった解釈ができるようになることも不思議ではない。

それ故に、カーの言うごとく歴史の「真実」に接近しよ

うとする歴史家の試みは「尽きぬことを知らぬ「対話」

なのである。

日中関係史を振り返るとき、しばしば「歴史を学び、

教訓とする」という表現が使われる。そのことに異論

はない。だが、「歴史を学ぶ」「歴史を教訓とする」と

言うことはどういうことなのだろうか。例えば多くの日

本人も、「日中戦争は侵略戦争であり、誤った戦争で

あった。それをしっかり反省し、二度とそのような過ち

を侵さないように決意しよう」と心に誓う。それが「歴

史を学び、教訓とする」ことだと考える。そのこと自体

は正しい姿勢である。しかし、そのように「しっかりと

決意する」ことだけで「歴史を学んだ」ことになるのだ

ろうか。

日中戦争にせよ、真珠湾の日米開戦にせよ、さら

にはいわゆる「文化大革命」にせよ、今から考えると

ほとんどの人々が明らかに「誤った」と判断できる「愚

かしい」戦争や事件である。にもかかわらず、それは

現実に起こり、多くの人々を悲劇に巻き込む惨状を

つくり出している。「何故起こったのか」をしっかりと問

い、考えることは、実はそれほど易しいことではない。

それを例えば、いわゆる「悪玉論」で説明することは

簡単である。しかし果たして、それがこうした戦争の

歴史の因果関係を正しく説明したことになるのであろ

うか。そうは思わない。否、このように「悪玉」をつくっ

てすべての理由をそこに帰着させる方法は、「歴史を

教訓とする」という意味では危険でさえある。

「歴史を学ぶ、教訓とする」ということで 2 つの点を

指摘したい。第 1 は日中間で「争点」となっている事

件や問題に関して、日中双方が保管している第一次

資料を提供し合い、日中の歴史学者が「実事求是」

の精神で共同研究を進め、歴史的な事件や問題に

関してのしっかりした事実関係、因果関係、全貌を解

明し、そのプロセス、結論、評価を日中歴史家の間

で共有することである。部分的には既にそのような

作業は始まっている。が、あまりにも限定的である。

歴史的事件・問題の事実関係、因果関係、全体像を

考えることはそれほどたやすいものではない。それ

は主として、①「歴史事件の背景」ともなる国際・国

内的な政治、経済、社会をめぐる全体的な状況の理

解、②「歴史事件」に直接関わってくる当時の政治・

経済・社会的な状況の理解、③重要人物の思想傾

向、目的と戦略、相手国および、その重要人物との

関係、相手側に対する認識をめぐる理解、④当時の

政策決定システムの特徴に対する理解などによって

なされるものであろう。

歴史をめぐる日中関係の真の相互理解は、歴史

家たちのこのような地道な共同作業によって初めて

道が開けてくるものなのである。もちろん「加害者」と

「被害者」といった感情や立場の違い、現在の政治体

制の違いなどから来る、双方の歴史理解に対する深

刻な齟齬や対立も容易に想定できる。また第一次的

な歴史資料の開示自体が容易でないことも、戦後 50

年直後の日中歴史共同研究の提唱が大きな壁にぶ

つかり、結局行き詰まってしまった経緯からも予想で

きる。

しかし国交正常化も 40 周年を迎えるまでになり、
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国家交流優先の時代から幅広い民間交流が実現す

るようになった。今こそ、「真の相互理解」が問われ、

必要になってきた時代である。日中を取り巻く客観的

な環境も大きく変化してきた。それ故にこそ、日中歴

史共同研究を通して、可能な限り共通した「歴史認識」

を持ち合い、それを少しずつでも民間レベルに拡大し、

両国の国民レベルで歴史を共有することが大切なの

であろう。このような歴史の相互理解こそ、「愚かしい

歴史の悲劇」を二度と繰り返さないための日中間の

精神的、知的な基盤となるであろう。

「歴史を学び、教訓とする」ことで、私が語りたい第

2 の点に入いりたい。日中関係を語る時、多くの人々

はよく、「日中関係は 2000 年の友好・協力の時代と、

50 年の戦争・不幸な時代があった。50 年の不幸の

時代ばかりを見ないで、もっと大局から両国関係を見

ることで、日中の前向きな未来を考えることができる」

と主張してきた。しかし私はこの考え方も一面的であ

り、日中関係の人の結びつきの本当の重要性を理解

していない、安易な言い方だと思う。

日中関係を人と人とのつながりから見ていこうとす

るなら、国家レベルでの「友好か戦争か」といった視

点からのみで判断することはできない。唐・奈良時代

の日中友好の象徴としてしばしば語られる「鑑真の

渡航」に関して、当時の唐の玄宗皇帝はむしろ強く反

対していたのであり、鑑真自身の強い意志と彼を取

り巻く日中の関係者の並々ならぬ協力によって実現

したのが真相である。あるいは近代アジア史というま

さに「戦争・不幸の時代」において、日中間で本当に

相手を尊敬し、彼のために命をかけて支援するとい

った素晴らしい人間関係が生まれていた事実を見る

こともできる。

例えば、「中国革命の父」といわれる孫文の「アジ

ア主義」に感銘し、彼を支えた日本人は少なくない。

その中でも宮崎滔天は彼の全財産を投げ打ち、幾度

となく中国大陸に赴き、まさに最前線で孫文革命に

参加した。梅屋庄吉は財政面で孫文を支えた。また

後に首相となる犬養毅は、1895 年に日本に亡命した

孫文と会い、以来、死に至るまで様々な形で孫文を

支援し続けた。犬養は当時「中国通の政治家」と言わ

れ、1915 年対華 21 カ条問題を突きつけた大隈内閣

の対中姿勢を「中国の独立権を侵す」「軍隊による威

嚇は排日運動に火をつける」として痛烈に批判した。

あるいは 1931 年の軍部の暴走による「満州侵略」を

首相として強く批判し、満州事変の中国との話し合い

による平和的解決を強く主張した。そのためいわゆ

る「五 ･ 一五事件」とよばれる軍部による犬養首相暗

殺事件が起こり、日中にとっての貴重な人材を失うこ

ととなった。

中国の大文豪であり抗日運動の知的リーダーで

あった魯迅と、上海で中国人も日本人も自由に交流

できるサロン「文学漫談」＝内山書店を開いた内山

完造の関係もまた「素晴らしい人間の絆」を見せてく

れる。完造は魯迅と知り合った 1927 年から、魯迅が

亡くなるまでの 10 年間、親友でありパトロンでもあり、

ある場合には日本憲兵から彼を守る「生命の保護者」

でさえあった。内山完造は 1948 年 63 歳で日本に帰

国し、その直後の 2 月から 1 年 5 ヵ月にわたって日

中友好のために北海道から九州までの " 中国漫談

全国行脚 " を行ない、1949 年 6 月日中貿易促進会

結成、翌年 10 月 1 日日中友好協会が設立され初

代理事長の任に就いた人である。

あるいは元全日空社長、日中覚書貿易事務所代

表、日中経済協会常任顧問であった岡崎嘉平太と

周恩来との個人的な信頼関係は、1972 年の日中国

交正常化実現の舞台裏での実質的な牽引力であっ

たといわれる。その岡崎嘉平太は日中関係史を考

える上で格別の意味を投げかけている。彼は日中戦

争さなかに、日本陸軍の肝いりの国策銀行・上海華

興銀行に理事として就任し、その後 1942 年 11 月、

大東亜戦争勃発後に設置された大東亜省参事官と

なり、翌 43 年には汪兆銘政権（南京国民政府）下の

上海領事館の参事官として再び上海で活動するな

ど、日本の「中国侵略の先鋒隊長」ともいうべき存在

であった。まさにこの時期の彼は中国から見れば「悪

玉」であった。

周恩来がその事実を知らなかったはずはない。し

かし日中戦争期の自らの行動を深く真摯に反省し、

それを乗り越えるべき、戦後献身的に日中経済交流、

国交正常化活動を実践し、そのことが周恩来の心に

強く響いたのであろう。岡崎は周恩来のことを「周は

私とまるで兄と弟の関係、深い友情で結ばれていた。

周は稀に見る徳を備えた大きな人物だった」と語り、

戦争賠償について周が「日本の侵略を中国人民は

恨んでいる。しかしそれは中日二千年の交流に比べ

たらわずか数十年の不幸に過ぎない。中国が戦争賠

償金を請求したら日本人民を苦しめることになる。そ

れは望むところではない」と語ったことを明らかにした。

そしてその岡崎は、1978 年に中国が改革開放路線

に転じた初期、財政難に苦しみ、対日プラン契約の

一方的破棄が続き、日本財界での中国不信感が高

まる中で、「今こそ周総理の恩義に報いるときだ」と主

張し、当時の大平内閣に「第一次円借款（対中ＯＤＡ）

の供与」を決断させたのである。

こうした日中間に見られる人と人との深い関係は

決して例外的な事例ではない。そしてそれが日中関

係史の中できわめて大きな役割を果たし、重要な意

義を持ってきたという事実を後生のわれわれはしっ

かりと受け止めるべきであろう。「不幸な時代」「戦争

の時代」と通り一遍に表面的な言葉で語るのではな

く、このような時代にもかかわらず、その中ではぐくま

れた人の心を感動させる日中の堅い絆こそ、われわ

れ日中関係者が誇り、守っていくべき貴重な歴史的

財産なのである。そしてこのような国を超えた人と人

との重要な関係が生まれ、国の関係に影響をもたら

すような状況は、たぶん日中以外にあまり例を見な

いのではないか。歴史は実は豊かな内容を持つもの

であり、それ故に「歴史を学ぶ」我々もまた豊かな眼

を持つ必要あるのである。それが必ずや未来の日中

関係に生きてゆくものだということも付け加えておき

たい。

日中関係の「現在」を考える

では国交正常化 40 周年の現段階をどのように捉

えたら良いのだろうか。私は 1972 年から 2010 年ま

での日中関係を一般に 4 つの段階から捉えてきた。

第一段階は、言うまでもなく 1972 年の国交正常化

からほぼ 70 年代を通した時期と見ることができる。

いわゆる ｢ 友好人士の往来 ｣ を軸に交流が進み、

一般人レベルの幅広い交流ではなかったが物事が

前向きに捉えられ、日中関係が比較的順調に推移

した段階であった ｡ もちろん国交正常化に向けての

プロセスでは、与野党を含む政治家、財界人、文化・

マスコミ関係者など多くの人々の多大な努力が結集

されて、止めようのない大きな流れを創っていったの

である。

第二段階は 80 年代でイデオロギーや政治優先の

交流から、経済中心の交流が進み、一般人も大いに

参加するようになり本音ベースの付き合いが進んだ

時代である ｡ そうした中で ｢ 歴史認識 ｣ 問題も浮上

するようになり、また天安門事件では中国当局に対

する日本の抗議の声も大きく出された ｡ 第一、二段

階は＜二国間関係としての日中関係＞が基本枠組

みであり、突き詰めれば日本が中国にどう対応する

かという＜日本→中国＞の一方向ベクトルの関係で

あった ｡

第三段階は 90 年代で、天安門事件後、海部総理

が先進国サミット ( Ｇ７) で提唱した ｢ 中国を国際社

会から孤立させるな ｣｢ 世界の中の、アジアの中の

日中関係 ｣ という認識が広まった ｡ いわゆる＜国際

社会の中の日中関係＞という捉え方である ｡ しかし、

ここでも基本は「ＯＤＡ援助をどうする」、「歴史問題で

日本がどう応えるか」といったように、＜日本→中国

＞の一方向ベクトルが主軸であった ｡

しかし、中国の高成長に支えられ 2002 年（中共１６

全大会）頃から、第四段階ともいうべき新たな状況が

生まれた ｡ 総合国力を大幅に増大させた中国と、バ

ブル崩壊後低迷を続けた日本の関係が根本的な変

化を始めた ｡ 中国は継続する経済成長に加え、軍事

力の大幅アップ、さらには ｢ 大国意識 ｣ が高まり、中

国の国際プレゼンスは大幅に増加した。今日進行し

ている北朝鮮核問題処理をめぐる中国イニシアチブ

の ｢ 六カ国協議 ｣ などはその典型例である。まさに

日中は＜日本→中国＞＜日本←中国＞といった双

歴史の中で日中の「現在」を考え、未来を展望する
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方向ベクトルが十分に働くようになってきたのである ｡

第四段階の日中関係の特徴を考えてみるならば、

私はそれを ｢ 三つの増大 ｣ と表現しておきたい ｡ す

なわち①規模の増大、②多様性の増大、③複合性の

増大である。これらに関しては以下で述べることにす

るが、その前に 2006 年の１月、早稲田大学で講演を

した王毅元駐日大使の発言を紹介しておきたい。彼

は当時の日中関係を「過渡期の日中関係」と表現した。

確実に従来の日中関係と違う、しかしまだどういう日

中関係になるかが具体的に見えてこない段階にある

という意味であった。

そのような日中関係の不透明を増幅したのが

2001 年 4 月から 2006 年 9 月まで小泉純一郎総理

の「靖国参拝問題」であった。しかしあえて断っておき

たいのは、小泉の総理時代は、周知のように「政冷経熱」

とも呼ばれ、日中の政治関係は冷え、対立していたが、

これを日中関係の歴史的文脈で考えたときにあえて

特別の一時代と考えていない。全体的な変化の流れ

から見ると、1990 年代後半以降の大きな特徴の文

脈の中でこの時期をとらえることができるからである。

2006 年 9 月、それまでの「靖国参拝問題」で日中

関係が行き詰っていた小泉政権に替わって安倍内

閣が誕生し、10 月最初の外遊先として中国を訪問し

た。この時、中国側は「砕氷之旅（氷を砕く訪問）｣ と

高く評価し、日中首脳双方で今後 ｢ 戦略的互恵関係

｣ を構築することが謳われた。この時以来、日中首脳

交流は復活し、これまで以上に活発化していった。例

えば、温家宝総理来日（07 年 4 月）、福田総理訪中（07

年 12 月）、胡錦濤国家主席来日（08 年 5 月）、胡主

席再来日（08 年 7 月）、福田総理訪中（08 年 8 月）、

さらには民主党政権下では、鳩山総理は頻繁に日

中首脳会施談を実施、また２００９年月の国連総会で

鳩山総理は胡錦濤主席と会談、さらに間をおかず日

中韓サミット（北京）を実現、12 月のコペンハーゲン

COP １５では温家宝総理と会談。2010 年には、核セ

キュリティ・サミット（ワシントン）では、胡主席と再び会談、

5 月には温総理が公式に日本を訪問した。菅総理の

就任後、10 月６末には G20 サミット（トロント）で胡主

席と会談といった具合である。

とりわけ福田内閣時代には、08 年 5 月の胡錦濤

訪日を受けて日中双方は、「『戦略的互恵関係』の包

括的推進に関する日中共同声明」に署名した。これ

によって、日中間の歴史認識問題は重大争点として

扱われず、省エネ、環境対策、経済関係の一層の緊

密化などが進んだ。東シナ海海底ガス田共同開発も

大筋で合意され、総じて日中関係は一段とステップア

ップした感があった。さらに鳩山内閣時代に入って、

外交戦略として ｢ 東アジア共同体の構築 ｣ を改めて

提唱し、従来の米国一辺倒からアジア・中国重視外

交に転換を明確に示した。 従来相互不信の象徴で

もあった安全保障対話も 2007 年 8 月の日中防衛相

会談の実現で突破し、以後大きな進展を示していた。

その後、両国艦艇の相互訪問、ハイレベル交流（国

防部長の訪日、防衛大臣の訪中等）、青年幹部の相

互訪問等が実施された。また 2009 年には第 11 回

日中安保対話がわれ、日中双方の安全保障政策等

について率直に議論された。

順調な政治・安全保障交流にも増して、経済の交

流・協力、相互依存は拡大し、深化していった。2007

年の日中貿易総額は 2,366 億 4,035 万ドル（前年比

12.0％増）で、貿易相手国として初めて米国を超えて

中国が貿易相手国第 1 位となった。また日中間の貿

易で 1980 年代前半以来日本が黒字となった。さらに

08 年 7 月には日本の輸出相手国として中国が米国

を抜いて初めて 1 位となった。しかし 08 年秋以降、リ

ーマン・ショックの深刻な影響を受けて、日中貿易も

落ち込み、09 年 2,288 億 4850 憶ドルにとどまり、前

年比 400 億ドル近くの減少となった。だが 10 年に入

ると日中貿易は持ち直し、上半期には過去最高の伸

び総額 1384 億万ドル（ 前年同期比 34.5％増）、下

半期も、尖閣諸島問題など深刻な対立にもかかわら

ず好調をキープし、10 年を通して貿易総額は初めて

3000 億ドルの大台を突破し、3019 億ドルを記録した。

日本の対中国直接投資も、2005 年以降低迷状態

にあるが、それでも 10 年は実行額で 42.4 億米ドル、

対前年比 3％増となった。日本経済は依然として再

生の道筋を見いだせず先き行き悲観な見方が強い

が、その中で自動車の対中輸出が急増するなど日

本全体の輸出を押し上げた。気鋭の中国経済学者・

丸川知雄は、｢ 中国からの輸入と歩調を合わせて中

国への輸出も増えている。日中はまさに相互に依存

している ｣ と論じている（『中国なしで生活できるか』

PHP 研究所、2009 年、233 ページ）。2008 年 1 月に

突発した「毒薬混入餃子事件」は、その後日本人の

対中国不信感を深め、中国からの食料品輸入にも打

撃を与えることなった。しかし、その後中国側当局の

粘り強い捜査のかいもあって犯人の割り出し逮捕に

こぎつけ 1 件落着となった。東シナ海海底ガス田共

同開発合意、環境協力、四川大地震での日本の積

極的協力などで日中の感情問題も好転の兆しを見

せていた。

では、2010 年以降の、現段階は第四期を継続した

時期なのだろうか、あるいは新たな第五期ともいうべ

き時代に入ったのだろうか。その前に今日の日中関

係を大きく揺るがす発端になったと思われる「深刻な

問題」について若干触れておきたい。

2010 年 9 月尖閣／釣魚諸島近海中国漁船衝突
事件の衝撃

言論 NPO らの 2010 年 8 月論調査よると、中国の

対日イメージは前年比で約 10％好転していた。サー

チナ 2010 年 6 ～ 7 月実施の主要都市調査 4080 人

回答によれば、日中関係は「良い」が 31％強、「悪い」

が 24％と明確に好転のトレンドを示していた。それは

まさに上述した規模の拡大、多様性の増大、複合性

の増大という「3 つの増大」の伴う日中関係の量と質

の増大にあわせた実質的な関係の緊密化を示すも

のであった。2007 年夏、筆者も加わった日本経済団

体連合会 ( 経団連 ) での座談会で、王毅駐日大使が

「日中大交流の時代」が到来したと語ったが、まさに

そうした状況を彷彿させるような流れが生まれてきた

のである。実は、こうした状況こそ 2010 年 9 月の尖

閣諸島近海での漁船衝突事件勃発直前の状態なの

であり、日中の ｢ 戦略的互恵関係 ｣ は順調に進展し

ていたのである。

しかし、2010 年 9 月 7 日、突如尖閣諸島近海で中

国漁船が日本海上保安庁巡視船に衝突するという

事件が発生した。後に漏えいしたユーチューブの画

像と録音されている声から判断する限り、猛然と中国

漁船が当たってきたと判断することが素直な理解で

あろう。当時、中国側は漁船が巡視船に囲まれた中

で逃走しようとしたために衝突したという偶発説など、

いろいろな説明を行ったが、本当にそうなら当の船長

に弁明させるべきであろう。しかし帰国後、直ちに彼

は自宅軟禁の状態におかれ、外部との接触が許され

なくなった。さらに、前原外相のこの事件を完全に ｢

領海侵犯問題として考え、国内法に基づいて処理す

る ｣ との判断が、中国側を激しく刺激して強硬な態度

をとらせたとの意見がある。しかし、それは衝突後の

問題であって、なぜ漁船が衝突してきたのかの説明

にはならない。またかりに前原外相の態度が中国側

を刺激したとしても、これまで見てきたようなそれ以

前の良好な関係を踏まえるなら、日本側に対して以

下で見るような有無を言わせない数々の強硬処置を

一挙に展開することは常識的には考えられなかった。

事実関係を押さえておこう。まず 9 月 7 日に事件

発生後、事態は船長逮捕、拘留延長という日本側の

強い態度から始まった。しかし中国側も事件発生の

日から 4 回にわたって北京駐在の丹羽宇一郎大使

を呼び出し、日本側の措置に強硬に抗議、船長・船

員の即時釈放を要求した。中国政府は呼び出しの度

に、胡正躍外交部長助理（次官補）、宋濤外交副部

長（次官）、楊潔篪外交部長（外務大臣）、戴秉国国

務委員（副総理級）と、段階的に高位の人物が対応

しており、特に戴秉国国務委員による呼び出しは、12

日の未明（午前 0 時から 1 時間）ということもあり、き

わめて異例とされた。さらに中国政府は東シナ海ガ

ス田問題交渉の延期を通告し、7 日の農業部漁業局

の漁業監視船「漁政」の派遣に続いて、国土資源部

海洋局が所管する海監総隊の「海監 51」等 2 隻を周

辺海域に派遣し、11 日から 13 日まで海上保安庁の

測量船と対峙し測量船の海洋調査活動を妨害した。

これに対して 9 月 13 日、日本指導部は船長以外

の船員を帰国させ漁船を解放という譲歩の選択を行

歴史の中で日中の「現在」を考え、未来を展望する
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った。しかし船長に関しては取り調べのために引き続

き拘留し、さらに 19 日には検察による 2 度目の勾留

延長という決定を下した。この直後から中国政府は

迅速に複数の極端に厳しい報復措置を取り始めた。

船長拘留決定の同じ日に「日本との閣僚級の往来を

停止」「航空路線増便の交渉中止」、「石炭関係会議

の延期」及び「日本への中国人観光団の規模縮小」

を決定した。翌 20 日には、在中国トヨタの販売促進

費用を賄賂と断定し罰金を科す決定を下した。21 日

からの日本人大学生の上海万博招致の計画も中止

を決定。同日、武漢にいたフジタの社員 4 人を「許可

なく軍事管理区域を撮影した」として身柄を拘束、続

いてレアアースの日本への輸出を複数の税関での

通関業務を意図的に遅滞させることで事実上止めた。

さらに 21 日には、訪米中の温家宝総理は「われわ

れは（日本に対し）必要な強制的措置を取らざるを得

ない」と述べ、異例ともいえる報復をちらつかせた強

硬発言を行った。間髪をいれない行動とはまさにこれ

ら一連のことを言うのであろう。

事態解決に向けての水面下での調整がほとんど

なかったこともまた驚きであり、日本側の対応にも稚

拙さを感じざるを得ない。が、これほどまでに一挙に

事態をエスカレートさせ、強硬処置をとったことを総

合的に考えるなら、私はこの事件の背後に何らかの

意図があったと判断せざるを得ない。これに関する

分析は省くが、上記の理由に加えて、①事件勃発直

前に 150 艘近い大量の中国漁船が同地域に集結

していた。さらに 2010 年に入り、中国漁船の領海侵

犯が 9 月時点で 14 件 (2008 年に 1 件、2009 年は 0

件 ) と急増していた（海上保安庁の鈴木久泰長官、

2010 年 9 月 10 日の衆院国土交通委員会で報告）。

② 2009 年から 10 年にかけて、中国の幾つかの関

連機関やブレーンなどから、「核心的利益の堅持」「積

極的になすべき事をなす」といった主張がなされ、近

海における中国の領有権主張と海洋権益拡大の積

極的な行動がみられたなどである。

中国当局の強硬的処置の背景を考えるなら、以

下の点が指摘できよう。第 1 は、指導部やブレーン

の間に芽生え膨張し始めた ｢ 大国意識 ｣ である。

前述したように私は、国交正常化以来の日中関係を

大きく束ねる表現の 1 つとして、2000 年ごろまでを 2

国間における日本イニシアチブの関係が特徴的で、

2000 年ごろからは日中双方向イニシアチィブの関係

と表現してきた。日中双方向イニシアチブは、客観的

にもある程度説明できるが、同時に ｢ 両雄並び立つ

の論 ｣ を主張する私自身の強い願望を含むものでも

あった。この時の事件は、船長逮捕という事態を受け

て、中国指導部が ｢ 圧倒的な攻勢 ｣ をかけて、一挙

に双方向イニシアチィブから ｢ 中国イニシアチィブ ｣

の関係に転換させようとした行動であったのかもしれ

ない。

9 月 25 日、日本側が ｢ 船長の釈放 ｣ を決定した

直後にも、中国外務省の姜報道官は堅い表情で ｢

賠償と謝罪を請求 ｣ したが、中国の ｢ 強さ ｣ を知らし

める演出であったようにも取れる。翌 26 日には同じ

姜報道官が今度は ｢ 笑顔 ｣ で、日中関係の回復を

望む意向を示していた。筆者はこの報道官の変化を

見て、25 日の夜前後に、中国指導部内で今回の事

件に関する何らかの ｢ 合意 ｣ が形成されたと見た。9

月 30 日には拘束されていたフジタ工業社員の 3 名

が釈放された。さらに 10 月 4 日、アジア欧州会議（Ａ

ＳＥＭ）首脳会合が開かれたブリュッセルで管・温家

宝両総理会談が約２５分間だが実現した。フジタの

残る 1 人も 10 月 9 日にようやく釈放された。しかし、

事態は容易に収束に向かわなかった。

それはまず広範囲にわたる反日暴動の展開に示

されている。共産党にとって全国大会に次ぐ重要な

党第 17 期第 5 回中央委員総会が 10 月 15 ～ 18 日

に開催された。この最中に、突然、若者の反日デモ

が 16 日に成都、西安、鄭州で、17 日に四川省綿陽、

18 日に武漢といった具合に立て続けに実施されたの

である。ここでまた疑問がわいてくる。まず第 1 は、

党大会に次ぐ最重要会議である共産党中央委員会

総会中は、突発事件を起こさないために公安、武装

警察などが全国各地に配置され厳重警戒態勢を敷

いているのが普通であり、そうした中で党の「同意も

しくは黙認」なしでは、このような大規模なデモは不

可能であるはずなのになぜ起こったのか。第２は、本

当に ｢ 反日 ｣ ならば、日系企業や日本人の多い上海、

北京、広州など沿海の経済が発展している地域で起

こるはずであるが、今回は内陸地域に限定されて連

続的に起こっているのはなぜか。

中国四川省成都で起きた大規模な反日デモでは、

若者らが横断幕を持って、「小日本（日本人の蔑称）

は釣魚島（日本名・尖閣諸島）から出て行け」「日本を

滅ぼせ」「日本製品をボイコットせよ」などと反日を声

高く叫び行進していた。また西安では「中国にとって

最も大事なことは日本を滅ぼすこと」と書いたプラカ

ードを掲げた若者らがトラックに乗って中国旗を振り

回す光景があった。あるいは、綿陽は少数民族が多く、

08 年５月の四川省大地震ではもっとも被害が大きか

った地域のひとつで、被災後の復旧が遅れ、貧困に

あえぐ地域住民の不満は鬱積していた。また核物理

学センター、付近には核兵器、ミサイル開発など軍事

秘密施設が建ち並んでいて、ほとんど日本人はいな

いと言われている。したがって、ここでのデモを純粋

な反日デモだとは考えにくい。その後、10 月 23 日に

四川省徳陽、甘粛省蘭州と陝西省宝鶏でも反日デモ

が起こっているが、ここでは汚職や高い住宅価格へ

の不満のほか、多党政治制度を求める声など、一部

では中国政府への批判も出たといわれた。

以上のような情報から鑑みると、この間の一連の

「反日行動」には ｢ 尖閣事件 ｣ に連動しつつも、さら

に 2 つの重要な要因が浮かび上がってくる。１つは、

北京オリンピック、上海万博、さらには GDP で日本を

抜き世界第 2 位に躍進といった自尊心をくすぐる一

連の出来事を背景に、｢ 富強大国 ｣｢ 中華民族の偉

大な復興 ｣ という優越意識を膨らませ、ナショナリズ

ムを煽り、一般民衆、特に若者の間に ｢ 落ち目の日

本 ｣ の中国船長逮捕など ｢ 冷静だが強硬 ｣ な処置

に対して、「徹底的に叩け」という雰囲気がつくられた

ことである。そして 2 つには、格差の拡大、貧困の滞

留、腐敗・汚職といった深刻化する社会矛盾、鬱積し

た社会的不満が ｢ 反日 ｣ に名を借りで爆発した、ま

たそれ自体は行き過ぎを抑えることである種の「ガス

抜き」抜き的な効果をもたらしたと言えるかもしれない。

しかし、その年の 12 月以降になると外交面での流

れに明確な変化が見えるようになってきた。10 月に

反体制活動家・劉暁波のノーベル平和賞受賞が決

定され、これに強く反対する中国は対外政策で一段

と強硬路線をとるかに見えた。だが世界各国の中国

専門機関、研究者たちから ｢ 中国は世界第 2 位の

経済大国になったが、外交では世界から孤立してい

る ｣ と数々の意見が出されるようになり、12 月には

外交関係の重要会議を開き、かなり厳しい自己総括

をしたと言われる ( 一説には外交の見直しは 10 月

下旬から始まったともいわれる )。

11 年 1 月中旬、筆者自身が参加した中国外交学

会との日中関係シンポジウムでも、｢ 核心的利益 ｣

を「台湾、チベット、新疆問題」に限定して用い、それ

以上に拡大しないと外交部高官が幾度も強調してい

た。さらに同じ会議で、日中関係に関して中国側の雰

囲気として 9 月の尖閣事件以前の状態に戻ったとも

言明していた。さらに 2 月 28 日には東京で実に 1 年

8 か月ぶりに日中次官級会談が再開され、佐々江外

務事務次官と張志軍外務次官を軸に 5 時間半に及

ぶ実質的な討議がなされ、各分野での実務的な協力

強化や双方の国民感情の改善、歴史問題など「敏感

な問題の適切な処理」に取り組むことが確認された。

このように外交、対日政策面での柔軟な路線が目

立つようになり、今日に至っている。にもかかわらず、

日中双方の相手側に対する感情は 2010 年の事件

以来 11 年、12 年と悪化している。例えば、言論ＮＰ

Ｏと中国日報社が 2012 年 6 月に行った共同世論調

査によれば、日本人の「中国に対する印象」は大幅

に悪化した前年よりもさらに悪くなり、「良くない」との

回答が、前年の 78.3％から 84.3％へと増加し、反日

デモが頻発した 05 年の水準さえ上回り、過去 8 回

の調査の中でも最悪になっている。また、現状の日

中関係に対して「悪い」との回答は日本で 53.7%、中

国で 41.0％に達し、両国民ともに前年よりも認識が

悪化している。「尖閣／釣魚諸島近海中国漁船衝突

事件」の衝撃は今なお強く尾を引いているといわざる

を得ないのである。

歴史の中で日中の「現在」を考え、未来を展望する
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新段階＝第五期に入った日中関係＝大国化した中
国と危機化する「尖閣問題」

その中国と日本は国交正常化を実現して今年で

ちょうど 40 年になる。確かに 40 年前に比べて信じ

られないほどに「中国のプレゼンス」は増し、日中関

係もその規模や様々な分野で交流は拡充しそれぞ

れの質は深まっている。とくに経済では双方向的な

相互依存関係が進んでいる。しかし、政治体制、歴

史認識、領土・領海、安全保障といった重要な部分で、

両者の対立・軋轢は続き、相互不信・相互誤解はか

えって深まり、いわば深刻な「ねじれ関係」をつくり出

している。

そこでまず、これまで述べたような国交正常化以

来の日中関係を踏まえながら、現在の段階をどのよ

うに捉えるべきかを検討してみよう。現段階の特徴を

見ていくと、過去の 40 年間とは幾つかの「核心的な

部分」で重要な変化が現れてきており、私はやはり新

しい段階に入ったという認識を持つべきではないかと

考えている。

第 1 の特徴は言うまでもなく、あまりにも急激な

「中国の台頭」によって日中関係の総合的な力のバ

ランスが逆転したということである。2010 年のＧＤＰ

で中国が日本を抜き世界第 2 位になり、その後も

高成長を続けていることがそれを象徴しているが、

軍事力ではそれ以前に既に日本を超えていた。外

交面でも、「米中Ｇ２時代到来」ともいわれるほどに、

国際面での中国のプレゼンスが高まっている。これ

とは対照的に日本は、成長の鈍化、少子高齢化の

突入などによって「失われた 10 年、20 年」を彷徨し、

政府も国民も相対的には「内向き思考」を強め、「ジ

ャパン・アズ・ナンバーワン」といわれた 1980 年代

がまるで嘘のように、国際的なプレゼンスを低下さ

せてしまった。

第 2 は、これまでの日中関係における日本イニシ

アチブの柱になっていた「中国の改革開放を支える

日本の対中円借款（ＯＤＡ）」が「無償部分」を除いて

2008 年に終了し、それに伴って 2 国間関係での「日

本の優位性」もなくなってきたということである。「ＯＤＡ

を媒介として先進国・日本が後進国・中国を支援する」、

ということから生じる日本の「上から目線」がなくなって

いくこと自体は結構なことである。しかしそのような変

化が今度は逆に中国の「上から目線」を強めるように

なるとするなら、日中関係を「ゼロ・サムゲーム」のジ

レンマに陥らせることになり、相互信頼・公正・対等な

立場に立脚した日中関係の構築を目指し、「歴史を教

訓とする」ことにはならない。しかも、日本は現象的に

見えるほどに「落ち目」になっているわけではなく、中

国にとって「不可欠で有意義な日本」が十分に存在し

続けていることもまた力説しておかねばならない。

第 3 にそれは、日本が量的には中国に抜かれは

したが、社会の様々な質的な面でなお中国を凌駕し

ている点である。法に基づいて公正性が保障される

社会、公平な税制度、充実した医療・環境保護・福祉

・教育制度、健康・社会治安管理の充実など、日本

は質的には依然として世界的にかなり高い水準を維

持し続けている。もちろん少子高齢化問題を抱える

一方で、国家財政が一段と厳しくなっている日本にお

いて、このような社会面での高い水準を維持し続ける

ことは容易ではない。が、そのような問題を国家の主

要課題として取り組んでいるプロセスこそ、日本が「成

熟社会」に入っていることを示しているのであろう。こ

のことはこれからの中国の発展を考える上で、必ず

や重要な意味を持つであろう。

第 4 に、これまでの日中関係は、基本的には国家

と国家が主導の関係であった。もちろん今日でも国

家主導は否定できない。しかし、これからの両国関係

を考える上で、複数の非国家アクターの存在が意味

を持つようになり、ますますその重要性を強めるよう

になってきたことである。例えば様々な分野での専門

家間の交流の意義、また中国ではまだ十分に自由と

は言えないが、それでもＮＧＯ活動は活発化し、それ

と日本のＮＧＯとの交流も進むようになってきた。また

言うまでもなく先行していた経済交流は、日中共同経

営、共同起業なども見られるようになり、中国人の「華

僑」にも類した、中国に定着しようとする日本人の「和

僑」も生まれてきている。直接相手国を訪れ、長期滞

在をする学生ら若者も増大し、自らの頭・眼・皮膚感

覚で相手を考える人々もまた増大してきているので

ある。

以上のような主要な特徴は、否定することのできな

い客観的事実であり、そうした事実を冷静に受け止

め了解することによって、今日の「ねじれた日中関係」

を修復していく手がかりが見いだされると考えるので

ある。

「ねじれた関係」、すなわち日中関係において直面

し、あるいは継続している重大な課題とは何だろう。

今思いつくままに列挙してみると以下のような問題

がある。

１、尖閣（釣魚）諸島、東シナ海の海底資源開発、

漁業活動など領土・領海をめぐる日中対立

２、南京「虐殺」などをめぐる日中間の歴史認識の

食い違いと反発

３、靖国神社への日本要人の「参拝」をめぐる日中

の対立・反発

４、中国軍事力増強に対する日本の警戒

５、中国食品の不良品質の管理をめぐる日本の不信

６、中国当局のチベットなど民族弾圧、人権弾圧、

高速列車事故処理に見られる報道、および、規制、腐

敗・汚職の深刻化などに対する日本の嫌中感の増大

７、福島原発汚染除去、事故再発防止不手際に対

する中国の対日不信増大

その他、知的財産権保護など法治意識の弱さ、さ

まざまな国際問題や国際会議での中国の強硬な態

度などをめぐる日本の強い対中不信感など、相互不

信の根は深く、問題も広範囲におよんでいる。

しかし、直面するもっとも深刻で危険な問題といえ

ば、疑いなく 1 の尖閣（釣魚）諸島をめぐる領土領海

問題であろう。従来、日本は「尖閣をめぐる領土問題

は存在しない」という態度を堅持し、中国側は「釣魚

島問題は棚上げする」との立場をとり、これが微妙に

ハーモニーを保ち、さらに現場での「小競り合い」はイ

ンフォーマルに処理することによって「深刻な問題」に

はならなかった。しかし上述したように 2010 年 9 月

の「中国漁船の海上保安庁巡視船衝突事件」以来、

この問題は、日中の強硬なナショナリズムを煽り、「主

権論争」が燃え上がり、双方の感情的な「自己正当

化の主張」の声が大きくなっている。それはまさに武

力衝突の可能性さえ感じさせる日中間の最大の「危

険案件」となってしまった。もちろんその背後に、中国

の急激な台頭とそれに伴う「海洋権益拡大」「強硬外

交の推進」といった中国側の主体的な力量の大幅な

増強、さらにこれによる日本側の「中国脅威論」の強

まりがあることは否めない。さらには上で述べたさま

ざまな対立問題と連動、共鳴して相互の相手側に対

する不信感は増幅しているように見える。

しかし、かりに中国が現状打開のために軍事行

動を起こすような事態が発生するとすれば、日本も

全力を挙げてそれを阻止する行動をとり、双方の物

的被害、精神的ダメージは計り知れない。アジア各

国、世界における「中国警戒感・不信感」も高まるだ

ろう。「領土主権」をめぐる議論はここでは避けるが、

この問題を冷静に、理性的に考えようとするならば、

武力衝突は絶対に避けなければならない。それは

日中にこの上ない「不信と対立の深い傷」を残すだ

けではない。いくら日米が同盟関係だからといって、

米国もこのような事態になると困惑し、「国益優先」

で対応することになるだろう。もちろんアジア諸国の

間に同様と混乱は広がるであろう。相互不信を如

何に減少し取り除くかとは言うまでもなく大切である

が、その前に何としても日中双方の「紛争回避」を

優先して考えるべきである。ではどうすべきか。4 点

ほど提起しておきたい。

①日中の多層的な相互依存関係、多重的な利益

共有構造を構築し、ゼロサム的武力行使は自らも手

痛い打撃を受けるという認識を共有できるようにする。

経済ではすでにこのような関係が出来上がっている

が、他の領域、特に安全保障領域でもこのような関

係を構築して行く必要がある。最初から信用できない

警戒すべき国、敵対的な関係にある国と断定し、そ

れを前提とした対決の構図を作ってしまえば、「安全

保障のジレンマ」に陥ってしまう。米国も含んだ日米

中の安全保障対話フォーラムを作り、摩擦・対立はあ

っても軍事的な相互抑止のメカニズムを構築する努

歴史の中で日中の「現在」を考え、未来を展望する
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力を怠ってはならない。

②特に政府間レベルでは実利思考を最優先し、挑

発しない、挑発に乗らないという姿勢をはっきりさせ

ておき、そのことを相手側にも常に発信することであ

る。どのような理由があろうともいったん戦闘行動が

起こってしまえば、かつてネガティブな意味に使われ

ていた ｢ 政冷経熱 ｣ 状況さえも維持できるかどうか、

日中経済交流にも深刻な影響をもたらすであろう。

2012 年には ｢ 尖閣の国有化、都の買収 ｣ 問題が浮

上しているが、これは中国のみならず台湾に対しても

かなり刺激的な ｢ 挑発 ｣ となっている。かりに台湾が

中国と共同してこの問題に立ち向かおうとするように

なれば、日本の強硬姿勢はまったく裏目に出てしまう

だろう。

③日中政府間の「危機管理枠組み」を構築し、日

常的に機能させるようにしておく。特に相互の立場を

主張する ｢ 場 ｣ にしないで、立場の相違はあっても ｢

相互抑制 ｣｢ 紛争未然防止 ｣ を重視し、その実現を

目的とした情報の交換、率直な意見交換などを行う。

相互不信の強い現状でこのような枠組み構築事態

が容易ではないが、日中の大局に立って、その必要

性を認識し、そのための取り組みを前進させるべきで

ある。

④メディアによる安易な反中、反日の雰囲気を煽

る報道をできるだけ慎み、尖閣諸島問題とナショナリ

ズムの癒着をできるだけ避ける努力をする。とくに危

機管理枠組みでは、非公式メディアを含め動向をしっ

かりと把握し分析し「衝突回避」のための事前対応を

怠らないようにすることである。

相互信頼・尊重を深め、協調・協力構造を構築し、
ポジティブな日中の未来を展望する

では長期的なスパンを持ち、より大きな枠組みか

ら日中関係の今後を考えるとどのように展望できる

か。日中関係に長期間関わってきた者として言えるこ

とは、それでも双方の本音で語り合う対話が少なす

ぎる、相互の誤解があまりにも多く、正しい相互理解、

相互信頼を深める努力がまだまだ足りないということ

である。しかも日中関係は静態的にではなく、動態的

に見ていかなければならない。

そのことを踏まえて最後に、日中関係の未来につ

いて考えてみたい。大きくは 3 つのシナリオが想定で

きる。第 1 は対立のシナリオである。領土領海問題

の処理を誤り、中国の軍拡に伴う ｢ 中国不信 ｣｢ 中

国脅威論 ｣ が高まり、日米安保の強化を進める。こ

れに対して中国も高圧的に向かう状況が継続的に強

まった場合である。日中対立はそれに留まらず、米

中対立へと広がる可能性があり、中国周辺諸国の ｢

対中不信、脅威論 ｣ と合わせて対立が構造化してい

く。いわゆる「新冷戦」形成のシナリオである。

第 2 は、｢ 日本孤立化 ｣ のシナリオである。相互

依存的関係を無視したいわゆるリアリズム、パワー・

ポリティックスの論理のみから見るならば、米国と中

国の対立は第 1 のシナリオを導くことになる。しかし

第二次世界大戦後と異なって、現代は目覚ましい勢

いでグローバル化が進み、＜ゼロ―サム＞関係では

説明できない複雑な相互依存の関係が深く形成され

ている。米中はリアリズム的な対立を深めながらも、

相互依存的な現実を重視し、ある点で手打ちをする

可能性は十分にある。1970 年前後の日本頭越しの

米中接近は、リアリズム的であるが故の選択でもあ

った。もし将来において、米中対決、日中対決から米

国依存を強める中で、米中接近というといった事態に

でもなれば、日本はよるべきところを失い一挙に ｢ 孤

立化 ｣ の道を歩まざるを得なくなるだろう。これは最

悪のシナリオである。

そして日本の未来を歴史的な視野と国際的におか

れた立場・役割から見ていくならば、第 3 のシナリオ

＝共存共栄のシナリオが生まれてくる。しかしその前

提として、何よりも日中の間で相互の口先だけではな

い信頼関係が生まれ、さらに自らの目標実現にとっ

て相手の存在・役割が重要であるという認識が生ま

れ深まることが重要である。中国が目指すものは何

か。国際社会に向けては既に頻繁に主張されてきた

「富強の大国」「責任ある大国 ｣ から ｢ 尊敬される大

国 ｣ を目指すことであろう。そして国内的には、不公

平・不条理な差別をなくし、文字通りの ｢ 和諧社会 ｣

の実現を目指すことであろう。

これに対して、日本は力がやや衰えたとはいえ、

依然として 5 兆５千ドルを超える世界第 3 位の経済

大国であり、前述したように「成熟大国」に向かう過

程にある。国家、経済の再生に向けて様々な試みも

真剣に取り組まれ始めている。持続的な人口減少、

産業空洞化傾向があり、経済高成長の再生は望め

ないが、むしろ一定の経済成長を維持しつつ、医療・

福祉・教育など社会資本の一層の充実を図り、さらに

人々の豊かさ、生きがいの充実などに力を入れた「成

熟大国」になる可能性は十分にある。

中国がもし数量的に追い越してしまった日本はも

う中国にとって重視すべき相手ではないと考えるなら

ば、それは重大な誤りであろう。こう考える中国の識

者は確かに少なくはない。しかし私なりに整理するな

ら、今日の、そしてこれからの中国は 4 つの深刻なジ

レンマに直面している。そしてその克服のために日本

の存在は大きな意味を持っている。

第 1 に、経済成長路線とそれが生み出した「社会

的負」のジレンマである。これに関して、胡錦濤指導

部は「調和社会」の実現を提唱してきたが、その貴重

な参考になる社会こそ日本であると考える。日本は

あらためて繰り返すが、税制度、医療保険制度、普

通教育制度、省エネ対策、循環型社会システムなど

の充実により、また自然環境保護の重視、法制度の

充実などによって長きにわたって「調和社会」を実現

してきた。第 2 に、大国化と国際協調のジレンマであ

る。そして第 3 に、中国特異論と普遍主義のジレンマ

である。これらのジレンマに関しては、日本の高度経

済成長期に、「エコノミックアニマル」「日本型経営」な

どの日本特異社会論がはびこったが、国際協調、普

遍主義への融合を主としながら、日本特異論の優れ

た側面を十分に活用してきたことが参考になる。さら

に第4の開放社会と一党体制のジレンマに関しても、

「戦後 55 年体制」と呼ばれる自民党の事実上の一

党体制が 1991 年まで続いた。それでも「表現の自由」

「野党勢力の役割増大」など安定的漸進的に民主の

実質化が進んでいった。これらの日本経験はもちろ

んすべてではないが、多くの重要な部分でこれから

の中国にとって、とりわけ将来「成熟社会」に向かう

ために大いに参考になるであろう。

また日本も、少子高齢化社会に向かう中での経済

の安定成長、社会の充実を図るために中国との協調、

時には支援を受けることが不可欠になるだろう。つま

り日本と中国双方にとって相手側が必要不可欠な存

在でとの認識をしっかり持つようになり、相互信頼関

係をはぐくみ、強めていくことこそ重要であるあるとい

う認識を基本的な立脚点に据えるべきなのである。さ

らに日中双方が協力・協調的な関係を発展させるな

ら、双方にとってのみならず、アジア、国際社会にと

ってもきわめて有意義で建設的である。逆に言うなら

ば両国の対立、衝突はこれらすべてにとって損害が

多大なのである。協力し合えば ｢ 利益 ｣ が増幅し、

対立し合えば ｢ 損失 ｣ は多大になることは明らかで

あろう。

他方で日本は、「成熟大国」を目指すためにも一

定の経済成長を維持していく必要があるが、そこに

おける中国の存在・役割は重大である。１つ目は、い

うまでもなく日本の製造業の生き残りとしての比較的

安価で優秀な労働力が確保できる中国の重要性で

ある。そして 2 つ目には、日本にとっての巨大な「市

場 ｣ としての中国である。そして 3 つ目はポジティブ

で創造的で優秀な中国人若手人材の活用である。日

中関係とは日本側から見てもこのように明らかに相

互依存的なのである。

さらに視点を変えて日中関係を日本外交、あるい

は国際社会の中で考えてみるとどのように言えるか。

あらためて言うまでもないが、日中関係を考えること

は日本外交の核心的な方向性を考えることでもある。

日本は自らの生存と発展のために、もちろん米国とし

っかりした協力・連携の枠組みを堅持・発展していか

なければならない。しかしそれは中国との対決、「脱亜」

の選択を意味しない。米国と協力・連携しつつ、同時

に中国とも互恵・協力・連携の関係を築く。時に米中

歴史の中で日中の「現在」を考え、未来を展望する
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が対決を強めれば日本こそがそれを緩和する役割を

担い、米中が協調すればそれを加速する役割を担え

るような国にしていく必要がある。またそのような関

係 ･ 枠組みをどのように構想するか。そうした認識と

スタンスこそ、日本のとるべき外交理念である。

逆に中国も本当に真の意味で世界のリーダーにな

ろうとするならば、世界に真のパートナーを求めなけ

ればならない。20 世紀の米国が、長きにわたって世

界のリーダーであり続けられたのは、自らのパワー

のみならず、イギリスというかつての大国をパートナ

ーとしてきたからである。今日のＥＵが再び世界にお

ける存在感を増しているのはフランスとドイツがパー

トナーとなっているからである。私は、小泉内閣以降、

日中が「戦略的互恵関係」を推進し、さらに民主党政

権が実現し、誕生した鳩山内閣が「東アジア共同体」

の外交の第一課題に掲げたとき、日本と中国が真の

パートナーになれる可能性が出てきたと感じ始めて

いた。

それ故にこそ、尖閣での「中国漁船衝突事件」が

発生し、中国の対日強硬外交が展開され、日本側で

強烈な反中国感情が高まったとき、ある種の「無念さ」

と強烈な挫折感を感じざるを得なかった。当時、多く

の人は中国外交に翻弄された「日本外交の敗北」と

評した。中国のメディアからもそのような発言がたび

たび聞かれた。しかし私は当時敢えて「これは中国外

交の敗北である」と表現した。大局的見地から対日

外交を考えることを忘れ、中国が日本を将来の真の

パートナーとして取り込むことを軽視したからである。

日中が真にパートナーとなるにはどのような努力を

したらよいのか。もちろん具体的に展望することは容

易ならざる課題である。まず第 1 に、日中間の「感情

問題」を解決しなければならない。日中双方とも国民

感情が悪いとよく言われるが、それはどの程度のもの

なのか、どのような要因によってそれは生まれたのか

を問う。おそらく国民感情は多様であり、複雑である

のが真実で、「悪い」という感情の場合、それは結構

表面的な現象におし流されて浮上してきたものか、「誤

解」に基づいて生まれたものが多いのではないか。

第二部　 東アジアにおける豊かな文化と社会の発展を目指して

第 2 に、日中は隣国でありながらも相手側を「理解

する」努力が予想以上に少なく、多くは「誤解」の上に

不信を強めている。「歴史問題 ｣「領土・領海問題」も

ほとんど自国政府の主張を鵜呑みにして相手を非難

する傾向が強く、相手の言い分を冷静に理解してい

ることが少ない。「誤解」のギャップをどう埋めるかが

重要である。

第 3 に、日中双方の相手への「不安の解消」に努

力することも必要である。例えば、①東日本大震災に

おける双方の不安・不信は予想外に大きく、交流・協

力による信頼の醸成が求められる。②日本の ｢ 中国

脅威論」の解消、中国の ｢ 日米同盟強化不安 ｣ の解

消も双方が意識して取り組む課題と言えよう。まさに

こうした努力の積み重ねを通して、｢ 両雄並び立たず

｣（二匹の虎は同じ山に住めない）の壁を乗り越える

ことが可能となるのである。

国交正常化 40 周年を迎える今日、今一度そうし

た課題を真剣に考えて、日中国交正常化の根本を問

い直してこそ、これからの日中関係、ひいてはアジア

太平洋、世界の未来を切り開くことにもなるのだろう。

我々は、この時期を「歴史の節目」ととらえ、過去の

40 年間を振り返り、真に意味のある「総括」を試みな

がら、未来の 40 年を展望し、より良き強固な信頼・

協調の枠組みの構築を目指すことにしよう。

第二部　

東アジアにおける豊かな文化と

社会の発展を目指して

Ⅰ　グローバル化と東アジアの文化

孫　歌
「『日中・知の共同体』を回顧する」 

        　　   
油井　清光
「ポピュラーカルチャーが相互浸透する時代の東ア

ジア像――グローバル化による社会変容の中で」　
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「日中・知の共同体」を回顧する
孫　歌

「日中・知の共同体」ということ

十年前の話になるが、私は当時、「日中・知の共

同体」と命名された活動に参加していたことがある。

適切な名称ではなかったので、活動当初から多くの

批判があった。しかしどの批判者も中傷するだけで、

建設的に展開しようとする関心を持っていなかった。

彼らから代案を募り、より相応しい呼称を得ようと努

めてみたものの、この活動の始まりから終わりまで

の 6 年間、これに代わる名称はついに見つからな

かった。従って、私は今尚この活動を「日中・知の共

同体」と呼ばざるを得ないのである。

「日中・知の共同体」という呼称には二つの致命

的な欠点がある。第一は「日中」の二文字を冠して

いることである。これは一般的に日本と中国という

二つの国家を暗示しており、少なくとも、国家を枠組

みとしたモデルを人々に連想させる。これでは我々

のような普通の知識人が国家を代表する意図を含

んでしまい、とても受け入れ難い名称と思われた。

第二は「共同体」という事実上使い古された語彙に

ついてである。様々な「ポストモダニズム」が今日に

至るまで流行するなか、このような閉鎖的且つ排他

的な血縁性の強い語彙をまだ使用することは政治

的に不正確だということになる訳だが、確かにこの

ような疑惑を取り除くのはあまり容易ではない。した

がって、どう眺めようと見栄えが悪いため、みんなも

できる限りこの呼称を用いようとせず、あっさりと「日

中知識人対話」と称すことも時にはあった。しかし違

った反応もあり、在日韓国人学者の李静和（リ・ジョ

ンファ）は第一回のシンポジウムで次のように語っ

た。「共同体」は確かによい名ではないが、しかし言

葉が深刻に汚染された今日において、我々はこうし

た従来の語彙の中、新しい道を突き進むしかない

のではないのかと。私は彼女の洞察力に敬服した。

彼女が見出したのは普遍性の問題である。ある種

の新しい探索が始まる時には、往々にして相応する

表現方法が存在しないことがある。戦略としては、

全く新しい語彙を創出するか、既存の語彙を追放す

ることで、新しい語彙への道を切り開くかのどちらか

となる。しかし新しい語彙を流通させるのであれば、

ある種の暴力性さえ含むいくつかの特定条件が時

には必要となる。また完全に既定の言語体系から

抜け出した上で、生命力を持続する全く新しい言葉

を獲得するなどということは、実際ほんの僅かに過

ぎない。つまり、新しい思考方式と新しい語彙の誕

生において、それらが生命を獲得しようとすると、い

ずれにしても苦しい過程を必要とするのである。こ

の過程が古き事物や古き思考の内部から始まらな

い限り、真実の活力は伴わないのは明らかである。

「日中・知の共同体」の活動内容について、私は数

年前に「グローバリゼーションと文化的差異―国境を

超えた知の状況に対する考察」  １という論文を書いた。

当時「日中・知の共同体」の活動はまだ続いていたが、

その後この事について再び語る必要も機会もなかっ

た。従って、この論文を「日中・知の共同体」の活動に

対する総括的報告と見なしてよいだろう。

またたく間に十年の歳月が流れた。私にとってこの

活動はすでに過去の経験の一部となり、そこから得

られた体験と教訓は全て他の形態へと変化を遂げ、

その後の私個人の学術実践の中に組み込まれてし

まった。稀にだが、この活動に関する問い合わせの

手紙が届くこともあり、また外国人学者の研究対象と

されることもまたあるのである。これらから私が気付

いたのは、どのような事柄であっても、ある種の公共

性を備えさえすれば、個人的な叙述に取り込まれる

ことを越えて、たとえ発起人であろうと如何なる個人

にも属することができなくなるということである。そして、

10 年後の今日、第三者の視点からこの「日中・知の

共同体」について振り返って考えてみたいと思う。

「日中・知の共同体」のパースペクティブ

ある外国人学者に、知の共同体はなぜ「解散」した

のかと尋ねられたことがあった。その時、解散の問題

は存在しない、なぜなら最初から集結などしていない

からだと答えた。この回答はちょっとずるく見えるのだ

が、しかし当初の前提は確かにこういうものであった。

学術界で流行している一種の気風というのは、一つ

の事柄を「実在」させることによって、ようやく業績と

見なされるといったものである。例えば、価値をどの

様にも見いだせない国際会議は、どれも論文集を出

版せねばならない。さもないと、出資団体に対して説

明ができないないからであった。知の共同体は実在

せず、会議の論文集を出版せず、メンバーすら絶え

ず流動的であった。。知の共同体はこの 6 年間、思

想性及び学術性の強い雑誌で関連論文を発表した

以外、独立した輪郭を自身で追及しようとはしなかっ

た。しかし、この「飛行集会 2」は本当の意味で痕跡を

残したと考えることが出来る。なぜなら今でも忘れて

いない人がいるのだ。

では、どんな痕跡が残されたのであろうか？

見たところ、大陸と台湾に比べてみると、日本と韓

国がこの活動に対してより実直な関心を示していた。

この対話は中国と日本の知識人の間で行われたが、

扱われた問題は日中の枠組み内に収まりきれるもの

ではなかった。なぜなら「東アジア」という問題に直面

したからであった。

東アジアとは一つの地域を示すが、空間的な地域

の概念に止まらない。意図にかかわらず、東アジア

地域では開かれた構造が歴史的に形成されてきた。

例えば、米国は東アジアの外部ではなく、その内部

に存在しているといえる。日本と韓国の米軍基地を

見さえすれば、地理上の空間であっても、米国がた

だ北アメリカ大陸にだけ位置している訳ではないの

が分かる。米国海軍が横須賀米軍基地に原子力空

母を派遣したことは、在日米軍基地が更に強化され

ることの前兆であった。沖縄では米軍基地に反対す

る声が日に日に強まっているが、日本政府と米軍の

軍事的共謀を阻止できないでいる。経済、文化そして

精神分野となると、米国が日増しに東アジアへ影響

力を浸透させているのは明らかな事である。従って

日中間においては、個人または団体を問わず、また

どんな対話であれ、東アジアに関係する限り、米国を

避けることはできないのである。

実際のところ、東アジア地域の内部に存在し、回

避できない地域がもう一つある。つまり旧ソビエト連

邦であり、現在のロシアの存在である。第二次世界

大戦後、ソ連は東アジア現代史において重要な役割

を果たしてきた。ベルリンの壁の崩壊が生み出した

のは一つの虚像に過ぎなかったのだが、ソ連が解体

した後は、ベルリンの壁はその歴史的機能も現実的

役割も解体されてしまった。上海協力機構がたどって

きた軌跡を一覧すれば、次のことが理解できる。中ソ

関係が現在暗示しているポスト冷戦期の基本的軸線

は、冷戦期のイデオロギーの弛緩は一方向的な国際

政治構造を生み出す結果にはならないということで

ある。

知の共同体による当時の対話では、上述した問題

が主要テーマとなることはなかった。その理由は、一

方では、ある種の構想は整理と蓄積を必要とし、性

急に結果を求めることができないためであった。また

他方では、日中間における長年の遺恨に関する問題

が双方を正面から衝突させ、米国とソ連及び冷戦に

関する問題が議論に取り入れられると、この問題を

そらしてしまうと考えられた。

訳者注：1930 年代に中国共産党が組織した都市闘争の主要形式の一つ、迅速に集合しては

散らばる集会デモを指す。

拙著『アジアを語ることのジレンマ―知の共同空間を求めて』（岩波書店 2002 年）を参照。１ 2
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「知」を共有するということ

今日見ると、知の共同体の対話活動の限界は明

確だったにしても、逆にこうした限界によって最も基

本的な問題の輪郭が比較的明瞭に設定されていた。

つまり日中の社会に存在する感情記憶という問題で

あった。

当時、極めて限られた人数の参加者たちが、各々

戦争の被害体験について研究と意見を交流してい

た。今日から見ると、これらの交流にはやはり限界

があった。なぜなら、日本の侵略戦争が中国人にも

たらした傷跡と記憶に話題を限定するのでは、より

重大な歴史的感覚を研ぎ澄ますことができないから

であった。公平に言うならば、あの対話がやり遂げた

役割は、それまで一国内に限定した議論を突破して、

日中両国の知識人が直観的に共有できない戦争記

憶についてでさえ同じ席で共に討論できるようにした

ところにあった。そして、日本の批判的知識人が中

国のメディアに登場し、中国の市民と共に日本の戦

争責任を追究し始めたのだが、これは一大変化だっ

たと見なされるだろう。しかし、時も状況も変わり、日

本の批判的知識人による中国での発言が大きな位

置を占めるようになると、歴史がよく示してきたように、

その発端は何であったか、もはやどうでもよくなって

しまった。重要なのは、当初端緒を開くにあたって、

その後さらに掘り下げる契機も準備したかどうかに

ある。

知の共同体が当時設定した議題のテーマの一つ

に、日中の社会の異なる歴史的脈絡と構造的特徴

に関する交流というものがあった。このテーマと戦争

記憶の問題には表面上は直接的な関係がないよう

に見えるが、しかし認識論の点において実際この二

つのテーマには重要な関係があった。論点が個人

の経験の側面に限定されてしまうと、戦争記憶の問

題は直接的に歴史的機能を担うことはできない。逆

に、戦争というテーマが形而上的「道理」に抽象化さ

れてしまっても、同じように歴史的機能を担うことが

できない。従って、我々が戦争記憶についての議論

を試みる際、背後に隠れるパースペクティブがとても

重要となる。そもそもなぜ戦争記憶について議論し

なければならないのであろうか？現実において正義

を広めるためであろうか？それとも歴史的真相を追

究するためであろうか？更に言えば、現実における

正義の拡張と歴史真相の追究の間には一体どんな

関係があるのであろうか？どうすればこれらを効果

的に合わせることができるのであろうか？

イギリスの国際政治学者 E・H・カーは、早くも

1930 年代末に次のような意味深長な事実を指摘し

た。それは、危機に満ちた 1919 年から 1939 年の

20 年の間に、国際政治学が新しい学術分野として

の正統性を獲得したということである。国際政治学

の観点から見ると、ユートピア主義の政治的理想と

現実主義の政治的関心とは一対の対立要素を構

成している。ユートピア主義者は「イズム」の立場を

堅持しなければならず、このため根本的に現実を否

定する。一方、現実主義者は自己の意志によって

現実を統御できることに確信が持てず、ある種の決

定論的な傾向を持つようになる。そして二つの世界

大戦の間における 20 年間において、こういった思

考方式の対立が左派と右派、知識人と官僚の間に

おける対立へと発展していった。知識人の多くは理

論的傾向が強く、官僚に比べ政治理念をより一層

追求し、事実上、現代におけるユートピア的政治運

動の指導者となった。また彼らは左翼ないし急進主

義の傾向を持ち易いと言える。しかしカーによると、

ユートピア的な政治性の強い知識人が持つ最大の

欠点は、彼らは現実を理解できないという状況にあ

った。つまり、彼ら自身が基準とする基本理念こそ

が、実際のところ彼らが拒絶する現実的状況の産

物だという基本的事実を彼らは理解できなかった。

そして、「数々の歴史経験が証明しているように、左

翼の政党ないし政治家は政権を掌握し現実に接触

すると、彼らは『空理空論』的ユートピアニズムを捨

てて右傾化する」とう現実的な苦境に陥ったのであ

る。これはまさに、マイネッケによる次のようなドイツ

政治における知識人の役割分析に呼応していた。

「知識人は、彼らのいだく政治的願望として、純粋と

独立の精神、哲学的理想主義の精神、および利害

の具体的な打算を超越する精神などを挙げた。・・・

しかしながら、実際の国民生活にともなう現実の利

害関係に対して彼らの感覚には欠陥があったため

に、彼らは往々にして崇高なものから無法奇矯な状

態へ急速に滑り落ちてしまった」 3 とマイネッケは記

したのである。

カーがユートピアと現実主義の対立を列挙した際、

彼が設定した立場はこれらと異なるものであった。カ

ーにとっては、この対立は人間の現実の思考の苦境

を示すもので、この対立の中に新しい課題が引き出

されるのである。よって、カーはこの対立を結合させ

現実分析を進めたばかりか、政治学の対象の新しい

基本的輪郭を描き出し、同時にマンハイムの知識社

会学の観点を用いて、認識論と学術的生産に関する

照察をも試みたのである。カーによると、国際政治学

という学問に関して言えば、ユートピアは既定の目標

に固執すぎるため、分析精神を備えた成熟状態に至

るすべがなく、一方現実主義は分析能力を備えては

いるものの、盲目的な実証精神は主体的に設定され

た目標を払いのけてしまい、ゆえに年寄り臭くなるの

である。成人期の学問に達しようとするならば、ユー

トピアの目的性と現実主義の観察分析能力を巧みに

一つへと結合させなければいけない。知の共同体が

日中間の戦争問題等について対話を進めた際、実

際のところこの基本的な苦境を回避する方法を持た

なかった。つまり冷静な目的意識と確実な状況分析

を有効的に結合させること、これこそが正に思想の

任務なのである。

東アジアにおける歴史的叙述の可能性

中国と日本の社会と知識状況に関する認識にお

いて、知の共同体はただ初歩的な努力を行ったに過

ぎなかった。眼前に横たわる困難は明瞭である。既

成の西洋の近代理論は簡単に模倣できないだけで

なく、また簡単に排斥もできない。他方、西洋の近代

理論が、中国と日本の文化アイデンティティーにもた

らした潜在的な影響は無形であるとは言え無視でき

ない。我々が中国の農村改革を共通のテーマにした

ことが、日本の知識人とメディアの高い関心を集めた

ことがあった。しかしこのテーマは近代化理論の枠組

みの中へと簡単に取り込まれてしまい、中国そして

東アジアの歴史的叙述として、有効な歴史的叙述の

輪郭へ展開させられないでいる。他方、歴史事実に

立ち入る前に知識界は実際のところ過度な武装をし

ているが、これは歴史的特殊性が抽象化されること

に対する警戒があるからである。普遍的な叙述を通

して政治的正確性を確保することができるので、歴史

的特殊性の強調は一つの困難な仕事となる。なぜな

ら東アジアにおける普遍的叙述の試みにとって、文

化保守主義から自己を区別するのはとても困難なの

である。「文化本質主義」とは繰り返し使用されてきた

政治的レッテルである。そもそも文化保守主義を抑え

ることができるかどうかも疑問だが、文化保守主義及

び「文化本質主義」というレッテルは、思想と学術の

独創的努力を扼殺するには十分であろう。特に東ア

ジア地域の知識人に関して言えば、西洋で構築され

た叙述の枠組の外側に、自己の歴史にとって有効な

叙述方式を見出そうとするならば、まず自身が「保守

的な文化本質主義者ではない」ことを証明する必要

がある。さもなければ、既存の知識体系によって暴力

的な無視に直面することになるのである。

知の共同体が日中の歴史について討論した際に

遭遇した特定の困難と、上述した基本的な知識状況

は関係している。とりわけ、「資本主義グローバル化」

の次元を用いることで日中戦争の歴史記憶を一般的

なテーマに転換できるか否かで、意見が分かれた。

この点では、戦後西ドイツの歴史学界で発生した論

争の状況と一種の類似性を見出すことができる。日

中戦争が他の事件と比較できないと仮定するならば、

日本の侵略戦争は歴史的、文化的、そして地域的な

ある種の特殊性を備えているために、近代の一般理

論と世界の文脈から切り離して単独で議論しなけれ

ばならないということになる。ではこのような特殊性を

堅持するとすれば、議論はどの方向へと展開していく

のであろうか？換言すれば、日本にはある種の特殊

な「本質主義」があったのかどうかという問題となる。

もしあったとするならば、歴史が内包する特殊性の研

E・H・カー『危機の二十年』，井上茂訳，岩波書店，1953 年，26，19 ページ。3
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究と、理論の一般化を求めて文化本質主義を批判す

る立場の間にはどんな関係が構成されるのであろう

か？歴史の特殊性を否定するのであれば、普遍主

義的姿勢を確保するために、歴史が内包するこうい

った手に余る特殊的な問題を迂回することによって、

日本社会で戦争責任を回避する風潮を助長する可

能性が出てきはしないかが問われるであろう。

知の共同体は日中両国の社会及び歴史に関する

分析と戦争記憶の分析とに密接な関係を見いだして

いたので、議論の参加者の中には何の躊躇いもなく

テーマを高度に抽象化できないという制約が出来て

いた。我々の知識と習慣において、特に戦争記憶と

いったテーマに典型的に表れているが、最も非合理

的な感情という問題は、理論の操作によって通常は

うまく避けて通ることができる。逆に、感情という経験

性を有するテーマは、理論を媒介しないで最も直観

的な形式で自己を表現している。「知の共同体」は本

当の意味で感情と理論という問題を解決した訳では

ないが、この難しい問題に正面からぶつかることにな

ったのである。

歴史の精神構造と知の共同体

知の共同体の活動が一段落告げた後、中国社会

ではいくつかの反日事件が起こった。こうした事件は

人々の関心を引きつけて、中国の知識界による自己

分析の視野の外に溢れ出した。むしろ誰もが認める

社会的な重要現象として、カーが当時指摘したような

国際政治学に関する基本的事実を暗示するものとな

った。つまり、願望や意欲が自由な思考を制し、概括

が精確な観察に優先する事実を示すことになった。し

かし、この事実は日中関係に関する学問がまだ初期

段階にある徴候を現した。この段階では、人々の関

心は目標そのものを達成しなければならないというこ

とに集中し、手段への分析や批判は価値を持たない

無意味な行為と見なされる。あらかじめ目標が設定

されており、精確な現実分析を通した有効な判断に

至る政治的プロセスが排除されるため、こういったプ

ロセスの上に打ち建てられる政治的決断力も備える

ことができない。そのため中国社会で起きた反日事

件は輪郭がかなり粗く、目標も相対的に抽象的であ

った。こうした反日事件が間歇的に引き起こされるあ

る種の「持続状態」の中で、意味深長な進展を少しば

かり見て取ることもできた。すなわち、中国公民の政

治参加意識の増大 4 を暗示するものであった。しか

し全体的には、大規模運動の形態で出現する社会

事件には高度な自己コントロール能力が一般的に欠

けるので、社会事件そのものの不備が非難されがち

になる。むしろ我々にとって重要なのは、社会的事件

を通して、同時代の知識状況がどのように人々の意

識に直接的または間接的に影響を与えたのかという

問題を効果的に観察できたことである。言い換えれば、

一つの社会事件が人々の中から発生した際、それは

当時の社会政治及び経済環境によるものであると同

時に、社会精神生活においてすでに形成された共通

認識が関与しているのである。これらの複雑な社会

条件は社会事件の中に投射され、そして社会事件に

おける政治的成熟度を左右するのである。

冷戦という歴史的条件の制約によって、日中間に

おける戦後処理の最も有効な時機を逸したことは一

つの基本的事実として認められなければならない。米

国の支配の下で 1951 年にサンフランシスコで台湾と

単独講和に調印した際、日本は中国との和解の最良

の機会を取り逃がしてしまった。このように日中間の

和解は遅れることで、日中関係の改善はより多くの歴

史的役割を担わなければならなくなった。かつ、東ア

ジアの冷戦構造において日中関係がこれまで独立的

に存在したことなどなかったのである。つまり日中関

係とは、たんに日本と中国の二つの主権国家の関係

を意味しないのである。現在に至るまで依然としてア

ジア最大かつ最も重要な軍事基地を米国に提供する

日本は、日中関係においてずっと米国の支配下に置

かれているという現実がある。そのため日中関係の

改善とは東アジアの冷戦構造の中において観察と判

断を加えなければならず、こうすることでようやく現実

的な方向性を見いだすことが出来るのである。 

ベルリンの壁崩壊と旧ソ連の解体に代表される「ポ

スト冷戦」時代が、その意味を明確にせぬまま始まっ

た。すでに多くの人が冷戦という歴史的事実に関心

を持たなくなった。国際政治学の分野では冷戦に関

する高い水準の研究が次第に出て来るようになった

が、これらの研究の成果は思想の深化を通して、社

会の共通認識となるには至ってない。そして、改革開

放以降の中国社会において、親米感情が中国知識

界で一つの基本的な共通認識を構成するようになっ

た。社会生活の中では「反日親米」という具体的な歴

史状況から離れた精神構造が、主要な認知モデル

へと変化してしまった。問題は反日と反米を結合しな

ければならないということにあるのではなく、また日

中関係が緊張する異常な状況を米国のせいにする

のではなおさらない。問題を解く難しさは次の点であ

る。日中関係というこの最も切実な問題を議論する際、

ただ事実に即して論じるということさえ難しいのであ

るが、だからといって、道義的な姿勢から戦争や歴史

を抽象的に論じたとしても十全ではないのであって、

我々の歴史経験と事実から離れた論理から議論を

組み立てる訳にはいかないことに難しさがある。

日中戦争の歴史的問題において、感情記憶に関

する歴史責任は決して気楽なテーマではない。私は

この仕事に直接参加はしていなかったが、感情記憶

の現場で奮闘する知識人に直接的または間接的に

ずっと強い関心を持ってきた。王選や蘇智良のほか

に、血にまみれた歴史に直面することで巨大な心理

的衝撃を耐え忍ばざるを得ない無数の有識者たち

が存在している。彼らは最も苦しい方法であの惨烈

な歴史の一幕を訪ね、我々の世代が果たすべき歴

史の真相を保存するという責任を履行している。彼

らがこういった仕事の中で体験する孤独や傷跡を想

像すると、感情記憶と歴史真実の間に錯綜する複雑

な関連性を感じ取ることができる。王選の言葉で表

現と、「見てしまったら、目を背けることはできない！」

ということだ。中国語と日本語を用いて仕事にあたる

一人の研究者として、私は私のやり方で彼らの努力

に酬いなければならないと思う。思想史研究という意

味において、どうようにしてこの歴史と向き合えばい

いのであろうか？

そして、当時の知の共同体という起点に戻らざるを

得ない。国民国家の叙事と向き合わなければならな

いとするならば、では我々は一体どうやって国家によ

って分断された歴史の特殊性という問題に対処し、

そして新しい国際政治の観察的視野を議論の枠組と

して打ち立てることが出来るのであろうか。第二次世

界大戦が終結してから半世紀あまりの間、特に経済

面におけるグローバル化が国民国家の開放的形態

（言うまでもなく、実に多くの情況においてこのような

開放的形態は不合理な覇権の関係に添って現われ

る、やむを得ない結果となっている）を引き起こした後、

古典的意味における国家という観念は変換を余儀な

くされている。思想分析に関して言えば、国際政治の

視野を「国家の間」という直観的意味の着眼点にしっ

かり設置する必要があるだけでなく、新しい観察を可

能とする視野を提供する必要がある。この視野とは

簡単に言うと、一種の「トランスカルチャー」的な視野

でなければいけないであろう。特に国家主権と異なる

意味において、思想と文化の次元において「国家連

合体」と異なる立脚点を探し出す必要があることは言

うまでもない。しかし、歴史の傷がまだ癒えない状況

の下、我々はどのように日中間において国家を絶対

的前提または終着点としないような出発点を確立し、

そこから真の意味においてトランスカルチャー的な思

想の建設へと進めるのであろうか？

国家と知識人

国際或は文化間の理解に関して通用している認

識論とは、主権国家を基本単位として「対話」を進め

る方法である。我々はこの思考と対話が生み出した

効果をすでに見てきた。中国、日本、韓国の歴史学

者が共同編纂した３カ国の歴史教科書が同時に３種

類の言語で出版されたが、このような対話の代表的

な成果と見なすことができる。しかし国家視点の「集

合体」によって視野が設定されているため、一つの基

本的な問題を避けることができない。それは国家間

の具体的問題に関して対立が起きた際（この種の対

立は一般的に簡単には解消されることが出来ない）、

基本的な歴史問題に直面したそれぞれ異なる国家

の知識人たちは、この対立から抜け出すことができ
この問題の分析に関しては『歴史の交差点に立って』（日本経済評論社 2008 年）の一節を

参照下。
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ないだけでなく、知識上の立場における「妥協」が通

常一種の裏切り行為を意味することが生じる。その

ためこうした「対話」において、衝突は実際のところ学

者の間に起きるのではなく、国家利益の間で起きる

のであるが、学者たちの側において体現されなけれ

ばいけないという事情が出てくるのである。東アジア

の国際対話という場所においては学術分野における

衝突はよく見られる事実だが、その原因は知識論の

差異にあるのではなく、こういった主権国家間にある

妥協不可能なところにあるといえる。

グローバル化が経済領域から各方面に向かって

不断に拡張する際、主権国家の機能に変化が生じる

が、衰退する訳ではない。実際のところ、これと関連

する問題の一部が知識界によって疎かにされており、

国際学術界が国民国家と民族主義イデオロギーの

同一性を盛んに批判する時代をむかえて、より厄介

な歴史問題が覆い隠されることになった。日本人学

者の西川長夫は最近出版した著作『〈新〉植民地主

義論―グローバル化時代の植民地主義を問う』 5 に

おいて非常に難しい問題を提出している。それは、日

本による植民地の歴史は清算されなければならない

が、戦後日本が植民化された歴史はどのように清算

するのかという問題である。日本で国民国家理論の

批判ブームを巻き起こした学者の一人として、西川は

東アジア戦争史と戦後史の認識論という問題と向き

合い取り組もうとしている。仮に日本の侵略と植民地

の歴史に視点を向けると、国民国家と民族主義に対

する批判は有効だと言えるだろう。しかし、仮にこうし

た批判を行うと同時に米国の日本に対する「戦後殖民」

を批判するのであれば、抽象的に「ポストコロニアル」

を論じるのみでは済まなくなる。とりわけ原子爆弾投

下から戦後占領の過程で日本人が体験した苦難を

視野に入れて、これに相応しい歴史認識の枠組を探

求せねばならなくなる。この結果、日本の侵略と被植

民との対立的な二方向の歴史と国家意識形態を同

時に叙述する歴史認識の枠組を提起することになり、

新しい思想的な立場を必要とするであろう。なぜなら、

批判者が直観的に自己の立場を国民国家の主権に

対して申しだてしたとき、西川が提出した問題に米国

であれ、日本であれ応答の責任を認めざるを得ない。

日本の進歩知識人は東京裁判問題に臨むに当たり、

この中にあるいくつかの肝心な問題に触れるのをず

っと避けてきた。しかし、この新しい思想はまだ形成

されていないので、東京裁判で米国が赤裸々にも貫

き通した「米国の国家利益」に対して批判を行うとす

るなら、右翼と同じだと見なされてしまうのではないだ

ろうか？なぜなら日本の右翼の東京裁判に対する態

度はずっと簡単かつ明快であり、日本の国家利益を

堅持するために、米英主導の東京裁判を否定してき

たからである。

こういった単純かつ直観的な二元対立の外に、

批判的知識人の思想的立場をどの様に確立すれ

ばいいのだろうか？一部の学者はユートピア的「世

界主義」の記述の枠組を使って、対立を超越する思

想を構築しようとするが、この立論は東京裁判に見

られた国家権力の意思が表出する歴史事件に対

処できないため、今まで有効な思想的資源を提供

するに至っていない。国家権力と国民意識の両立

と対立の輻輳という問題は、おそらく、まさに日本の

批判的知識人がずっと直面してきた難問と言えるで

あろう。西川のような学者たちがすでに明確に意識

しているのは、たんに日本国民国家という意識形態

を批判するだけではあの歴史を有効に解釈するに

は不十分であると同時に、日本の侵略史は一つの

イデオロギーが主導したと簡略に対象化できないと

いうことである。さもないと本当の意味であの歴史を

清算することはできないということが彼らには了解さ

れている。人類史おいて最も痛ましいこの一ページ

を把握するためにも、知識人は新しく且つ有効な思

想を確立しなければならないが、それは簡単に世

界主義へと向かうことを意味しないことを強調して

おかねばならない。 

知の共同体は探索の道程の中、いくつもの異なる

側面からこの問題に触れてきた。中国社会と日本社

会において戦争記憶や戦後処理問題の研究で困難

な問題に直面した経験を持つ者が同じ空間に集めら

れることで、新しい視点の可能性が少しばかり検証さ

れたのである。つまり「国家ありき」の前提を打破し、

歴史における責任を共同で担おうとする個人を確立

する可能性をいろんな視点から検証できたことは、

我々の成果といえるであろう。

「日本」と「中国」を単なる主権国家の代名詞と見な

すのは、実際のところ全ての個人の公民としての具

体的責任をむしろ棚上げすることになる。魯迅が言っ

たように、自分の髪の毛を引っ張っても地球から離れ

ることはできないのである。現在、自己の生活と社会

または国家との関係を完全に絶つことができる人は

いないが、この事実は知識人が国家の代弁者と成る

ことを意味するのではない。歴史を顧みると、進歩派

であれ保守派であれ、または反動知識人であれ、国

家の政治を代表できる人物はいない。なぜなら、目

まぐるしく変化する国際政治関係において、国家理

性は最小の損失で最大の収益を納める方途を探り、

かつ、不断に求められる調整のただ中で柔軟な決断

を下さなければいけないという、めまぐるしく変化する

現実があるからである。こういった国家における政治

の「結果責任」（故意・過失にかかわりなく結果に対し

責任を負うこと）が「非原理的な形態」をもたらさざる

を得ない。つまり原理主義的理論の立場に相対する

意味において、現実的な政治の立場は実用主義的

（このような実用主義には異なる次元の異なる性質

といった様々なバージョンがあるが、特に状況の中

に原理を堅持する可能性も含まれる）な特徴を濃くす

るのである。これに対して、知識人は、知識人である

限り自己の思考の一貫性を保持しなければならず、

簡単な実用主義的態度を取ることは許されない。た

だ、こういった思考の一貫性は、抽象的原則に固定

された立場とは異なり、またどのような状況であれ調

整を行わない原理主義とも異なる。逆に、知識人は、

具体的な現実状況においては多様な形態と論点の

表明者として存在する。とはいえ、知識人の思想的

立場は現実の政治的結果の方向に直接的な関与を

していない。知識人には、一般的にある種の原理性

が求められ、思考の一貫性は多様に変化する現実

の中でまさに原理の追求において体現されるのであ

る。知識人の思想と現実の関係はある種の媒体を通

して相互の転換が行われるが、知識人が現実に直

接的または実践的に介入する訳ではなく、思想の現

実への転換は、知識人の一方的な願望による政治

的で現実的な目標設定によるものではない。例えば、

知識人が認識論またはイデオロギーを創出し、さら

に各種の手段を通じてそれを社会における共通認識

に転換し、その結果が社会の変化を促進したとして

みよう。しかし、このプロセスは一般的に主体的な個

人意識が決定するのではなく、数々の力学関係のバ

ランスによって決定されている。よって、知識人が一

つの社会において果たす役割は、知識人個人または

知識界によって決定されるのではなく、歴史が変化

に直面せざるを得ない危機的瞬間に、知識人の社会

における真の役割は理解されることになる。なぜなら、

歴史の非連続な転換期において、歴史による既存の

認知モデルの淘汰や現実政治と知識人との制約関

係をある程度明瞭な姿で見いだすことができるから

である。

異なる文化文脈からの相互理解

このような基本的事実があるために、知識人は必

要とされる責任及び倫理意識の確立が求められるの

である。そしてまさにこの責任と倫理をはたすことに

おいて、異なる文化文脈からの相互理解、即ち異な

る文化からの相互理解という思考様式が可能性を引

き出すのである。知の共同体という行為が、日中の

知識人が直面する課題を同じ空間に集めることにな

った。そして、この行為において異なる文化文脈によ

る相互理解の可能性を暗示することになったのであ

る。中国の知識人と日本の知識人に関して言えば、

近代史の課題の建て方にはかなり大きな隔たりがあ

った。中国の知識人の課題は戦争被害国としての歴

史を如何に継承するかにあり、その中には主権国家

の形成や台湾両岸における冷戦構造の形態などの

問題について現在の歴史の中でどう議論するかとい

ったものも含まれていた。また日本の知識人にとって

は、戦後の歴史とは戦争責任を追及する問題だけで

なく、日本が東アジアの冷戦構造においてどう自己を

位置づけたかという問題にも関係していた。よって、
平凡社 2006 年 8 月出版。5

「日中・知の共同体」を回顧する



グローバル化の中の社会変容―新しい東アジア像を形成するために―

35 36

国民国家のイデオロギーに対する批判や米国の「殖

民政策」に対する批判は、同時期の歴史への検討と

つながっていたのである。知の共同体の活動は、こ

れらの諸点に関して共有されるべき視点を確立する

ことも、また、日中の知識人の異なる思想及び関心を

一個の総体とすることまではできなかったのだが、参

加した人の視野には互いに意見が異なるテーマと議

論が交錯するように入り込んでいたのである。例えば、

南京大虐殺や広島と長崎の原子爆弾による被害体

験、靖国神社問題に対する批判的知識人の異なる

文化文脈による相互理解と協力の可能性などがあっ

た。また原理性が強い面では、例えば理論と実践と

の間にある優先権の問題、東アジアの実体性と理念

性の関係などが、全ての議論の中に論点として組み

込まれていた。もちろん、議論と目標の実現の間には、

まだ大きな隔たりがあるのが現実である。しかし問題

提起と論争の方式に関して言えば、知の共同体の活

動は知識人が国家を代表して発言するという枠組み

をすでに乗り越え始めていたのと同時に、思想的課

題を分有または共有するための可能性を模索し始め

ていたのだった。

現在、日本の批判的知識人が日本国家に痛烈な

批判をすることを、中国の知識人は比較的容易に受

け入れるようになったことは否定できない。しかし国

家を批判する知識人を受け入れるようになった状況

の中、日本の知識人が国内でどういう状況に置かれ

ているか想像する人は実際のところ多くはない。日

本社会において右翼勢力は依然として強大な力を

持っており、日本の一部の知識人は戦争責任を追

究するために生命の危険を冒してまで行動している

現状がある。そのため、彼らの努力を如何に支持す

るかは非常に現実的な課題となっているのである。

かつ日々複雑化する国際関係において、日本の政

治はまさに大きな変動が起きており、日米関係と日

中関係は主権国家間関係という意味において不断

に調整がなされているが、日中の両国の社会関係

のレベルでの調整とは歩調が合っていず、政治と社

会の関係の齟齬が大きくなっている。このような情況

下、実際の複雑な問題に関して、日中の知識人と世

界の知識人が共同で取り組まなければならない課

題が拡大している。例えば、日本の改憲問題がある。

憲法第９条の改正に反対するため、日本の著名な

知識人９名が「９条の会」を立ち上げ、日本社会に対

する呼びかけを熱心に行っているが、たんに日本国

内から呼びかけるだけでは日本と米国の間で加速

する軍事同盟の歩調を効果的に牽制することはでき

ないのではないだろうか。まずは中国の知識人によ

ってであるが、平和を守る意味において「9 条の会」

にエールを送るような運動を中国社会で実施するこ

とができないだろうか？実際のところこの問題に対

する解答を見つけるのは大変難しい。国際関係を適

当に眺めることに慣れてしまうことで既存の認識の

制約を受ける中、このような国際的圧力をかけること

が手助けとなるのか、それとも逆に日本の有識者に

とって迷惑となるのか、実際に判断が難しいところが

ある。私はかつてこの問題について実際に運動に参

加している日本の友人に尋ねたことがあるが、反応

も同じように困惑したものであった。日中社会と日中

知識人の間において、現実問題に対処できる効果

的な協力モデルはまだ確立することができていない。

どのような国際的な支援と圧力が相互の間において

有効で、そして現実的な効果を生み出せるのか、我々

はまだ分かっていないのである。

これに関連したもう一つ無視できない重要な現象

を指摘しておきたい。中国の知識界が現行の行き

詰った日中関係を突破しようとする際に、往々にし

て極めて現実的な分析から突然おおざっぱな抽象

的話題に、論理的な道筋を明らかにしないうちに飛

躍してしまうことがある。このような状況において、

例えばベネディクトの『菊と刀』の論述様式は万能

な視点を提供し、多くの具体的な思想的課題を詳細

が分からないまま「国民性」の論述に回収してしまう

結果をもたらすことになる。また、理論と実践という

二元対立は、我々の思考を極めて具体的な事実に

即して論じることに留めるか、または有利な立場か

らの理論的概括へと飛躍させるかのどちらに引き

寄せてしまうのである。まさに二元対立への単純化

といった知識が含意する習慣のため、我々は日中

関係が縺れに縺れるなか、未だに効果的な構想を

見出せず、戦争と歴史に関する討論も建設的に進

めることがでずにいるのである。

歴史はかつて直線的に進んだことはなく、政治も

論理の産物ではない。また知識人は歴史と政治に

向きあう時、論理によって仕事をする必要がある。お

そらく今日に至っては、マンハイムが当時提出した

課題がもう一度我々の面前に現われるのであろう。

「様々な要素が多くの人に外界の事物を反省させる

だけでなく、思想そのものにも反省をするように不可

避的に促している。しかしここにおいてさえ、真理へ

の反省は下述する驚くべき事実の反省に及ばず、異

なる観察者の眼の中では、一つの世界がおそらく異

なって存在するのであろう。」 6

仮に知識分野において「同一の世界」が存在でき

ないとしても、また、理論という枠組によって現実が

濾過されて、まだ認知されない大量の重要な内容を

失ったとしても、知識人による知識が恣意的にまた

は直観的に生産されることを認めることはできない。

まさに「手足枷を着けて踊ら」ざるを得ないように、知

識の真理性の獲得は一層困難になり、異なる文化

文脈による相互理解と知識の生産は更に多くの試

練に直面することとなる。これはまた、知の共同体に

よる初歩的模索には長く苦しい道のりがまだ続いて

おり、この活動がどんな状況下で、どんな方法によ

って持続または再生されるのかは、知識社会の共通

認識を持つ者たちの持続的な努力によって決まるこ

とであろう。しかし、この事実は我々がかつて推し進

めた運動の限りある荷重能力をすでに超えているこ

とを意味する。

カール・マンハイム『イデオロギーとユートピア』（未來社 1968 年），第 1 章第 2 節「現

代の思想的苦境」。

6
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十年前，我曾经参与过一个活动，当时，

它被命名为“中日知识共同体”。

这并不是一个合适的名称，因而从一开始

就受到了很多人的批评。但是，所有的批评者

都只负责破坏而不关心建设，所以尽管一直征

求批评者们的建议，希图得到一个合适的名称，

但这个活动从它开始一直到结束，一共持续了

六年，却没有找到替代的名字，所以我至今仍

旧只好叫它作“中日知识共同体”。

中日知识共同体这个名字，有两个致命的

弱点。第一，它冠以“中日”字样，而这通常

暗示着中国和日本两个国家，至少，让人联想

到以国家为框架的模式，那么，我们这些普通

的知识份子，似乎就有了些代表国家的意思，

这很难让人接受。第二，“共同体”其实是个

很老旧的词汇，各种“后学”流行到今天，还

使用这种含有封闭和排他性的血缘性词汇，确

实不太容易排除掉政治不正确的嫌疑。所以，

这名字怎么看也不顺眼，大家也就尽量不使用

它，有时候干脆就称之为“中日知识分子对话”

了。不过，也有人的反应并不一样。旅日的韩

国学者李静和曾经在一次聚会中说过，“共同

体”确实不是个好名字，但是，在语词被严重

污染的今天，我们只能在这些旧有的词汇中冲

出一条新路来。我很钦佩她的洞察力。她看到

的是一个普遍性的问题：当一种新的探索开始

的时候，往往不具有相应的表述方式。在策略

上，要么是造出全新的语词，要么是清洗旧有

的词汇以期为新的词汇开路。但是新词汇要想

流通，有时候需要一些特定的条件，甚至是某

种暴力性，而完全脱离既定语词系统却能够获

得持久生命力的全新语词，其实仅仅是少数。

毕竟，新的思考方式和新的词汇的诞生，如果

希图获得生命，无论如何需要一个艰难的过程。

这个过程如果不开始于旧事物和旧思维的内部，

就不会具有真实的活力。

关于这个活动的内容，我曾经在几年以前

写过一篇《全球化与文化差异——对于跨文化

知识状况的思考》１，尽管在写作的时候这个活

动并未结束，但是其后却也没有产生再谈它的

需要，所以，或许那篇东西也可以视为对于活

动的总括性报告。

转眼之间，十年过去了。对于我而言，这

个活动已经是过去的一段经历，它给我的经验

与教训都转化为其他的形态，被糅进我后来的

个人学术实践中去了；只是偶尔还会有人来信

提及、询问，甚至还有外国的学人把它纳入了

研究的对象，这些信息让我了解到，任何一件

事情，只要它具有了某种公共性，它就不再能

仅仅被纳入个人性的叙述，不能属于任何个体，

哪怕是发起者。

于是，十年后的今天，我尝试着用局外人

的眼光返观这个“中日知识共同体”。

有位外国学者问我，知识共同体为什么“解

散”了。我当时回答，没有解散的问题，因为

从开始就没有什么结集。看上去这回答有点狡

猾，但是这的确是当初的预设。学界盛行一种

风气，把一件事情做得“实在”，才能算成业绩，

比如无论怎样没趣的国际会议，都要出版论文

集，否则没有办法对出资的单位交待。知识共

同体不实在，没有出版会议论文集，甚至人员

也不断地流动；连续六年，除了相关的论文在

思想和学术性杂志上发表之外，它自己并不追

求独立的轮廓。但是，这“飞行集会”似乎真

的留下了痕迹，因为至今仍有人记得它。

它留下了什么样的痕迹呢？

看起来，比起大陆和台湾来，日本和韩国

对于这个活动表现了更真实的兴趣。尽管这个

对话发生在中国与日本的知识分子之间，但是

涉及到的问题却不能完全纳入中日的框架里面

去，因为，它面对的是“东亚”的问题。

东亚是一个区域，却不止于一个区域。无

论是否情愿，这个区域历史地形成了开放的格

局。美国并不在东亚的外部，它内在于东亚。

只要看看日本与韩国的美军基地，我们就知道

在即使在物理空间上美国也并不仅仅在北美洲。

美国海军开到横须贺美军基地的核动力航空母

舰，预示了美军基地在日本的进一步强化；冲

绳日益高涨的反对美军基地的呼声，也未能阻

止日本政府与美国的军事合谋。至于在经济、

文化和精神方面，美国对于东亚的日益渗透，

也是有目共睹之事。因此，中日之间，无论个

人还是团体，无论什么对话，只要牵涉到东亚，

就无法避开美国。

其实，还有另外一个内在于东亚的地方是

无法回避的，这就是以前的苏联今天的俄罗斯。

在二战之后，苏联在东亚现当代史上同样扮演

了重要的角色，只不过柏林墙的倒塌造成了一

个假象，似乎苏联解体之后它的历史功能和现

实作用也跟着解体了。其实，只要浏览一下上

海合作组织的运作轨迹，我们便可以知道中苏

关系在当今暗示着后冷战时期的一条基本轴线，

暗示着即使冷战意识形态松弛，也并不会产生

一边倒的国际政治格局。

当年知识共同体进行对话的时候，并没有

把上述问题设定为主要的话题。这一方面是因

为有些思路需要清理和积累，不可能一蹴而就，

另一方面，也是因为在中日之间积怨已久的问

题需要正面碰撞，引入美国和苏联以及冷战的

问题，反倒会冲淡这些话题。

因此，今天看来，知识共同体对话的活动

中虽然有着很明显的局限性，却也正是因为这

些局限把一个最基本的问题轮廓设定得比较清

晰。这就是中日社会的感情记忆问题。

当年，人数极为有限的参与者们各自交流

过战争的受害经验。今天看来，这些交流仍然

是有限的。因为，当话题仅仅限于日本侵略战

争给中国人带来的创伤记忆的时候，它还无法

承担更深重的历史内涵。平心而论，那场对话

所完成的功能仅仅是把一向关起门来说事的习

惯打破了，中日知识分子可以坐在一起讨论尚

且无法直观地共有的战争记忆。从那之后，日

本的批判知识分子登上中国的传媒，开始与中

国市民一起追究日本的战争责任，这不能不说

是一个很大的变化，但是，时过境迁，当日本

批判知识分子在中国的发言越来越拥有了位置

的时候，正如历史所经常显现的那样，其实这

个开端已经不那么重要了。重要的是，在当初

创造了开端之时，是否也准备了其后可以深入

的契机。

当年，知识共同体设定的另外一个论题是

交流中日社会的不同历史脉络与结构特征。表

面上看，这个论题与战争记忆的问题没有直接

关系，但是就认识论而言，其实这两个论题有

着重要的关联。当战争记忆被仅仅限定在个人

的层面上时，它无法直接承担历史功能；相反，

当关于战争的话题被抽象为形而上的“道理”时，

它同样无法承担历史功能。因此，当我们尝试

着讨论战争记忆的时候，背后隐含的目标是非

常重要的。究竟为什么要讨论战争记忆？是为

了在现实中伸张正义，还是为了追究历史的真

相？进一步说，在现实中伸张正义与追究历史

真相究竟是什么关系？它们如何才能够有效地

配合？

早在三十年代末期，英国的国际政治学家

E.H. 卡尔就指出了一个意味深长的事实：在充

满危机的 1919 年到 1939 年这二十年里，国际

政治学作为一个新的学术领域获得了它的合法

性。在国际政治学的视野里，乌托邦主义的政

治理想和现实主义的政治关怀构成了一对对立

的要素。乌托邦主义者必定坚持“主义”的立场，

并因此而根本否定现实，而现实主义者则不确

信自己的意志可以统驭现实，从而具有某种决

定论的倾向。于是，在两次大战期间的这二十

年里面，这种思维方式的对立演化成了左派与

右派、知识分子与官僚的对立。知识分子多数

具有理论倾向，比官僚更加追求政治理念，在

事实上成为近代以来乌托邦式政治运动的指导

回顾中日知识共同体的思想课题
孙 歌

回顾中日知识共同体的思想课题

参见拙著《主体弥散的空间》，江西教育出版社 2002 年１
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者，而且比较容易具有左翼乃至激进主义的倾

向。但是，卡尔指出：乌托邦式的政治知识分

子具有的最大弱点，在于他们无法理解现实的

状况，且不能理解自己据以为基准的基本理念

其实恰恰是他们所拒绝的现实状况的产物这一

基本事实。于是，便产生了一个现实困境：“无

数的历史经验证明，当左翼政党或者政治家掌

握了政权因而开始接触现实的时候，他们就会

放弃‘空头理论’的乌托邦主义，转而右倾。”

这也正呼应了梅涅克对于德国政治中知识分子

功能的分析：“他们可以举出自己的纯粹与独

立精神、哲学的理想主义精神、以及超越具体

利害关系的精神等等证明自己的政治愿望。……

但是由于他们对于实际国家生活所具有的现实

利害关系的感觉存在着缺陷，他们往往会从崇

高的事物迅速地滑向疯狂和悖理状态。”2

当卡尔列举乌托邦与现实主义的对立时，

他为自己设定的立场并非其中的一方。对他而

言，这种对立揭示了人们的现实思维困境，从

而带来了新的课题。卡尔因此不仅把这种对立

结合进现实分析从而试图找到政治学对象新的

基本轮廓，同时也试图援用曼海姆的知识社会

学视角对于认识论和学术生产进行反思。他指

出：就国际政治学这门学问而言，乌托邦因其

过于执著于既定目的而无法走向具有分析精神

的成熟状态，而现实主义虽然具有分析的能力，

却因其盲目的实证精神排除了主体设定的目的，

因而过于年老了。达到成年期的学问，应该将

乌托邦的目的性和现实主义的观察分析能力巧

妙地结合在一起。当知识共同体就中日之间的

战争问题等进行对话的时候，其实也无法回避

这个最基本的困境。那就是将清醒的目的意识

和准确的状况分析有效地结合起来——这正是

思想的任务。

知识共同体在关于中国与日本的社会与知

识状况的认识上仅仅进行了初步的努力。横在

面前的困难是明显的。一方面，既成的西方现

代性理论既不能照搬照套，又不能简单排斥，

它对于中国与日本的文化认同所起的潜在影响

是无形却不可忽视的。我们尝试着把中国的农

村改革作为一个共同的话题，这一度引起了日

本知识分子和传媒的高度兴趣，但是，这个话

题很容易被回收到现代性理论框架中去，作为

中国乃至东亚的历史叙述，它并没有找到有效

的历史叙述轮廓；另一方面，在进入历史之前，

其实知识界已经有了过度的武装，那就是对于

历史特殊性的抽象性警惕。由于普遍性叙述具

有了至高无上的政治正确性，强调历史特殊性

将是一项困难的工作。因为它很难把自己从文

化保守主义的立场中区别出来。“文化本质主义”

是一顶屡试不爽的大帽子，它是否可以遏制文

化保守主义还是一个疑问，但是却足以扼杀思

想与学术中的某些原创性努力。尤其对东亚地

区的知识分子而言，假如试图在西方既定的叙

述之外找到自己历史的有效叙述方式，首先需

要证明自己“并非保守的文化本质主义者”，

否则，他将会面临暴力性的无视。

知识共同体在讨论中日历史的时候，遇到

的一些特定的困难与上述基本的知识状况有关。

就中，中日战争的历史记忆是否可以用“资本

主义全球化”的维度转换为一个一般性的话题

构成一个冲突之点，这一点与战后西德史学界

发生的论争情况有某种类似性。假如日本的侵

略战争不可以与其它事件类比，它具有某种特

殊性因而必须单独讨论，那么对于这种特殊性

的坚持将向什么方向延伸？换言之，这是否意

味着日本具有某种特殊的“本质主义”？如果是，

那么，这将与批判文化本质主义的立场构成何

种关系？如果不是，那么，这是否意味着为了

保持普遍主义姿态的绝对性，而在客观后果上

避开那些最棘手的特殊问题，从而有可能助长

日本社会中逃避战争责任的风潮？

由于知识共同体对于中日社会历史的分析

与战争记忆保持了密切的关系，这就产生了一

个便利的制约，使得参与者无法天马行空地把

话题高度抽象化。在我们的知识习惯里，理论

通常可以规避那些最悖理的情感问题，尤其是

战争记忆这样的话题；相反，那些具有情感要

素的经验性话题则会以最为直观的方式呈现它

自身。知识共同体也没有真正解决这个问题，

但是，它毕竟正面碰撞了这个困境。

知识共同体的活动告一段落之后，中国社

会出现过若干次反日事件。这些被中国知识界

遗漏在自己分析视野之外、因此反倒会简单认

同的重要社会现象，暗示着卡尔当年曾经指出

的那个关于国际政治学的基本事实：意欲胜过

了思考，概括优越于观察，这是学问处于初期

阶段的征候。在这个阶段，人们的关心集中于

应该达成的目标本身，对于手段的分析和批判

却被视为有害无益之举。而由于目标的设定排

除了通过精确的现实分析而达成有效判断的政

治程序，也不具备建立在这种程序之上的政治

决断力，因此，我们可以观察到，在中国社会

出现的反日事件，轮廓是相当粗糙的，目标也

是相对抽象的。尽管在若干次反日事件的并不

连续的“持续状态”里，我们可以观察到一些

意味深长的进展，它暗示了中国公民政治参与

意识的增强 3，但是，总体上说，以大规模运动

形态呈现的社会事件，通常很难具有高度自我

控制的技巧，与其去指责社会事件本身的不完

备之处，毋宁说，我们从社会事件中可以有效

地观察同时代知识状况是如何对于人们的意识

发生直接和间接影响的。换句话说，当一个社

会事件自发地产生的时候，它有赖于当时的社

会政治经济环境，同时，它也有赖于在社会精

神生活中业已形成的某些共识。这些复杂的社

会条件会综合性地投射到社会事件中去，并且

左右着社会事件的政治成熟度。

必须承认的一个基本事实是，由于冷战的

具体历史条件制约，中日之间的战后处理失掉

了它最有效的时机。当日本在美国的操纵之下

于 1951 年在旧金山与台湾签订了单方面和约的

时候，它错过了与中国和解的最佳时机。这就

使得中日之间的和解由于时间的拖延需要承担

更多的历史功能。同时，由于中日关系在东亚

的冷战结构中从来不曾独立地存在，也就是说，

中日关系并不仅仅意味着两个主权国家之间的

关系，至今仍然为美国提供亚洲最大也最重要

的军事基地的日本，在中日关系上一直受制于

美国的控制。因此，中日关系的改善必须要在

东亚的冷战结构中加以观察和判断，才具有现

实的针对性。

以柏林墙倒塌和苏联解体为标志的“后冷

战”时期语焉不详地开始之后，已经很少有人

关心冷战的历史事实了。尽管我们可以看到国

际政治学领域里越来越多地出现了关于冷战的

出色研究，但是这些研究似乎还没有通过有效

的思想手段被转换成社会共识。于是，在改革

开放之后的中国社会，由于具体的思想状况，

中国知识界的亲美感觉构成了一个基本共识，

在社会生活中，“反日亲美”这一脱离历史状

况的精神结构变成了一段历史时期中的主要认

知模式。问题并不在于是否应该把反日和反美

结合起来，更不在于是否应该把中日关系的尴

尬归罪于美国；问题的症结在于，当我们讨论

中日关系这个最切实的话题的时候，如果不满

足于就事论事，也不满足于抽象地对战争历史

做一个道义性的姿态，那么，我们的分析不可

以脱离历史而仅仅依靠逻辑来建构。

在中日战争历史的问题上，有关情感记忆

的历史责任决不是一个轻松的话题。我虽然没

有直接参与相应的工作，但是我一直直接和间

接地关注着那些在感情记忆的现场奋力搏斗的

知识分子。王选，苏智良，还有无数因为直面

血淋淋的历史而不能不忍受巨大心理冲击的有

识之士。他们在以最艰难的方式探寻那一段惨

烈的历史，他们在履行我们这一代人保存历史

真相的责任。我可以想象在这种工作中他们所

体会到的孤独与创伤，也可以体会到感情记忆

与历史真实之间错综复杂的关联性；用王选的

话说，看到了，就不能背过身去！作为一个用

中文和日语工作的研究者，我必须用我的方式

E.H. 卡尔：《危机中的二十年》,岩波书店 1968 年，26 页，19 页。 关于这个问题的分析，请参照本书中的《在历史的交叉路口上》一节。2 3
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回应他们的努力：如何在思想史研究的意义上

面对这段历史？

于是，我不得不回到当年知识共同体的那

个起点上去：假如我们需要面对的是民族国家

的叙事，那么，我们如何处理以国别为单位的

历史特殊性问题，并进而在这样的讨论中建立

新的国际政治观察视野？在二战结束之后的半

个多世纪里，尤其是当经济全球化造成了民族

国家的开放性形态（不言而喻，在很多情况下，

这种开放形态伴随着不合理的霸权关系，是不

得已而为之的结果）之后，古典意义上的国家

观念也不能不发生转变；就思想分析而言，国

际政治的视野不仅需要安置“国家之间”这个

直观意义上的着眼点，而且需要提供一个新的

观察视野。这个视野简而言之，应该是一个“跨

文化”的视野。特别是在区别于国家主权的意

义上，思想与文化的层次需要寻找一个不同于

“国家联合体”的立脚点。但是，在历史的创

伤尚未愈合的状态下，我们如何在中日之间建

立这样的不以国家为绝对前提和归宿的出发点，

从而真实地进行跨文化的思想建设？

对于国际或者文化之间的理解，通行的认

识论是以主权国家为基本单位进行“对话”。

我们已经看到这方面的对话开始产生了效果。

由中国日本和韩国的历史学者共同编写的三国

历史教科书同时用三种文字出版，可以看成这

种对话的代表性成果。但是，由于视野的设定

是国家视角的“集合体”，一个基本的问题就

无法回避：当国家之间在具体问题上发生对抗

（而这种对抗通常很难简单化解）的时候，从

属于不同国家的知识分子在面对基本历史问题

的时候并不能摆脱这种对抗，那么，在知识的

立场上，“妥协”通常也就意味着某种背叛。

因此，我们可以观察到，在这种“对话”中，

冲突其实并不发生在学者们之间，而是发生在

国家利益之间，但是，它却必然性地由学者们

加以体现。我们在东亚的国际对话场域经常观

察到的学术领域的冲突，并不在于知识论的差

异，而在于这种主权国家视角之间的不可妥协

性格。

在全球化不断从经济领域向各个方面扩展

的时候，主权国家的功能发生了转变，却并没

有因此衰退。有些与此相关的问题其实被知识

界忽略，以至于在国际学术界盛行批判国民国

家和民族主义的意识形态同一性的时候，遮蔽

了更为棘手的历史问题。日本学者西川长夫最

近出版了他的新著《新殖民地主义论——追问

全球化时代的殖民地主义》4，提出了一个非常

困难的课题：日本的殖民地历史需要清算，但

是在战后日本被殖民的历史该如何清算？作为

在日本掀起批判国民国家理论热潮的主要学人，

西川教授在尝试着处理面对东亚战争史和战后

史的认识论问题。假如我们把视点锁定在日本

的侵略和殖民地历史上，那么在日本一直积累

至今的对于国民国家和民族主义的批判是有效

的；但是假如在进行这种批判的同时批判美国

对于日本的“战后殖民”，尤其是为日本人在

从原子弹轰炸到战后占领的过程中体验到的苦

难找到合适的历史位置，而不是抽象地谈论“后

殖民”，那么同时坚持对于日本的侵略历史和

国家意识形态的批判就需要一个新的思想立场。

因为，如果批判者仅仅直观地把自己的立场设

定在某个国民国家的主权层面，那么，他在西

川提出的课题面前只能要么认同美国，要么认

同日本。在对待东京审判的问题上，日本的进

步知识分子一直避免涉及其中的某些关键问题，

就是因为这个新的思想立场尚未形成：假如对

美国在东京审判中赤裸裸地贯彻的“美国国家

利益”进行批判，那是否会被视为与右翼同道？

因为日本右翼在对于东京审判的态度上一直是

简单明快的：他们坚持日本的国家利益，因此

否定美英主导的东京审判。

如何在这种简单和直观的二元对立之外建

立批判知识分子的思想立场？有些学者以乌托

邦式的“世界主义”论述试图建立一个超越的

思想立场，但是这种努力由于无法处理类似于

东京审判这样的历史事件，至今尚未提供有效

的思想能量。或许这正是日本批判知识分子一

直面对的困境。西川等学者显然已经意识到，

仅仅单线地批判日本的国民国家意识形态并不

足以有效处理那一段历史，日本的侵略历史不

能被简化成一个意识形态对象，否则，它不可

能被真正清理。而为了把握人类史上这最为惨

痛的一页，知识分子必须建立新的有效的思想

立场，而不是简单地走向世界主义。

知识共同体在若干次探讨中从不同的侧面

接触了这个问题。当参与者把中国社会与日本

社会中关于战争的记忆以及战后几代人在战后

处理问题上所具体面对的困境带到同一个空间

里来的时候，一些新的视角开始显示了潜在的

可能性。这就是打破单数的“国家前提”，建

立个体在历史中承担责任的共通层面。

当我们把“日本”和“中国”仅仅看成主

权国家代名词的时候，其实反倒搁置了每一个

个体作为公民的具体责任。如同鲁迅所说，我

们不可能拔着自己的头发离开地球，今天没有

人可以与自己生活的社会乃至国家完全脱离关

系，但是这并不意味着知识分子可以成为国家

的代言人。回顾历史，无论是进步的还是保守

的抑或是反动的知识分子，没有人可以代表国

家政治。这是因为，在瞬息万变的国际政治关

系中，国家理性必须选择那些损失最小收益最

大的方案，并在不断的调整中进行灵活的决断。

这种国家政治的“结果责任”（即对运作的结

果负责）导致了它的“非原理形态”；可以说，

在相对于原教旨主义理论立场的意义上，现实

政治的立场是实用主义的（尽管这种实用主义

有各种不同层次和不同性质的版本，就中也包

含了在状况中坚持原理的可能性）；而知识分子，

只要他是知识分子，就必须保持自己思考的一

贯性，他不可以采取简单的实用主义态度。只是，

这种思考的一贯性并不等同于一成不变的抽象

立场，也并不等同于在任何状况下都不做调整

的原教旨主义；相反，它在具体状况中会呈现

为多样的形态和论点。但是，与现实政治的目

标不同，知识分子的思想立场并不直接针对现

实政治的结果，它通常具有某种原理性——思

考的一贯性就体现在对原理的追求上。知识分

子的思想立场与现实的关系需要通过某种媒介

进行转换，而不是直接介入现实。而且，这种

转换也并不服从于知识分子一厢情愿的目标设

定。比如，知识分子制造认识论乃至意识形态，

并进而通过各种手段将其转换为社会的共识，

从而促使社会发生某些变化；但是这个过程通

常不是由主体的个人意志所决定，它取决于多

种力学关系的平衡，因此，知识分子在一个社

会中所扮演的角色，不能由知识分子自身乃至

知识界来决定，当历史发生突然变化的危机时

刻，我们才会理解知识分子在一个社会里的真

实功能。因为在这种历史转折关头，我们最容

易观察到历史对于已有的认知模式的无情淘汰，

也最容易观察到现实政治对于知识分子的制约

关系。

正是由于这样的基本事实，知识分子需要

建立必要的责任伦理意识。而恰恰是在这个责

任理论的层面，跨文化才成为可能。

当知识共同体把中日知识分子各自的课题

带到同一个空间里来的时候，这个层面暗示了

它的存在可能性。对于中国知识分子和日本知

识分子而言，现代史的课题有相当大的差异。

中国知识分子的课题在于如何承继战争受害国

的历史，包括如何在这段历史过程中讨论主权

国家的形成与冷战结构在台海两岸的具体形态

等等具体问题。而对于日本知识分子而言，战

后的历史不仅仅是一个追究战争责任的问题，

它还牵扯到日本在东亚的冷战格局中如何为自

己定位的问题。因此，对于国民国家意识形态

的批判与对于美国“殖民政策”的批判，构成

对同一段历史的探讨。知识共同体并没有能够

真正建立起一个具体的视角把中日知识分子的

不同思想关怀组合为一个整体，但是它确实让

那些富有争议的议题进入了大家的视野。比如

南京大屠杀与广岛长崎的原子武器受害体验；

比如靖国神社问题与批判知识分子的跨文化合

作可能性；在更具有原理的层面，比如理论与

实践的优先权问题，东亚的实体性与理念性的

关系等等，也都作为问题进入了讨论的范围。

当然，距离实现建设性目标还有很大的距离，
日本平凡社 2006 年 8 月出版，尚未被翻译成中文。4

回顾中日知识共同体的思想课题
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但是就提问和争论的方式而言，知识共同体已

经开始突破知识分子代表国家发言的框架，开

始为分有乃至共享思想课题寻找可能性了。

不能否认，时至今日，中国的知识分子比

较习惯于接受的是日本批判知识分子对于日本

国家的严厉批判。但是，在此情况下，其实很

少有人去想象这些知识分子在本国的处境。在

右翼势力仍然在日本社会具有强大能量的时候，

有些日本知识分子为了追究战争责任甚至要冒

生命危险。因此，如何支持他们的努力，变成

了一个非常现实的课题。同时，在日益复杂化

的国际关系格局中，日本的政治正在发生巨大

的变化，日美关系和日本与中国的关系，在主

权国家的意义上不断发生着调整，这与两国社

会的关系调整并不同步。在此情况下，其实有

些非常棘手的问题是需要中日知识分子乃至世

界知识分子合作面对的。比如日本的修宪问题。

为了抵制宪法第九条的修改可能，日本的九位

著名知识分子发起了“九条之会”，对日本社

会进行不知疲倦的呼吁，但是仅仅发自日本国

内的这些呼吁并不能有效地牵制日本与美国不

断加快的军事同盟步伐。中国社会，首先是中

国的知识分子，是否有可能在维护和平的意义

上声援“九条之会”的运动？这个问题其实很

难找到答案。在习惯于粗疏地看待国际关系的

现有认识论制约下，我们其实很难判断制造怎

样的国际压力是在帮忙，而不是相反，给日本

的有识之士添麻烦。我也曾就同一个问题请教

过日本参与实际运动的友人，得到的回答是同

样困惑的。在中日社会和中日知识分子之间，

还没有建立行之有效的合作模式，我们并不了

解怎样的国际声援与压力可以在相互之间造成

有成效的现实效果。

与此相应，还有一个重要的现象也是不可

忽视的：当中国知识界试图突破走进死胡同的

中日关系时，往往因为缺少思想资源而不得不

从一个层面跳跃到另一个层面：从极为现实的

分析转向大而化之的抽象话题。《菊花与刀》

在这种情况下提供了一个万金油式的视角，使

得很多具体的思想课题被语焉不详地回收到“国

民性”论述里面去了。理论与实践的二元对立，

使得我们的思维要么停留在极为具体的就事论

事上，要么一跃而转换为居高临下的理论概括。

正是由于这样的知识习惯，我们至今还很难在

纠缠不清的中日关系中理出有效的思路，建设

性地推进关于战争历史的讨论。

历史从来不走直线，政治也不是逻辑的产

物。而知识分子在面对历史和政治的时候，却

需要用逻辑来工作。或许到了今天，曼海姆当

年提出的课题又一次摆在我们的面前：“种种

因素正在不可避免地促使愈来愈多的人不仅对

外界事物作出反思，而且也对思想本身作出反

思，甚至在这里，对真理的反思也不及对下述

惊人事实的反思，在不同的观察者眼中，同一

个世界可能是不同的。”5

即使在知识领域里不可能存在“同一个世

界”，即使现实被理论过滤之后损失掉了大量

尚未被认知的重要内涵，我们也仍然没有权利

认为知识生产可以在随意的和直观的情况下进

行。恰恰是不得不“戴着镣铐跳舞”，知识的

真理性才越发得到拷问，而跨文化领域的知识

生产，则面对着更多的考验。这也就意味着，

知识共同体的初步摸索，还有着漫长的艰苦的

道路要走，它会在什么样的状况下、以什么样

的方式持续和再生，取决于知识社会共识者们

的努力，而这已经超过了我们曾经推进的那个

有限运动的承载能力了。

卡尔·曼海姆：《意识形态与乌托邦》第一章第二节：《当代的思想困境》。引自黎明、李

书崇译本，商务印书馆 2000 年，6页。

（）内は筆者挿入5 注

ポピュラーカルチャーが相互
浸透する時代の東アジア像

                      ――グローバル化による社会変容の中で

油井  清光

ポピュラーカルチャーが相互浸透する時代の東アジア像

　　     ――グローバル化による社会変容の中で

「文化とはパラドキシカルな商品である。それは

もはや交換されないほど、完全に交換法則の下に

置かれており、もはや使用に耐えないほどめちゃ

めちゃに使いつくされている」（『啓蒙の弁証法』

1947= 2007 徳永訳 p.328）。

１．「啓蒙の弁証法」のなかの文化産業

アドルノとホクルハイマーは『啓蒙の弁証法』のな

かの「文化産業」と題された章で、次のように書いて

いた。

「精神的形象はそれが文化として概括され中性

化されて以来脅かされてきたのだが、その傾向を今

日の（文化産業における―油井）注美的野蛮が完成

する。文化について語ることは、いつもすでに反文

化である」（訳 p.271）。

ここでアドルノとホルクハイマーは、しばしば彼ら

の立場に帰される例の図式、つまり一方にどうしよ

うもなく堕落した大衆文化としての「文化産業」があり、

他方に、高尚な古き良き文化をもってくるというそれ

を、明らかに超えている。そうではなくて、文化につ

いて語ることそれ自体が―「アウシュビッツ以降、詩

を書くことは野蛮だ」というアドルノのもう一つの惹

句を付加してもよいが―いつもすでに反文化だとい

うのである。現代において文化と野蛮とは一体であ

る。徳永がいうように（徳永 , 2007）、「文明化＝啓

蒙」過程は、同時に「一種の新しい野蛮状態へ落ち

込んでいく」過程でもあり、「文明がその反対物へと

転化しているという現状認識」がそこにはあった（徳

永、2007, p.535）。それはまた、「歴史的には、神話

からの離脱としての啓蒙がふたたび神話へ転落す

るという事態」であり、「啓蒙と神話との『非同一性と

同一性』という形をとる。こういう認識の下に彼らは、

啓蒙と神話、合理性と非合理性、文化と野蛮との弁

証法が端的にそこに示されたものとして「文化―産

業」という現象を取り上げていたのであった。

冒頭の題辞もこの文脈のなかで受けとめられるべ

きであろう。交換価値においてのみ現れる「商品」とし

ての文化と、使用価値であることにのみ価値の存在

する高踏芸術という対比は、確かにこの著作をつら

ぬく一つのテーマではあろう。しかし同時にそれは根

深い「パラドックス」の裡にもある。いわば交換価値と

使用価値との「非同一性と同一性」という過程が現出

するにいたった段階という現状認識をふまえている

からである。

こうした現代文明への根本的な批判的態度の深

みという点で、フランクフルト学派による文化産業論

には、無二の意義がある。しかそれをふまえたうえで、

それでもなお、東アジアを中心とした今日の文化産

業の実態を目の前にしたときそこに感じる、この一種

の違和感は何に由来するのだろうか。

おそらくその根源には、大衆社会論と、その一種

の深化形態として捉えられた管理社会論とが結合し

た、その圏域に議論が終始していくことへの違和感

があろう。そこでは完全に操作される対象としての大

衆と、計画的・組織的に操作する大企業・経営者とが、

緊密で循環的な「システムの統一」を成しているとい

う前提がある。
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「経営者は、組織と計画を強化せざるをえないの

だ。……操作する側と、それと連動する視聴者側の

要求とは循環しているので、そのサイクルの中で、シ

ステムの統一はますます緊密の度を加えていく」（前

掲訳書 p.253）。

「文化産業に固有の革新は、徹頭徹尾、もっぱ

ら大量生産方式の改良のうちにのみ成り立つとい

うことは、体制にとって本質的なことなのだ」（前掲

書 p.280）。

高度近代社会としての現代に棲むわれわれにとっ

ては、一方で大量生産方式や組織と計画があり、他

方でそれに一方的に操作される大衆がいて、両者が

緊密な「システムの統一」のうちにあるという像は、あ

まりしっくりくるものではないのではないか。むしろ文

化産業従事者にとっては、もしも本当にそんなことが

可能ならば苦労はないのだが、というところなのでは

ないだろうか。

もちろんここでは、こうした管理社会論的な議論と、

高度近代社会の現実の分析を先取りしたような洞察

とが、併存して現れる。例えば、文化産業がもたらす、

高踏芸術（「厳粛な」芸術）と大衆的なジャンル（「軽い」

芸術）との脱境界化という洞察がそれである。

「『軽い』芸術そのもの、気晴らしは、けっして堕落

形態ではない。それを純粋な表現という理念への裏

切りとして歎く者は、社会について幻想を抱いている

のだ」（前掲訳書 p.279）

問題は、ここでいわれる「軽い」芸術と、「厳粛」な

芸術との間には、かつては対立があった点にある、

とされる。つまり文化産業の問題性は、この対立を無

効にし、雲散霧消させる点にこそある、というのである。

「対立は、少なくとも軽い芸術を厳粛な芸術へ、逆

に厳粛な芸術を軽い芸術へ取り込むことによって、

解消される。ところでそれを企てるのが文化産業なの

だ」（前掲訳書 p.279-80）。

これはまさにポストモダンやカルチュラル・スタディ

ーズの議論が言い立ててきたこと――高踏芸術と大

衆文化との融解、脱境界化――と、さほど変わらない、

その先取りである。

　カルチュラル・スタディーズ（以下 CS）との関連

でいえば、こうした脱境界化の議論では響きあうもの

があるにもかかわらず、文化の受け手という主題に

関しては、次のようないわば対比的な図式の設定が

現れる。つまり、CS が受け手の「主体性」と、そこか

ら構造（権力、「システムの統一性」）による管理をズ

ラしたり押し返したり（奪用）するポスト構造主義的な

可能性の探求に志向するのに対して、フランクフルト

学派の文化産業論における、操作され管理される対

象としての受け手、という対比である。もちろんここで、

CS は、単純な主体万能論ではないし、アドルノやフ

ランクフルト学派の文化産業論も、出口のない管理

社会論、完全な構造決定論とはいえない。問題は焦

点のおきどころであり、両者の力点の相違が互いに

補完的な関係をもつような構図を想定すべであろう

ということである。

２．現代社会の再魔術化とヴィジュアル・ターン

ところが、アドルノとホルクハイマーの文化産業論

の面白いところは、じつはこの管理社会論的な論点

にというより、別の視点にある、と私には思われる。

それは、消費の再魔術化（G・リッツァー）やスペクタ

ル化の議論に関連している。近年、Ｇ・リッツァーによ

る消費の再魔術化や、あるいはそれをも超えて、山

之内靖らにより、近代を超える現代社会の基本的存

立構造の再魔術化という議論がおこなわれている。

　アドルノとホルクハイマーは同書の中で、次によ

うにも書いていた。

　　「言語の非神話化は全体としての啓蒙過程の

核心なのだが、それが今や魔術へと逆転する」（前掲

訳書 p.332）。

これはあの、「神話からの離脱としての啓蒙がふた

たび神話へ転落するという事態」の一環であり、啓蒙

の核心にあった「言語」の非神話化の過程が逆転し、

いまやその性質を（再び神話的なものに）変容させて

しまっているという議論である。合理化され実証主義

的に「純化された言葉は対象を経験へともたらす代

わりに、それをある抽象的契機の事例として説明し、

それ以外の一切は、無慈悲なまでの明白さへの強制

をつうじて表現から―それとてもはや存在しないのだ

が―遮断され、それとともに現実の中でも萎縮してし

まう。……そうなると、さまざまな記号そのものが不

可解になり、ある種の衝撃力、粘着力と反発力を帯

びてくる。それは記号をその正反対のもの、つまり呪

文まがいのものにしてしまう」（前掲訳書 p.332-3）。

こうして合理化・実証化の果てに言語そのものが

魔術化するという議論が展開されているのである。さ

らには、文化産業という領域において、こうした言語

的表現をこえたメディアへの言及もなされている。た

だし、この論点は敷衍されているわけではなく、ほん

の数行言及されるにとどまるが。

「現実は、その神聖性を喧伝するためにいつもた

んにシニカルにそのまま複写されるだけだ。そういう

写真論的な（photologisch）証明は、たしかに理路整

然としたものではないが、有無を言わせぬ力を持っ

ている」（前掲訳書 p.302-3）。

この論点はじつは、今日、J・アレクサンダーらが社

会学におけるヴィジュアル・ターン論として進展させ

つつある分野と呼応する。それは、言語そのもので

はなく、画像（絵）や映像、音声付の動画などによるコ

ミュニケーションが持つ「有無を言わせぬ力」につい

ての分析を開発しようとするものである。

ヴィジュアル・ターン論では、絵や動画がそれ自体

においてではなく、じつは社会的な文脈においての

み解釈可能となり、また現にそのように解釈されてい

るという点を示してみせる、という従来からの社会学

観点が活かされるだけでなく、さらには、反対に社会

的なものの構築においても、映像的なものが「有無を

言わせぬ力」を発揮している点をも、同時に視野に入

れようとする。その意味で、「ヴィジュアルなもの」は「社

会的なもの」によって、また同時に「社会的なもの」も

「ヴジュアルなもの」によって、相互に構築される、と

いう観点を採るのである。現状認識として、アドルノと

ホルクハイマーはこのような過程に敏感であったとい

える。

「社会的なもの」が「ヴィジュアルなもの」によっても

構築される、というならば、そのことは、社会学が主

題としてきた「連帯」が、いまや「ヴィジュアルなもの」

によって創りだされているのだろうか、という主題へと

つながる。この主題についても、すでに「啓蒙の弁証

法」は触れている。他の主題と同じく、そこでも、根源

的な批判のスタンスから、彼らはそれが「直接的な連

帯であるかのように描いてみせる」（p.308）だけの偽

の連帯であり、幻想であることを指摘し、それは「連

帯のカリカチュア」（p.290）であるというのである。

こうして、「啓蒙の弁証法」には、文化産業につい

て論じる際の大方の主題が出そろっていることにな

る。文化という「商品」のパラドキシカルな根本的性質、

高踏芸術と大衆文化との脱境界化、操作される大衆

かそれとも解釈主体としてのエージェントか、現代社

会の再魔術化とヴィジュアル・ターンのなかの文化産

業、ファンダムという「連帯」は、いかなる意味で連帯

たりえるのか、といったことがそうした主題群である。

　本稿では以下、これらの主題について、以上の

ような批判的分析をふまえながらも、現代社会の現

状にそくした検討をすすめていきたい。というのも

我々がいま現に目にしているこの社会では、「啓蒙

の弁証法」の時代が思いもよらなかった事態や争点

もやはり現出してきており、それらとどのように対峙

するかということも大きな主題でなければならないか

らである。こうした新たな主題の基底には、グローバ

ル化があり、近代に入ってからの社会構造のいわば

２段階目の変容があり、教育の大衆化と「教養」とい

うものの基本的変質がある。その中でそもそも大学

とくに人文系分野が存続しえるのかという危機の相

さえ現れている、といった諸問題がある。批判理論

の意義が、現実と切り結び内在的に批判する能力に

あったとすれば、「学」が現実とのレリヴァンスを失う

ポピュラーカルチャーが相互浸透する時代の東アジア像
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ことにこそ危機があるともいえる。本稿のスタンスは

そうした地点にある。

３．現代社会の基本構造の変容

社会学分野で今日公刊されているテキスト・ブック

の類をみると、現代社会における人々の行為の志向

性の基準が、多かれ少なかれ、価値や道徳的なもの

に志向したものから、情緒的・感情的なそれへと移行

してきている、ということが指摘されることが多い。現

代社会にはたしかにこうした傾向が見られる。この傾

向性は、高度近代、ポスト近代、第二の近代など、呼

び方はいろいろあるが、要するに新たな次元に入っ

た段階の「近代」の中で、従来の近代社会（多分に欧

米社会をモデルとしたものだが）における価値志向を

基盤としたものから、感情性を基盤としたそれへと根

本的な変容が起こっていることとして要約できる。 

こうした行為志向の基準における基本的推移とい

う傾向と、グローバル化の進展という事態をうけ、両

者の結合した地点において、我々は次のような新た

な問いを設定することができる。つまり、こうである。

行為志向における３つの基準―認知的、感情的、そ

して評価的（価値的）―のうち、もっともグローバル化

に馴染みやすいそれはどれだろうか、というものであ

る。おそらく、まず最初に挙げるべきは感情的ないし

認知的なそれであり、価値的なものはいずれにせよ

最後にくるであろう。

私は近年アニメ・マンガについての調査研究に従

事しているが、これらの現象は、基本的には画像・映

像という、描線や色彩、音声記号を用いた認知的パ

タンと、それが同時に強い情緒的一体感をともなうも

のであるために、他の文化項目よりも相対的に容易

にグローバルに旅できる現象となっている、ということ

ができる。それはときに非常に深い象徴的意味に巻

き込まれるという体験をともなった、直接的な感覚性

をもつ現象なのである。

こうした主題をいちはやく展開した社会学者として、

日本では丸山哲央がいる。2010 年の『文化のグロー

バル化―変容する人間世界』から次のような指摘を

抜き出すことができる。

「情報の質の変化として、情報伝達の瞬時性ととも

に、直接体験の世界を映像によって忠実に再生して

伝えるという電子メディアの複製力を指摘することが

できる」（p.148）。

「ポストモダニズムは『図像』（figure）による文化形

成という特徴をもつとされるが（Lash 1990）、感覚表

象に基づくフィギュラティヴなものは、知覚表象に比

してより直接的に受容されるのである」（p.151）

「電子メディアのもつ情報交換における瞬時性、動

態性、柔軟性といった特質は、様々なローカルな場

に起源をもつ知識を交流させるだけでなく、言語とと

もにイメージやアイコンを伝達内容として用いることを

可能にする」（p.152）

「デジタル方式による精巧な複製技術を伴ったシミ

ュレーションは、写実的で視覚的であるため『説得力』

をもって情緒的満足を充たすものを生み出す。つまり

内面のリアリティと共鳴する。この説得力を維持しつ

つ、仮想のシミュラークルは自律的に無限拡大し増

殖する」（p.175）。

このような現代社会における社会的志向性の基準

の根本的な推移への認識から、社会学では今日、理

論における「ヴィジュアル・ターン」の必要性という議

論が起こってきている。そこでは、「社会的なもの」と

「ヴィジュアルなもの」とが相互的に構築されるという

現象が見られることが焦点となっているのである。よ

り正確にいえば、「ヴィジュアルなもの」が「社会的な

もの」との関連において、その文脈や枠組みにおい

てはじめて意味を与えられ意味が構築されるように、

同時に「社会的なもの」も、今日では「ヴィジュアルな

もの」によって構築される傾向がある、ということである。

例えば、或る写真の訴えかけているもの、その持つ

意味は、それを見る人の社会的認知枠組みや、その

写真がおかれている社会的文脈においてはじめて成

立するように、逆にそこに映しこまれている人々の間

の「社会的なもの」も、その写真があることによって、オ

フィスの机上や壁に飾られ、家族写真として茶の間に

置かれることによって、そこに構築されるのである。東

日本大震災において、失われたものの一つにこうした

「家族写真」があり、またそうした写真を拾い集めてで

きるかぎり元のようにきれいに回復し家族に戻すとい

うボランティア活動の一つがあることも知られている。

また、東日本大震災と福島原発事故についていう

ならば、白煙を高くあげて水素爆発が起こったその瞬

間の映像は、まさに世界中を駈けめぐったのであり、

テレビのニュースショーや、インターネットで繰り返し

映し出された。その映像・イメージこそはそれが「何で

あるか」を形成したのであり、そこで何が起こってい

るのかという「状況の定義 definition of the situation 

」（W.I. Thomas）の大方は、実際上この映像が果た

したのである。この意味で、こうした映像こそは、今

日の社会における我々の日常的意識の決定要素

（determinants）であるといえよう。

 こうした映像との関連において、我々はいまや、

状況を定義し「解説」している。この事故の直後に私

は米国にいたが、そこで流れるニュースショーに登場

する解説者たちも、この映像をみながら人々を納得さ

せねばならなかったのであり、なかには「この世の終

り」のような解説を行う評者もいた。翻って日本では、

解説者や政治家がどのように言おうと、例えば「これ

はたいした出来事ではない」と言ったとしても、それに

納得する視聴者はあまりいなかったであろう。映像が、

社会的文脈において、「社会的なもの」との関連にお

いてしか解釈できないように（このことは従来、社会

学者が主張しつづけてきたテーマである）、「社会的

なもの」も今日、「ヴィジュアルなもの」によって同時に

規定され構築されているのである。

このような文脈における「ヴィジュアルなもの」を「ア

イコン icon」という概念によって一括して捉え、社会

学におけるヴィジュアル・ターンを推し進めている社

会学者に J・アレクサンダーがいる（Alexander, 2008 

a, 2008 b）。彼のアイコンという概念は、上記の「ヴィ

ジュアルなもの」も「社会的なもの」を構築していると

いうときの、そのヴィジュアルなものの働きや性質を、

アイコンという概念によって取り出そうという試みであ

る。いいかえれば、Icon アイコンという用語は、「ヴイ

ジュアルなもの」のうち、そうした「社会的なもの」の構

築にとくに大きくはたらきかけることができるような、

そうした多少とも「特権的」にヴィジュアルなもの、を

指しているということができる。

アイコンが「社会的なもの」を構築するというなら

ば、いいかえればそれは、アイコンが何らかの意味

で人と人とのつながりを構築しているということでもあ

る。それはあの「連帯」という主題につながるのであ

る。じじつ、アレクサンダーは、アイコンによる連帯と

いうテーマに再三ふれている。例えば、有名なスポー

ツ選手（オリンピック選手）の写真やその活躍した場

面に人々が共通にふれることによってそこに「つなが

り」が生じる。オリンピックの場合には、ナショナルな

ものと結びつきがちであるが、一般にスポーツは、ナ

ショナルなものに限らず、ローカルにもあるいは反対

にグローバルなつながりにもはたらきかけることがあ

る。その他、有名な歌手や俳優なども同様であり、よ

く知られている芸術作品（ピカソ、ゴッホ、ロダンなど）

も同様の働きを示す、とアレクサンダーは指摘する。

彼はまた、アイコンは、それに体現されている対象と

一体化したいという強い願望を人々に喚起する力が

あると主張する。この文脈でいえば、私は、「コスプレ」

という現象には、こうしたアイコンとしてはたらくアニメ

やマンガの映像という論点が、強い関連性を持つと

考える。主人公やその周辺のキャラクターと一体とな

りたいという強い願望であり、その背景には、それら

マンガやアニメのもつ物語世界がある。

その他、こうしたヴィジュアリティと社会性の相互

構築の主題を公共的な議論やそこでの人権の問題

とそれをめぐる社会運動といった主題へと発展させ

ている社会学者にフユキ・クラサワ（Kurasawa, 2007）

がおり、彼らが共通に依拠する研究者に社会学者で

はないが、シカゴ大学の W・J・T・ミッチェル（Mitchell, 

2005）がいる。

しかしそれでは、こうしたアイコンやヴジュアルな

ものがもたらす「連帯」は、アドルノとホルクハイマー

がいうように偽の、幻想の連帯であり「連帯のカリカ

チュア」なのであろうか。たしかに、ここでいわれて

いる「連帯」は、かつてのそれのようなものではなく

ポピュラーカルチャーが相互浸透する時代の東アジア像
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変質しているであろう。それは強く深い共同体を構

成するものとしての連帯ではないし、価値レベルで

の理念の連帯＝共同体でもないであろう。しかしそ

れは「偽」か真かという問題なのであろうか。「啓蒙

の弁証法」が想定していたかつての「連帯」が、（非

神話化された）言語によるそれであったならば、ヴィ

ジュアル・ターンの論者が主張するのは、連帯のメ

ディアとして言語だけではなく、ヴィジュアルなもの

を付加すべきであるということである。ヴィジュアル

なものをメディアとして展開される人と人とのつなが

りも、クラサワがいうように公共的な議論の発展や

社会運動に結びつくこともあるのである。その場合、

ヴィジュアルなものが構成するつながりの性質の特

性の分析は必要であり、またヴィジュアルなもの単

独ではなく、それと言語との組合せによる「批判的な」

ヴィジュアリティの可能性といったことも検討される

べきであろう。

＜経済・社会構造の変容＞

以上が文化的なものを焦点とした現代社会の基本

構造の再検討であるとするならば、次により経済社

会的な次元での基本構造の変容に目を向けてみよ

う。いわゆる「ニューエコノミー」の定義は論者により

異なるが、ここでは、次のような傾向性によって特徴

づけられる経済の新たな次元と捉える。つまり、それ

は、知識基盤社会に対応したものであり、柔軟性、美

的センス、不断の革新、創造性、迅速性、適応性（融

通無碍）、といった特性をもつものである。この新たな

タイプの経済の核心部分は、もはやルーティンワー

クによっては、進展させられない。しかしこのことはも

ちろん、現代においてルーティンワークが消え去った

ことを決して意味しない。むしろ、それは依然として必

要なものとして存在している。しかし、この現代社会

の経済活動（成長）の牽引車は、この新たなタイプの

経済活動のセクターに移行してきている。

以下の章では、こうした基本的構造変動のなかで、

文化産業を考える場合のいくつかのキーワードにつ

いて、社会学的観点から検討していきたい。 

４．文化的卓越性と文化資本

こうした「ニューエコノミー」を牽引車とする社会に

あって、人々は日々、例えば「美的センス」の如何を

めぐって、それぞれの置かれた象徴的な場において、

自らの卓越性を示すべく競いあっている。一般的に

いえば、これは文化的・象徴的な場において自らを卓

越させようとする、「文化的卓越性」（Pierre Bourdieu）

をめぐる競争である。こうした文化的競争においては、

ブルデューのもう一つの用語、「文化資本」との関連

性も重要になる。なぜなら、こうした文化的卓越性を

手に入れるにあたって、その最も重要な資源は「文

化資本」にあるからである。

ここでいう「文化資本」とは次のようなものを想定

している。例えば、言語そのものである。これは自国

語であることもあれば、外国語であることもある。自

国語によって、自らのセンスや知識、「教養」を示す

ことによって、置かれた場での文化的な意味での卓

越性を示すこと、あるいは外国語の運用能力を示す

ことは、現実のビジネスにおいて、またその他のより

日常的な場においても、今日、ますます不可欠にな

っている「資本」なのである。この意味で、言語その

ものを越えて、知識や教養、古典の素養、身に着い

た優雅な身のこなし、幼いころからバレーやダンスを

習っていたこと、趣味、ピアノやその他の楽器が弾け

ること、などが文化資本となる。文化をこのように「資

本」と捉えるところに、ブルデューの社会学者として

のリアリズムがあり、またそれは今日の社会構造の

基本的変容をふまえ、それと切り結ぼうとする彼の

理論戦略でもある。こうした「内面的」な、あるいはそ

れが身体化したものとしてのハビトゥスが、外面化し、

物質化した諸項目として、例えば、ピアノなどの楽器

そのものが家庭にある（あった）こと、書斎やそこに

並べられた書籍、絵画や骨董品、立派な家具調度、

などがあげられる。この最後の家具調度について言

うならば、かつて W.L. ウォーナーは、アメリカにおけ

る階層構造の分化規準として、この立派な旧い家具

調度の有無をあげていた。またそれが社会制度化し

たものとして、大学の学歴や、資格、習い事の免状、

入賞記録、賞状などが考えられる。

もしそうならば、我々は大学というものの持つ意味

（意義）について、やや異なった角度から再考できる

ことになる。なぜならば、大学とは、こうした意味での

「文化資本」が蓄積され、発展させられ、そして伝達（教

育と知識移転＝産学連携等とを含む）されてきた場

だからである。もちろん、これまでも大学と教育が「社

会化」の場であり（E・デュルケーム）、階層構造の再

生産の場でもあることは、社会学者たちが分析してき

た論点であった。しかし、大学のとくに人文系学部な

どが、その存続の意義を問われるようになった今日

において、こうした文化資本（教養、美的センスなど

のまさに人文系のそれを含む）とニューエコノミーとの

内的関連という主題が、改めて検討されてよいものと

して現れている。

この文脈では、大学は、第一に、単なる労働力、

物質を加工する技術的能力の習得というより、シン

ボルを操る能力の養成にかかわるエージェントであ

り、そうした能力の養成についての「苗床」を提供す

る場である。第二には、これはまた少し異なった文

脈に属する主題群となるのだが、大学という「組織」

そのものが、じつは文化産業にとって参照点となる

ような独特のタイプの組織形態をもつ、という論点が

ある。それは、バックグラウンドを異にする個性的な

メンバーのそれぞれが、それぞれに個性的な独自の

能力を発揮しつつ、しかも全体としてゆるやかに束

ねられた（’loosely bundled’）、柔軟性をもつ環境と

しての組織、というタイプである。かつて、T. パーソン

ズと G. プラット（Parsons and Platt, 1973）は、アメリ

カの大学について実施した調査研究の結果から、こ

うしたゆるやかに束ねられた（bundled）形態に、大学

組織の特徴を見ていたが、そこでは、知的背景も訓

練されたディシプリンも異なり、学生、院生、非常勤

講師から教授まで、アカデミックな地位も異にする個

性的な人々が、それぞれに独創的たるべき自らの研

究に従事しながら、しかし一つの大学の成員として、

ともに大学の運営に携わるという独特の形態があり、

これについてあらためて強い印象を持つことになっ

た、と論じていた。じつは、こうした組織形態は、文化

産業にとっても、ある意味では「理想的な」組織形態

ではないか、という主題がある。なぜなら、文化産業

においても、賭けられているのは、独創性や美的セ

ンス、柔軟な創造性であり、諸個人がそうした能力を

発揮することができ、またそれを産み出させることが

できるような条件とは何か、そういう場を与えること

のできる環境や組織形態とはいかなるものか、が問

われているからである。

こうして人文系を含む大学という場は、ニューエコ

ノミーを牽引車とする社会経済構造と、その中での

文化産業の適合的な関連の可能性という文脈にお

いて、文化資本の蓄積・発展・伝達の場およびシン

ボル操作能力の養成の場という面と、もう一つは、

文化産業に即応するような組織形態にインスピレー

ションを与えるという面との双方において、新たなレ

リバンス（関連性＝連携性）を持つことになる。

５．「文化仲介者」の決定的役割

先ほど「ニュースショー」の解説者やニュースキャ

スターの問題にふれた。こうした人々は、ふたたびブ

ルデューの言葉を使えば、「文化仲介者」である。別

の例でいえば、この「文化仲介者」とは、マンガ雑誌

の編集者であり、アニメプロダクションの広報担当や、

あるいはパフォーマンス芸術や美術館・博物館のキ

ュレーターや専門員、コーディネーターたちである。

本稿では、この「文化仲介者」の意義を重視したい。

ここでは、文化仲介者とは、主に文化のクリエーター

と消費者や、社会的要請ないしニーズとを架橋する

存在の謂いである。

文化仲介者は、上述のように一方で人文系の発想

や素養を理解し、それに対して内在的なシンパシーを

持ち、他方ではクリエーターそれ自体ではなく、その

周辺にいて、もっと幅広い知的訓練を受けた者たちで

あり、そこから、彼女 / 彼らは、こうした発想を今日の

社会的現実に架橋していくことが可能な位置にいる。

この意味で、彼女 / 彼らの役割の意義が今日、高ま

ってきている。こうした文化仲介者にとって、もう一つ

の重要な資質として考えたいのは、そのセンスのグロ

ーバル性である。彼女 / 彼らは、シンボリックなアリー

ナで、その文化的卓越性を競っているのだが、そのシ

ポピュラーカルチャーが相互浸透する時代の東アジア像
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ンボリックなアリーナとは明らかにグローバルな情報

のながれのただなかにあるものと見られなくてはなら

ない。グローバルなアリーナにおいて、こうした人々は

そのセンスを磨きしのぎを削っているのである。

ところが、クリエーターたちについては、少なくとも

主観的には、必ずしもそうでない場合があり、そこに

一種の逆説がある。つまり、クリエーターたちは、時

にきわめてローカルな場から登場することがあり、伝

統との強い一体感や自らのルーツの意識を口にする

ことがあり、また実際に、或る水準の文化的達成（文

化の結晶化）を得るためには、一定の安定的な文化

的環境が必要であることも事実なのである。むしろ、

クリエーターにとっては、伝統の中からそれをどのよ

うに更新するか、ということが自身の課題になること

も多い。そのときにようやくグローバルなものが、創

造過程の問題圏に入ってくる。このような特定の契機

においても、文化仲介者のグローバルなセンスに基

づく力量が介入してくることになろう。

６．東アジアにおける文化産業の興隆と交流

中国では、文化産業に関連する市場は急速に伸

長している。文化産業そのものは、音楽、映像、美

術、演劇、小説などの諸領域におよぶものであるが、

その中で、例えば中国におけるポピュラーカルチャー

産業の例としてアニメーション市場についてみてみよ

う。中国のアニメーション市場は、2010 年のデータで

150 億ドルであり、それに関連したキャラクター商品

の売り上げも含めると 322 億 5 千万ドルに達する。

オンライン・ゲームについては、50 億ドルである（い

ずれも 2010 年のデータ『日本と世界のコンテンツ市

場データベース』2011, Humanmedia）。制作された作

品の時間数で計ったアニメーションの生産量で見て

も、世界一であり、したがってもちろん日本を優に抜

いている。全国各地にアニメーション生産拠点である

動漫基地が設立されていることもよく知られている。

コンテンツ市場 という言葉がある。これは「メディア

などをとおして販売や対価を得て流通する情報の市

場 」（前掲 Humanmedia 2011）と定義することができ

る。この日本国内での市場は、11 兆 8,280 億円（2010

年）であり、その内、映像と文字・画像を合わせると

約 9 兆 600 億円となる。全体の傾向として目立ちま

た重要なことは、パッケージ・ソフト（例えば、マンガを

雑誌や単行本の形で、また音楽を DVD として購入す

ることなど）が減少してきており、その間、配信（イン

ターネットや携帯電話・スマートホンへのダウンロード

等による視聴や購入）が急速に伸びてきていることで

ある。日本では地上デジタル化も終え、おそらく早晩、

配信中心のモデルとなっていくであろう。

コンテンツ市場に関して、世界一の規模は米国で

29 兆、2 位が日本、3 位ドイツ、4 位が中国で 5 兆 8,454

億円であり、これは 2008~9 年にフランスを , 09~10 年

にイギリスを抜いて 2011 年の最新の統計で 4 位と

なったものである。今後とも中国では電子メディアの

爆発的普及によるこうしたコンテンツ産業の急伸が

予想される。中国でも遠からず地上デジタル化が行

われるときいている。

日本のアニメーション市場についてみてみよう。い

わゆるアニメ・ビジネスは、最もクロスメディア（メディ

ア・ミックス）戦略の進んだ分野である。つまり、映像

ソフト売上、テレビ放送広告収入、映画興行収入、ア

ニメ映像配信等がそこでは連携した戦略として展開

される。それらを総合した売り上げは 2,115 億円（2010

年）であった。メディア・ミックス戦略を制度として表現

するものが、「制作委員会方式」といわれる組織とし

ての制作形態である。そこでは、広告代理店、テレビ

局、アニメ制作プロダクション、マンガ雑誌、映画会社、

などの諸セクターが、一つの「制作委員会」のメンバ

ーとして参入した体制が組織されるのである。しかし

実際には、そこでの発言力は広告代理店やテレビ局

が大きく、アニメーションの制作者側には必ずしも決

定的な発言力はなく、したがって制作費の多くの部分

もアニメプロダクション以外のセクターに回ることにな

る、といわれる。

コンテンツ市場のなかで、マンガ・アニメ・ゲーム関

連分野としてのキャラクター商品、コスプレ関連、ア

ニメ音楽、ゲーム音楽などは 15% を占める。マンガ市

場については、出版市場全体 (2 兆 177 億円 ) の 4

分の 1 であり、アニメの 60% はマンガが原作となって

いる。また、いわゆる「コミケット」（同人誌販売関連）

市場は 500 億円といわれている。

中国の場合をみてみよう。いわゆる「80 后世代」と

いう言葉や、最近では「90 后世代」という表現もある

ときく。この世代の特徴とされるのは、比較的収入が

高く、都市部居住の若者で、ディープなインターネット

・ユーザーであるということである。携帯電話、パソコ

ン、iPod、iPad（タブレット型携帯端末）などの所有率

も高く（90%）、これは米国を抜いて世界一となっている。

中国の国産アニメ市場は 1 兆 5 千億円（2007~8 年）

で、そこからのキャラクター・ビジネスを総合すると、3

兆 2250 億円となり、これは日本の優に 2 倍以上とな

る。アニメ制作基地＝「動漫基地」が国内に多数あり、

そこでのアニメ生産量が日本をしのいで世界一であ

ることは上述した。

近年のコンテンツ産業に関して重要な 2 つめの現

象は、コンテンツ受容形態における「コミュニティ化」

現象といわれるものである。インターネット視聴者は、

ネットや携帯電話にマンガを投稿し、またそこには動

画投稿サイトもあって、視聴者が自由に自らの手作

りの作品を投稿する。投稿するだけでなく、それらは

互いに見られているのであり、投稿されたものを今度

は他の誰かが編集し直して再投稿したり、既存のア

イテムを個人で再編集したものを投稿することや、コ

スプレの姿で登場したり、といったことが連鎖的につ

ながっていくのである。こうしてファン同士が連鎖的な

コミュニケーションに入っていくのであり、コミュニケー

ションが行われている範囲としてのコミュニティがそこ

には現出する。最近の「ゲーム」が一緒に参加して遊

ぶ複数の相手（仲間）と共に行われるものであること

はよく知られている。

しかしここで注意されねばならないことは、経済規

模だけでこの現象をみていくならば、少なくとも現状

としての日本の産業構造においては、これはそれほ

ど大した規模のものではない、ということである。例え

ば日本の海外でのコンテンツ市場（輸出）は、ハリウ

ッドと比較すれば、端的に言えばニッチ市場である（大

塚、2005）。マス市場で成功した事例は、「ポケモン」、「遊

戯王」、「NARUTO」など、数例に過ぎず、その数例が、

かまびすしく伝えられているという面がある。

このことを前提するならば、そこから２つの戦略上

の路線が想定される。第一は、経済規模が現状とし

て思ったほどでないならば、そこに潜在的な可能性

があるとして、それを今後伸ばす戦略を講じるべきだ

ということ、第二は、むしろすでに発現している別の

側面に注目すべきである、ということである。第一の

路線も重要であり、最近発表された政府の「日本再

生戦略」（平成 24 年 7 月 31 日）では、2016 年度に 9.3

兆円、2020 年までの目標として 17 兆円を「クールジ

ャパン関連市場」にあてるとしている。私自身は、第

二の方向性にコミットしている。それは、先に「コスプレ」

現象として触れたように、世界中で「コミケット型」のイ

ベント（そのルーツが日本のそれにあり、型＝フォー

マットとしてインスピレーションを与えたといえるであ

ろう）が枚挙に暇がないほどに開催されており、いわ

ば文化としての「マンガ・アニメ」が現に大きな存在感

をもって浸透しているということである。その中で私自

身は、文化現象としてのこうした存在感そのものを学

術研究の対象として取り上げ、その研究を深化させ

るという方向があるという立場にある。

2 年前から神戸大学に「日本サブカルチャー研究

会」を立ち上げた（文部科学省と日本学術振興会の

助成による）。このプロジェクトはもともと、それまで

長年の間、共同研究を行ってきた相手である、パリ

政治学院の国際部長である J.M. ブイッスーとの研

究交流が基盤となっているが、こうしたプロジェクト

も、大学をベースとしたそれとして、学術的な深化を

焦点とした取組である。

J.M. ブイッスーは、つとにヨーロッパにおいて「ヨー

ロッパ・マンガネットワーク」という研究者の組織を立

ち上げている。この「ネットワーク」には 30 名ほどの

中核となるメンバーがおり、政治学、社会学、教育学、

芸術学、日本学など様々な分野から、フランスを中心

にイタリア、ドイツ、ベルギー、スイスなど国籍も多様

な研究者が参加している。このネットワークが、2006

年から 2007 年にかけて、ヨーロッパの 4 ヶ国（スイス、

フランス、ドイツ、イタリア）において質問票による大

規模な調査を行った。それは、ヨーロッパのマンガ・
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アニメファンが、どのように日本マンガ・アニメを受容

したのか、そのきっかけや受容のメディア、受容形態、

受容後の生活パタンや意識変容、日本に対するイメ

ージとの関連、などを尋ねたものである。質問紙調査

票は、全 15 頁で 65 項目を含み、回収数は、スイス

76、イタリア 420、フランス 379、ドイツ 340 であった。

質問票は、関連のイベント会場（「ジャパン・エキスポ」

など）や、インターネットをとおして配布され回収された。

上記の「日本サブカルチャー研究会」は、この調査結

果の生データを共有し、独自に分析を始めている。

また、日本の同研究会は、東アジア地域において、

独自の調査研究にもあたっている。既に中国の杭州、

香港、台北において質問票による調査を行った。ア

ジア地域で、使用する質問票の作成にあたり、我々

は、「ヨーロッパ・マンガネットワーク」が作成したそれ

を徹底的に分析し、発展させながら、アジアでの調

査に適応させるためかなりの修正を行った。しかしな

お「修正」にとどめたのは、一方ではヨーロッパのデ

ータでの比較も有意義であると考えたためであり、ア

ジア調査の結果とヨーロッパでのそれとの比較が可

能であるためには、調査票の一定の枠の共通性が

必要であったためである。

アジア調査に使用した質問票は 13 頁で 30 の質

問項目を含む。これはヨーロッパ調査で使用された

それの項目を整理してコンパクトにし、全体としても

回答者の負担を少なくすることを考慮したものである。

調査にあたり、共同研究者の一人である香港大学の

王向華とそのスタッフが協力したが、彼らの強いアド

バイスも、質問項目を整理し少なくして、回答者の負

担軽減を図ることの重要性にあった。対象は、ヨーロ

ッパの場合と同じくファン層であった。ヨーロッパにお

いてもアジアでも、今後、ファン層でなく、一般の人々

に対するアンケート調査も実施し、両者の比較も行

わねばならないと考えているが、まず出発点はこのフ

ァン層にしぼった。我々の調査は、上記 3 地域の、イ

ベント会場において配布し、その場で回収した。それ

ぞれ 200 人分ずつ 600 人分が回収された。

質問項目としては、やはりマンガ・アニメの受容構

造に焦点をもつ。まずどのようなメディアをとおして受

容しているのかを尋ねているが、この調査票ではア

ジア地域におけるマンガ・アニメコンテンツのメディア

・ミックス戦略の進展を前提した項目となっており、こ

れはヨーロッパのそれとの違いであった。つまり、マ

ンガについては冊子体としてのマンガ本を購入して

読んでいるのか、あるいはインターネットで読んでい

るのか、アニメについても同様で、DVD として購入し

ているのか、あるいはインターネットか、あるいは同

時にか、といった問いである。また、マンガ・アニメの

関連商品にも同時に興味がおよんでいるのか、どの

ような関連のファン活動（例えば、「コスプレ」）を行っ

ているのか、といったことである。さらに、マンガ・アニ

メを媒介とした社会性（友人関係、家族関係、ネットで

のコミュニケーションのひろがり）や、日本に対するイ

メージとの関連についても尋ねた。

現状としては、いまだこれらのデータの解析は終

わっておらず、ここでは全般的な印象によりしかもご

く一部しか報告できないが、それは以下のようになる。

回答者の基本的属性は（無回答を除く）、香港では（全

193 票）、15 歳以下が 14.5%、15 歳 ~19 歳が 52.8%、

20 代が 29.0%、30 歳以上が 3.6% で、15 から 19 歳が

半数以上を占め、それに 20 代を加えると 8 割を超え

る。男女比は、男性 44.5%、女性 55.5% であった。台

湾では（全 198 票）、15 歳以下が 5.0%、15 歳 ~19 歳

が 32.8%、20 代が 58.6%、30 歳以上が 4% で、15 から

19 歳よりも 20 代が最も多く、両者を合わせると 9 割

を超える。男女比は、男性 58.7%、女性 41.2% で、香

港と逆転している。

日本イメージに関して、ヨーロッパの場合と東アジ

アの場合とを比較したときに、いわゆる「エキゾチシ

ズム」の要素が、いまだに前者に多く含まれているこ

とがいえる。しかし同時にマンガやアニメの絵や映像

のディテイルの迫真性や美しさ、また物語の深みに

まず魅せられたということがその基盤になっているこ

とに両者に変わりはない。いいかえれば、東アジアの

場合には、このテキストそのものの持つ（高度な）質が、

その受容の基礎にあるということがより前面に出てい

るということである。この点で興味深いのは、香港と

台湾の微妙な違いである。香港と台湾を比較した場

合、香港の回答者の方が、日本へのイメージとマン

ガ・アニメ受容の関連性が少ないのである。もちろん、

これは日本と台湾、香港とのこれまでの歴史上の経

緯など複雑な要因が介在している問題である。

またこの論点は、アジアにおける日本のポピュラー

カルチャーの受容が、同じアジアとしての親近感の問

題なのか、それとも「日本」を前景化しない「無臭性」

のせいなのか、あるいは日本がこれまで、近代世界

に巻き込まれたアジアにおいて最も早く、西欧とアジ

アの文化的ミックスを営々と果たしてきたその「成果」

として、よりアジアへの文化輸出に適合的なテキスト

を生産していることなのか、といった諸問題と関連し

ている。これに対しては、まずそれらすべての基礎に

やはりテキストとしての質の相違、魅力があるという

云い方ができる。もちろん、その「魅力」が、じつは親

近感や、無臭性、文化的ミッククスのしからしむるとこ

ろであるという見方があったわけである。本稿の立場

は、ヴィジュアル・ターンの議論にも依りながら、テキ

ストそのものの持つ内在的な「力」による、人々に対

する「魅力」の構築過程にもっと注目していきたいと

いうことである。

次にどのようなメディアをとおしてマンガ・アニメに

ふれているのか、あるいは一般にその受容や消費

のパタンに関していえば、ヨーロッパと比較すると、

そこにはいわば「圧縮された compressed」パタンが

見られるということができる。それはこういう意味で

ある。ヨーロッパのファンの場合には、子供時代にテ

レビ放映で日本アニメ（しばしば最初に視聴していた

ときにはそれを日本製だとは気付かず、後に日本を

意識したという事例が多い）に触れ、そこからファン

になったというケースが目立つ。このことは、つまり

子供時代からアニメを見ているかどうかということで

は、アジアの場合も同じであり、アニメに刺激されて

マンガも見ている、ということでもほぼ同様である。し

かし、そこでは、ヨーロッパの場合におこったさまざま

なタイムラグ―アニメからやがてマンガへ、テレビか

らインターネットへ―がなく、こうしたすべてのメディ

アへの接触・受容がほぼ同時に起こっているのであ

る。近年、アジアの近代化のパタンについて「圧縮さ

れた近代 compressed modernity」という表現がなさ

れるが (Chan 2007, Beck 2007)、こうした基本構造は、

ヨーロッパと比較した場合に、ポピュラーカルチャー

の領域でも現れていることになるといえよう。

いずれにせよ、このようにヨーロッパと比較した場

合の大枠での東アジアの共通性と、しかしそのアジ

アの中での相違があり、それは個々の地域における

文化的背景や歴史的経緯の違いに応じて、具体的

にまた独特に文脈化され受容されていっているので

ある。

次に調査実態の一例として杭州でのそれについて

述べる。この調査は、2011 年 4 月 28 日から 5 月 3

日にかけて、同地での「中国国際動漫節」の機会に

実施した。このフェスティバルは、中国での同種のイ

ベント中でも最大規模のもの（昨年度公式発表では

延べ 160 万人参加）であるとされている。会期中に、

コスプレ・コンテストも行われており、その会場で、コ

スプレイヤーたちへのインタヴューも実施した。この

調査報告を、「日本サブカル研究会」のホームページ

に掲載している。執筆者は、同研究会研究員の雑賀

忠宏である。以下、ホームページ上の報告からその

一部を引用する。

　

　…このイベントの中心である中国国際動漫産

業博覧会（China International Cartoon & Animation 

Festival Cartoon & Animation Industry Expo）の内容

について記していこう。

＜中国国際動漫産業博覧会：A 館（動漫基地・国内

城市組団展区）＞

A 館は、中国国内の各都市から出展されたブース

が中心となる。これらのブースは、多くの場合は各地

方の産業基地として出展されており（ex.「南京国家動

画産業基地」など）、そのなかで各地方ごとの中小アニ

メ制作会社などが展示を行っている。展示の多くはパ

ネルが中心であり、一部では PV の放映も含まれる。

グッズ売り場では DVD・コミックスのほか、メモ帳

やキーホルダー、ポスターなど、各種キャラクターグ

ッズが販売されていた。中国の子供向けアニメに多く

ポピュラーカルチャーが相互浸透する時代の東アジア像

　　     ――グローバル化による社会変容の中で
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見られる児童向けアパレルグッズなどではない関連

商品展開は、日本のアニメ・マンガ産業的な作品展

開の手法との共通性を窺わせる。

もうひとつ、中国のアニメ・マンガ産業の熱気を感

じさせるブースが、中国でトップシェアを誇るマンガ出

版社である漫友文化社（広州漫友文化科技発展有

限公司）のブースだ。ブースは単行本・雑誌の物販中

心だが、会期中にマンガ家のサイン会が行われてお

り、お目当ての作家のサインを求めるファンたちでブ

ースは黒山の人だかりであった。たとえば客心のサ

イン会にはティーンエイジャーの女性ファンたちが殺

到しており、ローカルな作家層・読者層の興隆を感じ

させるものであった。

このように、A 館の様子は中国における主流であ

る子供向けアニメーションと、まだ少数ながら積極

的なファン層を持ちつつある青年層向け作品との

混在状況を示しているといえるだろう。とくに、そうし

た積極的なファン層へと向けた物販コーナーを持つ

Star-Q や漫友文化のようなブースの盛況は、親に

商品を買い与えられる子供といった受動的な視聴者

＝消費者層から、自ら好きな作品の関連商品にお

金を使うような能動的な視聴者＝消費者層へと拡大

しつつある中国のアニメ・マンガ市場の状況を窺わ

せる。……とくに目を引くのは、杭州・白鳥湖に建設

予定だという「中国動漫博物館」の企画展示である。

建築面積 3 万㎡というこの巨大な博物館の企画は、

2013 年 4 月に竣工予定だという。……こうした博物

館の企画は杭州だけでなく、上海などでも立ち上が

っているようだ。

　コスプレイヤーは会場の人気者だ。コスプレの題

材は「NARUTO」や「BREACH」といった日本の少年マ

ンガの人気作品から、ボーカロイドや東方プロジェク

トといった日本の同人市場でも幅広い人気を持つ作

品、そして中国産の作品まで幅広い。

　B 館を訪れるとまっさきに目に付くのが、集英社

をはじめとする日本のマンガ・アニメ作品の代理店

も務める翻翻漫画（杭州翻翻動漫文化芸術有限公

司）のブースと、台湾のマンガ出版社による合同ブー

スである台湾動漫館である。こうしたブースでもとり

わけ物販に力が入っており、とりわけ来場者のピー

クである 5 月 1 日・2 日には、グッズを求めるファン

たちが長蛇の列をつくっていた。日本企業の出展で

もうひとつ目を引いたのは、東京にオフィスを構える

PANDA 電子出版社のブースであった。この企業は

日本のマンガ家（プロやセミプロ、マンガ家志望者など）

の作品を中国語へ翻訳し、モバイル用の電子書籍と

して販売するという事業を展開している。事業のスタ

ートからまだ 2 年ほどだが、ラインナップは 100 作品

に達したという。日本のマンガ市場においてもモバイ

ル端末向けのマンガ市場は急激な成長を見せてい

るが、中国においても先の翻翻漫画もモバイル向け

マンガ配信を進めるなど、今後新たな市場となって

いく目算が高い。（以上、執筆者は「日本サブカルチ

ャー研究会」研究員の雑賀忠宏氏であり、同研究会

HP (http://www.japan-subculture.com/top.html) の

報告からのごく一部の抜粋である。）

以上のような、質問票による調査結果（の一部）や、

現地での実際の観察、またコスプレイヤーたちへの

現地でのインタヴューなどによって浮かび上がってく

る現代の東アジアの像は、こうしたポピュラーカルチ

ャーという領域に関していえば次のようになろう。

それはまず基底的なプロセスとして、いわば文化

的な「交配」が逆戻りできそうもなく進んでいることで

ある。文化的な相互浸透のプロセスは、好むと好ま

ざるとにかかわらず、もはやどうしようもなく入り組ん

だ形態で進んでいる。それはもはやどちらがオリジナ

ルでどちらがコピーかといったレベルをもこえて、まさ

に「相互浸透」しており、むしろこの留まることを知ら

ない交配の只中から、真に人々のこころをつかむ＝

ポピュラリティをもつものが、生まれてきているのであ

る。「才能」をもつ「創造的」な文化産業の担い手とは、

こうしたグローバルで同時にローカルな文化のフロー

というアリーナの中で、しのぎを削りながら生成してく

る何者かである。

しかし同時に、決して忘れられてならないことは、

であるからこそ、主観的意識やアイデンティティの

自覚のレベルでは、ナショナリズムやローカリズム

の、ときに激しい顕現がみられることである。そこに

は、２つの異なるレベルがあり、しかも両者は渾然

一体となっているのである。質問票による「実証的」

な調査の難しいところは、こうした２つのレベルの同

時存在を、データの数字からどのように「解釈」でき

るかという点にあるに違いない。解釈枠組みとデー

タ解析との連動はつねに最も困難な局面であり、両

者が「車の両輪」でなければならないことの意味は

そこにあろう。

こうした局面は、社会学におけるヴィジュアル・タ

ーンの議論に戻って、またそれに即していえば、社

会的文脈の重要性という論点につながる。「社会的

なもの」と「ヴィジュアルなもの」とは、つねに相互的、

双方向的な構築関係にある。本稿ではこれまで、主

に「ヴィジュアルなもの」が「社会的なもの」を構築す

る側面を見てきた。それはこうした側面がこれまで

比較的に軽視されてきたからでもあった。しかし、最

後に、逆の方向性（社会的なものからヴィジュアルへ）

という面を、特にアジアにおけるこうした社会的意識

をめぐる文脈や歴史的経緯の問題という具体層に

即して改めて見ておきたい。こうしたテーマはまた、

ヴィジュアルなものがもたらす「連帯」とは本当に連

帯といえるようなものなのか、という「啓蒙の弁証法」

の問いにも関連しているのである。この問題を考え

るにあたって、素材として取り上げたいのは、竹内

好の「アジア主義」というテーマである。

中国社会科学院の孫歌は、「解説―今、なぜ竹内

好なのか」という論文において（2006『竹内好コレクシ

ョンⅠ』）、次のように述べている。

われわれは、「侵略とつながった明治以来の日本

イデオロギーの中に潜んでいた（アジアとの）「連帯」

という意欲」( 孫歌、2006, p.374）を再検討する機会

を持つべきであり、それは竹内自身のテーマでもあ

った。「彼（竹内）の日本のアジア主義に対する再検

討は……、アジア主義を、侵略を裁くことができる文

明観に発展させるチャンスを逃がした、左翼の責任

を考えるためであった」(p.375）。そして、「（日本の）

連帯という心情は、このような文明としてのアジア主

義を形成するチャンスを逃がし、ファシズムに滑り込

まれてしまった。今日のわれわれの目前に、このチ

ャンスは今もう一度やってきているのかもしれない。

それが、今なぜ竹内好か、という問題の本質なのだ」

（p.376）。

竹内好のアジア主義は、たしかに日本の近代化過

程の全体に関わる或る本質的な問題性から出発して

いる。それは例えば「近代の超克」という論考で、この

戦中の議論を批判しつつ、日本の近代国家そのもの

が抱えていた「二重構造」と、それが内包していた内

在的な矛盾と緊張という問題として指摘されるもので

ある。そこでの内在的な矛盾とは、まずそもそも西欧

による植民地化に対抗するために西欧化した、という

ことであり、「一方でアジアを主張し、他方で西欧を主

張する」ということであった。また、それは同時に、ア

ジアとの連帯とアジアへの侵略が表裏一体となって

いる矛盾であり、いいかえれば、植民地化に対抗す

るために自ら植民地主義者になる、という根本的に

倒錯した姿勢にあった。

こうした、いわば社会的文脈や歴史の重要性とい

うことを考えるならば、確かに、フランクフルト学派が

批判するように、ヴィジュアルなものやポピュラーカ

ルチャーによる「連帯」といったことには限界がある。

ヴィジュアルなものと社会的なものとは、相互に構築

されあう関係にあり、こうした社会的文脈での根深い

矛盾や緊張関係という問題はそこに大きな主題とし

て存在していると言わざるを得ない。

ヴィジュアルなメディアによる、人と人とのコミュニ

ケーションは、「社会的なもの」によって、つまり社会

的文脈によっても形成されている。日本と他のアジア

諸国との関係をめぐる社会的文脈の重要性と根深さ

を考えた時に、ポピュラーカルチャーの相互浸透や

交配が、自動的にアジアでの冷静で深い連帯を生み

出すわけではないということは指摘されねばならな

い。市民社会レベルでの持続的な交流や、ヴィジュ

アルだけでない、言語的なものによる批判的な議論

の進展が同時に重要になる。その意味でも、ポピュラ

ーカルチャーの相互浸透という現象を前にした、学問

的な議論の進展が、グローバルに、またとくにアジア

において深められる必要があるといえる。

ポピュラーカルチャーが相互浸透する時代の東アジア像

　　     ――グローバル化による社会変容の中で
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本稿の立場は、上述のように、こうした世界中でみ

られる「現象」を前にして、これを対象とした学問的な

研究の深化と定着にある。2012 年の１月以来、神戸

大学の「日本サブカルチャー研究会」は、北京大学の

文化産業学院との密接な研究交流を始めている。中

国のおそらくほとんどの重点大学には何らかの形で

こうした文化産業研究をめぐる学部や学科、研究所

が設立されているものと思われる。その中で北京大

学の同研究学院は、すでにこの１０年来、最も精力

的に活動している研究組織の一つであろう。同学院

はまた、国際文化創造産業学会 IACCI (International 

Association of Cultural and Creative Industry) の 中

心的推進機関であり、神戸大学もこの国際組織のメ

ンバーとなっている。その国際学会の第５回大会は

ブリスベンで行われたが、来年度の第６回大会は、

神戸大学で開催されることになった。

また少し別の文脈、しかし重要な問題として、次の

ような可能性も想定されている。というのは、海外の

大学で、これまでにも高いレベルの日本研究を地道

に蓄積してきた学科や専修、研究所を擁するところ

は多い。古典的な日本研究は今後ともきわめて重要

な領域である。それと共に、近年の学生や院生、若

手研究者の間で、上記のような先端的な日本文化や

サブカルチャー研究に学問的興味を抱く人たちも増

えてきている。神戸に設立した「日本サブカルチャー

研究会」は、こうした海外の大学での新しい動きにも

呼応したいと考える。海外の日本研究における先端

的な現代文化部門との連携、というアジェンダである。

本年６月に神戸大学と京都精華大学との共催で「マ

ンガ・ワールズ；サブカルチャー、日本、ジャパノロジー」

と題した国際会議を行った。この会議には、世界 13

ｹ国から 24 人の第一線の研究者が集まり、３日間で

延べ 300 人ほどの聴衆が参加した。特に、若手研究

者を世界中から集めたことが今回の特徴の一つで

あり、その多くは海外の大学の日本研究部門等に所

属する人たちであった。神戸大での会議は英語で行

った。こうした試みも上記のような想定の一環である。
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1.Basic Orientation of Action and New 
Problematique

As the paper is a combination of the 
analysis of contemporary society per se and the 
theoretical shift in the social sciences, let me 
start with the side of contemporary society in its 
own right.  If you see the recently published text 
books of introduction to sociology, you find they 
are more or less commonly emphasize the shift of 
our society towards more emotion or sentiments 
or feeling orientated one, more than that of value 
orientation, namely ‘common integrated moral 
commitment’. This tendency we can summarize 
as a fundamental shift from modern evaluative 
orientation to emotional / feeling oriented one 
in second modern or post-modern whatever you 
name it, sort of orientation.    

      
Then we can raise new kind of question 

that which orientation of the three, cognitive, 
cathectic (emotional or sentiment) and evaluative, 
could be more globality-friendly, which one can 
travel more easily than other aspects among the 
three. My impression is, that, first, emotional 
aspect, and second, cognitive one and then very 
last, evaluative one.

I am doing recently the Anime and Manga 
studies, and because the manga is a combination 
of cognitive pattern of picture and very strong 
emotional affection involving in it, thus these 
pop cultures can travel relatively easier globally 
than other cultural items. It is about the direct 
sensitivity in combination with sometimes 
very deep symbolic meaning involved in them. 

Because of this fundamental shift in social 
orientation in contemporary society, some 
sociologists are now talking about this theoretical 
shift towards the visual turn of sociological 
theory, in which we are witnessing the process of 
the social and the visual are mutually constructed. 
For example, in the event of Fukushima atomic 
power plant explosion, the visual image of the 
very moment of the biggest explosion was so 
repeatedly broadcasted / on air in TV news 
shows, internet through every medium, and the 
image was so strong in shaping what is it, say the 
definition of what is going on out there, in this 
sense these images are one of those determinants 
of our daily life consciousness. Therefore even 
the influential politician or bureaucrats appeared 
in TV news shows saying that ‘this is just OK, 
you don’t have to worry about it’, it becomes 
difficult for people to believe that.     

2.Fundamental  Transformat ion in 
Economic Structure 

If these are the cultural aspects of our 
contemporary society, and having mentioned 
that, we can move on to more economic aspect of 
our society.

First of all, this paper emphasizes the 
fundamental transformation of contemporary 
economy as the starting point. The definition of 
the ‘new economy’ can be varied with individual 
researcher and contexts. The paper means by 
this word the new type of economy whose 
characteristics is described as knowledge based, 
flexibility, aesthetic sense, ceaseless innovation, 
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creativity, speed, and adaptation. The core of this 
new type of economy is no more based upon the 
routine work. This does not necessarily follow 
that the routine work is disappeared, rather it still 
remains, but the tow motor for current economic 
growth tends to be shifting towards to this new 
economic sectors.

From a sociological viewpoint, paper will 
paraphrase the key ideas and conceptions in the 
cultural industry in terms of sociological way of 
thinking in the following sections.   

3.Cultural Distinction and Cultural 
Capital

In this new economy people are competing 
/ struggling with each other for higher positioning 
in terms of, for instance, ‘aesthetic sense’ to 
outstand themselves in a certain symbolic field. 
This is a competition around ‘cultural distinction’ 
using Pierre Bourdieu’s terminology, meaning 
distinguish oneself in the cultural / symbolic 
field.

Here we have another relevant term of 
Bourdieu’s which is the ‘cultural capital,’ because 
in this competition of ‘cultural distinction,’ 
‘cultural capital’ becomes the most important 
resource.

What is ‘cultural capital’ then? Here 
we can list the examples of it, first, language 
ability which can be one’s own language as 
well as foreign languages, and the language 
command for appealing the distinction in the 
sense and knowledge, furniture of mind in 
human sciences, historical knowledge, education 
including classics. Second, as the cultural 
capital objectified, we can list examples such 
as bibliotheca, painting, instruments, antique, 
cultural assets. Thirdly as the cultural capital 
institutionalized, we can list examples, such as 
school career, agrege, license, and so forth.

If so, we can see the significance of 
university including its faculties and departments 
of humanities, yet from another angle, because 
universit ies are fields for accumulation, 
transmission and development of this ‘cultural 
capital.’

Firstly, we can say that the universities are 
the seed bed for nurturing the ability for operation 
of symbols, not just for materials and labor force 
per se.  Secondly, university as an organization 
can be a prototype for the organizational type 
that is ideal for cultural industry; organizational 
type that affords an environment in which 
competition and cooperation are bridged, sort of 
a flexible settings that allows diversified human 
resources, people with different background are 
‘bundled’ loosely exercising their own individual 
characters. In the cultural industry as well we 
need this type of organization.   

4.Critical role of ‘Cultural Mediator’
The  pape r  emphas izes  the  c r i t i ca l 

importance of the role of ‘cultural mediator.’By 
the term cultural mediator I mean a person who 
can bridge creator and user (consumer).

Because these cultural mediators understand 
humanistic ideas of culture with inherent 
sympathy, they can bridge these ideas with the 
needs of current society, so the significance of the 
role of them is more and more increasing. Also as 
one of their important qualities I call attention to 
their sense towards the globality of the symbolic 
arena for competition in cultural distinction, 
namely they are competing, improving and 
refining the sense in the information flowing 
globally.

Yet, here we have a sort of paradox; 
it means that the creative talents tend to be 
appeared in a local setting, a local space in close 
relationship with deep attachment to tradition, 
roots, and stable cultural environment. Then the 

issue becomes like follows; how can we form 
the educational and talent cultivating system 
corresponding to this paradox, especially for the 
nurturance of cultural mediators, that is one of 
the points of the paper here.

5.Flourishing Cultural Industry in China, 
Korea and Great Britain but in Japan… 

In China, the market related to cultural 
industry is becoming bigger and bigger. Just 
for examples, in animation production it is 15 
billion dollars. Character businesses stemming 
from it numbers 32.25 billion dollars. Amount 
of animation production (measured by length; 
how many hours and minutes) is now number 
one in the world went beyond Japan. So many 
Animation production sites (動漫基地) have been 
established all over this country.  

Two years ago the author launched a 
project Japan Sub-Culture Studies funded by 
Japanese Ministry of Education, Science and 
Sports. The project was established in close 
academic cooperation with the Japanologists at 
Sciences Po., Paris. J.M. Bouissou, Sciences Po. 
has organized a research group called European 
Manga Network among European researchers 
about 50 core members who are doing the 
subject. They conducted a survey research by 
questionnaires which has been the biggest one 
ever in this kind on the detailed process and 
structure of the acceptance of Manga / Anime, 
which was done during the period of year 2006 
to 2007.

The Questionnaires has 15 pages long 
and covers 65 items mainly on media relation、

lifestyle、preference, etc., and was carried out in 
the four European countries, Switzerland（76）、

Italy（420）、France(370), Germany(340),  more 
than 1200 people who are mainly core fans. The 
questionnaires were distributed in the events sites 
or internet. And the Project office of the Japan 
Sub-culture Studies has shared the raw data from 

that survey research in Europe. 

The Project office in Japan also has 
conducted its own survey researches in East 
Asian areas such as Hangzhou, Hong Kong and 
Taipei, China. The questionnaire sheets have 
13 pages which contains 30 questions. Targeted 
also on core fans and we collected 200 sheets 
from each area. We distributed it directly on the 
site and retrieve it in place. The questionnaires 
include, such items as, ways to contact media 
given media mix strategy in East Asian settings 
which is different from the case of Europe, family 
/ friends relation and fan activity, subjective 
experience in fans, and so forth.

In Hangzhou, we did it on the occasion 
of China International Cartoon & Animation 
Festival and conducted an interview with ‘cos-
players’ there as well. 

The Project office in Japan is now analyzing 
the data results of these two surveys from East 
Asia and from Europe in a comparative way. The 
first report of the results was presented in last 
June in the global congress we organized in Kobe 
and Kyoto, Japan. We are going to publish the 
outcome of the analysis as a shape of a series of 
books as well as articles in Journals.     
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持続可能な社会への転換——東日本大震災から学ぶ

第二部　

東アジアにおける豊かな文化と

社会の発展を目指して

Ⅱ　持続可能な社会の可能性

長谷川　公一
「持続可能な社会への転換と課題

            ――東日本大震災から学ぶ」　

王　暁毅　　　　　
「社会システムの変遷と気候変化 
            ――1 つの草原牧畜地域を例に」　

　　　　　　　　　　　　
王　春光
「県級市の実践からみた中国社会現代化の軌跡
            ――江蘇省太倉市の事例分析を中心として」

持続可能な社会への転換
               ——東日本大震災から学ぶ

再見と再会約す夏の月

夏果の北京の夜はジャズトリオ　　　

1. はじめに——大震災を生き延びた者として

2011 年 3 月 11 日の大地震発生時、私自身は、

仙台市西北の丘陵部の自宅 2 階にいた。平和での

どかな金曜の午後が突然暗転した。これまで経験し

たことのない激しく長い揺れの中で、ついに宮城県沖

地震が来たのか、と思った（宮城沖地震は平均 37.1

年の間隔で M7.5~M8.0 クラスの地震が今後 30 年以

内に 99％以上の確率で来ると予測されていた。前回

の宮城沖地震は 1978 年 6 月に起きている。）。しか

し予想をはるかに超える大きく長い揺れであり、2 階

が抜け落ちるのではないか、無事に階下に降りられ

るだろうか、と心配だった。

仙台市内では、死者および行方不明者あわせて

921 人が犠牲になった。自分の住んでいる同じ街で、

津波によって、こんなにも多くの犠牲者が出たことを

思うといたましくてならなかった。崩れた家々、遠くか

ら流されてきた漁船やボート、ひっくり返っている自動

車や冷蔵庫等々、自分がこんな光景を目にするとは

予想だにしなかった。

震災から 1 ヶ月後の 2011 年 4 月 13 日と 17 日

に、院生らと福島県北の新地町から宮城県の南三陸

町まで被災地域約 120km あまりを走ってみたが、沿

岸部はほぼどこも壊滅状態だった。メディアでは報じ

られていない県北のリアス式海岸の小さな入り江も、

入り江ごとに壊滅状態だった。あらためて津波のエネ

ルギーの大きさ、すさまじさを痛感した。

実際の戦場を見たことはないが、沿岸部の被災

の状況は「戦場」のイメージにもっとも近かった。基

礎だけ残して多くの木造家屋はぶっちぎられたよう

に流され、鉄筋の建物は、鉄筋だけが残されている。

関西方面への出張の際によく利用していた仙台空

港周辺も、空港の建物だけを残して、景色が一変し

ている。隣接する集落が丸ごと消えて、建物の名残

とがれきだけが残っている。戦場と異なるのは、陶

器のかけらだとか、布団だとか、アルバムだとか、

生活の断片ががれきの中から見え隠れしているこ

とだ。

3 月 11 日 14 時 46 分の地震とその後の津波の襲

来までは続いていた日常が、突然寸断され、暗転し

たことを思う。平凡な喜怒哀楽、家族の会話、仕事場

での談笑。永遠に続くように思われて、そのことを疑

いもしなかった昨日までの幸せが押し流され、失わ

れたことを思って立ち尽くした。

震災から 1 ヶ月の 2011 年 4 月 10 日付けの河北

新報は、それまでに判明した死者 1 万 2915 人全員

の名前を掲載した。紙面 6 面に及ぶ、沖縄の「平和

の礎」のような、紙上の墓碑だった。

大震災からしばらくは、「ご無事でしたか」が挨拶

代わりになった。3 月 11 日の 14 時 46 分にどこにい

たのか。自宅までどうやって戻ったのか。自宅への影

響、職場への影響。食糧品を求めてスーパーに何時

間も並んだ苦労、給水車からの水汲みの苦労、ガソ

リンを待って数時間も並んだ苦労等々。原発の影響

への不安など、震災から 1 年経っても、今回の震災

をめぐる「語り」が途切れることはない。

長 谷 川  公 一
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宮城県内の死者および行方不明者数は 11,759 人、

全国の犠牲者の約 6 割は宮城県に集中している。

私自身の個人的な被害は軽微だったものの、主観的

には、この大震災を生き延びたという感覚が強い。同

時に「生き延びた者」としての人間的な責務を痛感し、

自問している。

東日本大震災以後をどのように生きるのか、私た

ちは市民として、研究者として問われているのではな

いか。

あらゆる組織や制度もまた、3 月 11 日以降、その

レーゾン・デートルをきびしく問われているように思わ

れてならない。津波災害を、続く原発震災を防げなか

ったことについて、また被災地の救援と復興のために、

どのような貢献ができるのか。エネルギー政策、原子

力政策の見直しにどのように貢献ができるか、社会

の転換のために、どのように知的な貢献ができるの

か、等々。

　2011 年 3 月 11 日は、日本の現代史の分岐点と

なるだろう。21 世紀初頭の日本を語るときの重要な

転換点、メルクマールとなろう。問題はどのような意

味での分岐点なのか、ということである。東日本大震

災から、私たちは何を教訓として学ぶべきなのか。

2. 東日本大震災の特質

2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災は、死

者・行方不明者の合計が 18,733 人（2012 年 7 月 18

日現在）を数える、第二次世界大戦以後では日本最

大の災害となった。明治維新以降の近代日本でも、

戦死者をのぞくと 1923 年 9 月の関東大震災（死者・

行方不明者約 10 万 5000 人）と、1896 年 6 月の明

治三陸大津波（死者・行方不明者 2 万 1,959 人）に

次ぐ、3 番目に犠牲者数の多い大災害である。死者

・行方不明者のほとんどは、津波によるものである。

岩手県大槌町や宮城県女川町のように、人口の約

9％もの犠牲者を出した町もある。石巻市では 4000

人近い犠牲者が出ている。女川町、南三陸町、大槌

町、陸前高田市などは、町の中心部が壊滅的な被害

を被った。女川町から宮古市に至る沿岸の被災地域

は、明治三陸大津波の被災地域と重なっている。

宮城県の場合、震災から 5 日後の 3 月 16 日には、

1 日だけで 1083 体もの遺体が収容された。日本で

は通常火葬だが、宮城県内の火葬場の能力は 1 日

200 体が限度である。山形県、岩手県、東京都の協

力で、県外でも火葬したが、2108 体は一時的に土葬

し、その後に火葬するという対応をせざるをえなかっ

たという（村井嘉浩宮城県知事の講演による）。亡く

なった親戚や友人が土葬されたのが、不憫でならな

いという声も聞いた。犠牲者 1 人 1 人の死に、ドラマ

がある。

東日本大震災の特徴を整理しておこう。

この災害の第 1 の特徴は、このような災害の規模

の大きさと広域性である。3 つの巨大地震が連続し

て起こり、マグニチュード 9.0、世界の観測史上でも 4

番目の地震となった。先進国を襲った最大規模の地

震でもあった。千葉県から青森県の三沢市付近まで、

直線距離にして長さ約 500km にわたる地域が津波

被害を受けたほか、地震による液状化現象・崖崩れ

などの被害も深刻である。宮城県では山津波などに

よる内陸部での家屋などへの被害も深刻である。総

被害額は約 16 兆 ~25 兆円と推定されている。

第 2 の特徴は、地震、津波、原発事故という複合

的な大震災となったことである。地震学者の石橋克

彦氏らが警告してきた「原発震災」、地震および津波

による全電源喪失、冷却機能の喪失、メルトダウンと

いう過酷事故が本当に起きてしまった。しかも福島第

一原発の 6 基の原発のうち、1~4 号機が同時に危機

的な状況に陥るという、前代未聞の惨事となった。と

りわけ定期点検のため 2010 年 11 月から運転休止

中で、使用済み核燃料がすべて核燃料貯蔵プール

内で冷却されていた 4 号機では、冷却機能が失われ、

プール内の水が蒸発し、空だき状態になることが危

惧され、政府は、最悪の場合には、首都圏 3000 万

人の避難という事態も想定した。

　第 3 の特徴は、新全国総合開発計画（1969 年）

以来おしすすめてきた国土経営の効率化、地域間の

機能的分業、高速交通網の整備から取り残されてき

た東北地方の太平洋側の沿岸部が集中的に被災し

たことである。過疎化し、高齢化の顕著だった地域で

ある。被災した市町村は、高齢化率が 30％前後の地

域が多い。被災によって若年層が流出し、さらに高齢

化・過疎化がすすむことが懸念されている。

宮城県北の拠点都市で、県内で 4 番目に大きな

気仙沼市は、1980 年の人口 92,246 人をピークとし

て、2010 年には 73,494 人と、30 年間に 20％も減少

している（国勢調査による。広域合併後の現在の市

域に相当する人口で比較）。65 歳以上の高齢者の

割合、高齢化率も 30.1％と高く、宮城県内 35 市町村

の中で 6 位である。女川町 33.7％（高齢化率 2 位）、

山元町 30.8％、南三陸町 29.3％（同 9 位）、石巻市

26.8％（同 17 位）など、被災した市町村は、高齢化率

が 30％前後の地域が多い（2010 年 3 月末時点）。

沿岸部が壊滅的な被害を受けた南三陸町では、

震災から 20 年後後の 2033 年の人口は、2010 年時

点の 17,431 人に比べて、約 2 割減の 13,000 人台を

予想しているが、2033 年時点の高齢化率は震災前

の 29.3％から 10％近く上がって、38％と推定してい

る（南三陸町役場での聴き取りによる、2011 年 9 月

12 日）。

既に過疎化・高齢化の進行していた地域が、災

害によって、さらなる過疎化・高齢化の加速と危機

の深刻化が予想されるという意味において、東日本

大震災は、地方の市町村の危機を先取り的に提示

している。

第 4 に、死者の 65.1％は 60 歳以上の高齢者に集

中しており、20 歳・30 歳代の死者は少ない（警察庁

発表による）。とくに死者の 46.0％は、70 歳以上の高

齢者である。

2012 年 9 月 30 日付けで、復興庁は、東日本大震

災および福島原発事故による避難生活などが原因

で亡くなった「震災関連死者数」を発表した。震災関

連死には自殺者も含まれる。岩手・宮城・福島 3 県

合計で 2303 人が認定されたが、そのうち半数以上

の 1121 人は福島県での死者である。原発事故をめ

ぐる震災関連死者の多さを物語っている。震災関連

死者の多くも、高齢者と想定される。津波被害と福島

原発事故は、避難生活による精神的・肉体的負担の

大きい災害弱者としての高齢者の存在をあらためて

浮かびあがらせた。

第 5 に、漁業および農業が集中的に打撃を受けた

ため、生活の再建とともに、生業の再建が課題となっ

ている。農林水産省によれば、津波によって、流出・

冠水等の被害を受けた農地の推定面積は、青森県

から千葉県までの 6 県合計で 2 万 3600ha に及び、

水産関係の被害額は 1 兆 2,637 億円、農業関係の

被害額は 9,049 億円、林業関係の被害額は 2,155 億

円、合計 2 兆 3,841 億円である（2012 年 7 月 5 日現在）。

第 6 に、避難生活の長期化が予想される。震災か

ら 1 年 5 ヶ月が経過した現在もなお約 33 万人の人

びとが住居スペースが 2 間程度しかない狭いプレハ

ブの仮設住宅での居住や自主避難を強いられてい

る。復興住宅の確保は、年金以外に収入のあてのな

い高齢者ほど容易ではない。

仮住まいを強いられている約 33 万人のうち約 17

万人は津波被災者だが、半数近い残りの約 16 万人

は、福島原発事故による避難者である。16 万人は、

福島県の震災前の人口約 203 万人の 8％にものぼ

る。そのうち、政府の指示による避難者は約 88,000 人、

自らの意志による「自主避難」は約 72,000 人である。

自主避難者に対しては、東京電力は補償を拒否して

いる。16 万人のうち、6 万人は県外への避難者、10

万人は県内への避難者と推定されている。

原発事故の場合には、津波の被災地と異なって、

近隣への集団的な避難や移転は難しく、また除染の

効果も不分明なために帰宅の見通しが立ちにくく、生

活再編への不安はさらに大きい。

第 7 に、リーダーシップの不在である。復興庁の
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発足が発災から 11 ヶ月後の 2012 年 2 月だったこと

に示されるように、政策決定の全般的な遅れ、民主

党政権および中央省庁の機能不全が目立つ。1982

年 11 月に発足した中曽根康弘内閣以降、最近 30

年間の日本の首相は現在の野田佳彦まで 18 人を

数える。先進国の中で、これだけ頻繁な政権交代は、

日本とイタリアのみである。安倍晋三内閣以来、最

近の 6 つの内閣はいずれも支持率の急速な低迷と、

参院では野党が過半数を占める「ねじれ国会」にあ

えいできた。

第 8 に、発災直後から「絆」キャンペーンが展開さ

れてきたが、集団移転の問題一つをとっても、移転地

の確保、地区内の合意形成、世帯内・世代間での利

害対立など、解決すべき課題はきわめて多い。発災

から約半年の間は、災害パラダイス的に協力関係が

築かれていたが、半年を過ぎて、住宅再建等の課題

が本格化してくると、各人が囲いこみ的に行動し、エ

ゴがむき出しとなり、利害対立が顕在化するようにな

ったという話を被災地ではよく聞く。しかも個人の私

有財産形成には税金を投入しないという硬直的な原

則が大きな壁として、さまざまな実践の前に立ちはだ

かっている。震災前からの住宅や自動車などのロー

ンに加えて、震災後に新しい住宅を求めたり、新しい

車を購入することにともなって新たなローンが必要に

なる二重ローンを抱える世帯も少なくないが、政府は

有効な対応策をとっていない。絶望と諦念の中で、ア

ルコール中毒やパチンコ中毒などに陥る人びとも少

なくない。

3. 持続可能性の再定義を

長い間、日本の社会科学では災害研究は特殊な

研究分野と見なされがちで、防災という視点も乏しか

った。筆者の専門は環境社会学だが、社会科学的

な環境研究では、とくに自然災害への視点が乏しか

った。公害問題の研究から出発した日本の環境社

会学では、「加害者—被害者」図式が前提にあり、誰

に加害者としての責任があるのか、どこに規制の責

任があるのか、が問われてきた。自然災害は人為性

・加害者性を問いにくいだけに、あまり注目されてこ

なかったのである。

私は宮城県全域で活動している環境 NGO、公益

財団法人みやぎ・環境とくらしネットワーク（MELON）

の理事長でもある。文字どおり宮城県民の環境とくら

しを守ることを使命としてきたつもりだが、環境 NGO

も、東日本大震災までは、自然災害から地域のくらし

を守るという視点は弱かった。

日本の社会学で震災研究が本格化するのは、

1995 年の阪神淡路大震災を契機としてである。社会

学的な震災研究は、災害とコミニュティ、災害と情報、

災害とボランティア、災害とジェンダーなど、多くの論

点を提起している（『シリーズ　災害と社会』全 6 巻、

弘文堂、2007~08 年）。

東日本大震災と福島原発事故に関しては、日本社

会学会は、地域社会学会、都市社会学会、環境社会

学会などと協力し、組織的な調査を行っている。震災

問題に関するメイリングリストには 150 人を超える社

会学者が登録しており、2011 年と 12 年の日本社会

学会大会では、「テーマセッション　東日本大震災を

考える」が開催されている。

社会学の仕事には、1) 現実を説明する・解釈する

・意味づける、2) 当事者の声を聴く・寄り添う・代弁す

る、3) 問題（発見・構造・理由など）を開示する、4) 政

策を提言する、などがあろう。マクロ・メゾ・マイクロの

3 つのレベルから複合的に、これら 4 次元での仕事

がそれぞれに展開されるべきである。自然科学や他

の社会科学が道具的性格が強いのに対して、社会

学の強みは、とくに日本の社会学の強みは、コミュニ

ティ・レベルないしそれ以下のマイクロなレベルでの、

当事者に寄り添った研究の蓄積にある。震災研究お

よび福島の原発被災者の研究は、社会学が当事者

性と現場性の重視という切れ味を発揮しうるテーマを

数多く内包している。

震災研究が提起する論点は多いが、理論的には、

持続可能性の再定義という課題がある。持続可能性

（sustainability）には、これまで主に、世代間公平性、

南北問題のような世代内公平性、自然の容量の範

囲での成長という 3 つの側面があるとされてきたが、

防災という視点や災害からの「回復力（resilience）」と

いう観点も加味すべきである。東日本大震災の経験

をふまえて、日本から世界に向けて、持続可能性の

再定義をこそ積極的にアピールしていくべきである。

大災害のリスクに直面しているのは日本社会だけ

ではない。21 世紀に入ってからの 10 年間だけでも、

2004 年 12 月のスマトラ沖大地震インド洋津波（死者

・行方不明者 22 万 7898 人）、2008 年 5 月の中国四

川省の大地震（死者・行方不明者約 9 万人）、スマ

トラ沖大地震インド洋津波（死者・行方不明者 22 万

7898 人）、2010 年 1 月のハイチ大地震（死者 31 万

6000 人）などの巨大災害が幾つも起きている。2005

年 8 月、ニューオーリンズを襲ったハリケーン・カトリ

ーナ（死者約 1800 人）のように、地球温暖化の進行

によって、今後のハリケーンや台風、サイクロンの大

型化、被害の巨大化が危惧されている。

これまで自然災害は不可抗力で、公害や環境汚

染は人為的なものと大別されてきたが、きっかけは

津波や地震、ハリケーンなどの自然災害であっても、

被害が人為的に拡大するという面がある。どこまで

が自然災害で、どこからが「人災」か、という線引きは、

必ずしも有効でも、また生産的でもない。福島第一原

発事故のように、直接的なきっかけは地震や津波で

あるにせよ、複合災害的な性格が強く、警告を受け

てきたもの防災体制が不十分だったことなど、人災

的な面の強い「原発震災」をどう位置づけるか、とい

う問題もある。

　高齢者や幼児や子ども、貧困者、障害者、外国

人など、社会的弱者が集中的に被害を被りやすいと

いう構造は、環境汚染でも自然災害でも共通である。

4. コミュニティ再建をどのようにはかるべきか

震災復興にあたって、農地や漁港などの集約化・

大規模化をはかることによって、農業および水産業

の収益性と国際競争力を高めようとする政策がある。

しかし集約化・大規模化は、小生産者切り捨ての路

線でもある。筆者の住む宮城県の場合には、震災復

興の名のもとに、農漁業への民間資本の導入が県

知事主導で決定された。これまでの地域の農漁業を

否定的にとらえるところから出発するのではなくて、

地域の多様性を尊重した生産者自身の内発的・自発

的な取り組みを重視した復興・支援を第一に考える

べきである。地域の農林漁業者や住民に寄り添った

復興プランでなければ、計画の成功はありえないだ

ろう。詳細なフィールド調査にもとづく、各地域それぞ

れの歴史的な文脈や地理的・産業的諸条件に即した

総合的な政策提言型の研究が必要である。

地域コミュニティの復興と再生は、農林・水産業の

再生、福祉・医療の再建、地域自立的なエネルギー

供給を支えにすることで、循環型社会・低炭素社会を

包含する維持可能な社会の構築という、21 世紀の人

類史的な基本課題にも資するものとなり、東アジアや

途上国への大きな教訓を含んだものとなりうる。この

ような視点が不可欠である。

地域コミュニティの復興と再生の担い手として、地

方自治体とともに、NGO・環境 NGO、中間支援団体

など、市民セクターの役割を重視すべきである。

　コミュニティ再建を考えるにあたって注目すべき

は、再生可能エネルギーによる地域おこしである。

風力発電を重視した地域づくりで有名なのは、北海

道苫前町、岩手県葛巻町、山形県立川町（現・庄内町）、

福島県天栄村、鳥取県北栄町、高知県梼原 ( ゆすは

ら ) 町、沖縄県宮古島市などである。太陽光発電で

有名なのは、おひさま市民エネルギーファンドの長野

県飯田市。飯田市と梼原町、宮古島市は、北海道の

下川町などとともに、全国 13 の環境モデル都市にも

選ばれている。雪を米や酒などの冷温貯蔵に利用す

る利雪のプロジェクトでは、北海道の沼田町や美唄市

が著名である。小水力では、栃木県那須塩原市の那

須野ヶ原土地改良区、市民債を募集して発電用水車

を設置した山梨県都留市。木質バイオマスでは後述

の葛巻町とともに岡山県真庭市が知られている。
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筆者は、2007 年度から 09 年度まで、環境省など

が主催する「ストップ温暖化一村一品大作戦」の実行

委員長を務めた。各都道府県大会をもとに全国大会

を行い、初年度は 1074 件、2 年目は 1130 件、3 年

目は 1394 件、合計で 3598 件の応募があった。この

大会が「事業仕分け」で打ち切られた後は、一般社

団法人地球温暖化防止全国ネット理事長として、後

身の「低炭素杯」の企画・運営にかかわってきた。と

もに地域レベルでの、温暖化防止や再生可能エネル

ギー・省エネルギーなどの普及促進の取組の全国コ

ンクールである。地域のリーダー、関係者のパイオニ

アとしての熱意と文字どおりのエネルギーを毎年目

の当たりにしてきた。

　応募されたプロジェクトの多くは、交通の不便な

小さな市町村であり、工場などの誘致に不利な農山

村である。しかし地理的な悪条件を克服して、地域特

性や地元にある再生可能エネルギーを活用して、何

とか地域振興をはかろうという工夫が見られた。

5. 岩手県葛巻町から学ぶ

再生可能エネルギーによる地域おこしで一躍脚光

を浴びているのは、岩手県葛巻町である。葛巻町は

「新幹線もない、高速道路もない、ゴルフ場もない、リ

ゾート施設もない、温泉もない、「有名人」がいたわけ

でもない」地域である。それなのに、元気な町として

全国の注目を集めている。50 歳代半ばの町長はじめ、

森林組合の参事、畜産開発公社のふれあい交流室

長等々、みんな溌剌として、この町に誇りを持っている。

2010 年 6 月、環境社会学会のセミナーをこの町で開

催したが、参加した 110 余名がほぼ共通に抱いたの

は、なぜこの町は元気なのか、という疑問だった。

葛巻町は人口 7700 人、世帯数 2891（2009 年 4

月現在）の北上山地の高原の町である。東北新幹線

の沼宮内駅（東京から最速で 2 時間 40 分）から町の

中心部までバスでさらに約 50 分、盛岡駅からバスで

1 時間 40 分と交通は便利ではない。酪農と林業の

町を有名にしたのは風力発電と木質バイオマスの再

生可能エネルギーである。長年この町をフィールドに

している岩手大学や岩手県立大学の研究者による

と、脚光を浴びるようになったのはこの 10 年ぐらいと

いう。

　年間約 50 万人の入り込み客数があり、そのうち

の 30 万人はエネルギー関係の人たちではないかと

いう。役場の農林環境エネルギー課によれば、09 年

度は年間約 200 回、08 年度は 300 回、視察に対応

してきたという。11 月から 3 月は積雪期であり、視察

者が訪れるのは、おもに 4 月から 10 月の 7 ヶ月に

限られるから、毎週7〜10組の視察があることになる。

地元の株式会社葛巻林業が広葉樹の樹皮から木

質ペレット（木くずなどを圧縮してチョークのように円

筒状に固めたもの）の製造を始めたのは 1981 年。日

本のペレット製造の文字どおりの草分けである。

風力発電は、袖山高原に、町も出資する第三セク

ター、エコ・ワールドくずまき風力発電所の 400 ｋｗの

発電機が 3 基ある。1999 年 6 月に稼働を開始した。

1000 メートルの山間高冷地での商業用発電の日本

初のケースだった。上外川（かみそでがわ）高原では、

Ｊパワー（電源開発）の 1750 ｋＷの風力発電機が

2003 年 12 月から 12 基稼働している。年間想定発

電量は前者が約 200 万ｋＷｈ、後者が約 5400 万ｋＷ

ｈ（後者の稼働率は推定約 29％ときわめて高い）。合

計 5600 万ｋＷｈは、1 世帯あたりの年間の電力需要

を 3500 ｋＷｈとすると、1 万 6000 世帯分の需要に相

当する。一般家庭の電力需要でいうと、町の全世帯

数の 5．5 倍の電力需要をみたしうるだけの設備量で

ある。固定資産税は双方あわせて 3300 万円。町全

体の固定資産税収入は 3 億円だから、その 1 割以

上は風力発電が稼いでいる。

大規模な風力発電を行うには、風況データと高圧

送電線とアクセス道路が必要だが、幸いなことに、

1975 年から北上山地で大規模酪農開発が行われた

際に、これらが基本的に準備されていた。　

2000 ｋＷの風力発電機 25 基ずつ 2 サイトを建設

しようという計画があるが、2003 年 4 月に施行され

た新エネルギー特別措置法が足枷となり、計画の実

現が阻まれてきた。本年 7 月からようやく再生可能

エネルギーの固定買取価格制度がスタートしたので、

実現可能性は急速に高まった。

家畜の糞尿から電気と熱を取り出す畜ふんバイオ

マス・システム、木質バイオマスガス化発電設備、ペ

レットボイラー、冷暖房を地中熱で賄うゼロエネルギ

ー住宅など、町内に設置された再生可能エネルギー

施設の種類は多い。町のウェブサイトが紹介してい

る再生可能エネルギー施設は、16 箇所に及ぶ。

基盤にあるのは、第三セクター葛巻畜産開発公社

による酪農事業である。酪農をもとに、ヤマブドウを

使ったワイン醸造、再生可能エネルギーによる地域

づくりへと展開してきた。風力発電で町が有名になっ

たことによって、酪農やワイン醸造にとっても好イメー

ジとなり、またみやげ需要によっても、消費拡大の相

乗効果があった。「北緯四〇度ミルクとワインとクリー

ンエネルギーの町」がキャッチフレーズである。

これらは町主導のプロジェクトだが、ほかにも、宮

澤賢治に共鳴した吉成信夫氏らによる廃校になった

分校をリニューアルしたエコ・スクール「森と風のがっ

こう」のような市民的なプロジェクトがある。施設全体

が持続可能な農的な暮らしを体現しようとするパーマ

カルチャー（permaculture）の基本コンセプトにしたが

って配置されている。

地元の女性による、水車で回す石臼で挽いた地元

産のそば粉を使った農家レストラン「森のそば屋」な

ども人気が高い。

地域の一体性や内発的なアイデア、進取の気性、

地元出身者と地域外からの新住者、支援者との有機

的な組み合わせに、再生可能エネルギーによる地域

づくりの成功例に共通した秘訣がある。

本来誰のものでもない地域の強風という資源の利

用を東京などに本社のある営利企業にのみ委ねる

のではなく、自分たちがコミュニティ・ビジネスとして

取り組もうという動きも、札幌市から 2000 年に始まっ

ている。北海道グリーンファンドという、生活クラブ北

海道を母体とした NPO が中心となって、現在では全

国で 50 億円近い出資金を集め、計 22 基の市民風

車が運転している。

この北海道グリーンファンドというネーミングには、

北海道という地域、グリーンという理念、ファンドとい

う金融的な機能、この 3 つの要素が巧みに簡潔に織

り込まれている。地域性、運動性、事業性がこの名

前には統合されている。〈地域性＋運動性＋事業性〉

は、被災地域のコミュニティ再建を考えるうえでも、き

わめて示唆的である。

　「地域に根ざした」あるいは「地域に基礎をおく」

と い う 考 え 方 は、 英 語 で も Community Supported 

Agriculture（CSA、地域支援型農業）、風力発電に

関する Community Wind ( 地域密着型風力発電 ), 

Community Power ( 地域密着型電力 ) のように、各

方面で注目を集めている。鶴見和子、宮本憲一、保

母武彦らが提唱してきた、地域の主体性と地域資源

の活用を重視する日本の「内発的発展論」ともきわめ

て親和的な考え方である。

6. 危機からの再生 

アメリカの元副大統領アル・ゴアは、世界的な反響

を呼んだ映画「不都合な真実」の中で、危機という漢

字は危険と機会を組み合わせたものだと紹介し、危

機は機会、チャンスであると述べている。私たちは、

東日本大震災と福島第一原発事故という危機を日本

社会のどのような再生の転機とすべきだろうか。

現在は表面的には片付きつつあるが、更地化によ

る空虚感・喪失感はぬぐいがたい。3 月 11 日の津波

襲来までは確実に存在したのどかな暮らしが卒然と

消えてしまった。基礎のコンクリートの一部が残った

一区画、一区画の更地の中から、無数の慟哭や歎き、

無念、うめき声、叫び声が聞こえてくるようだ。

東日本大震災と福島原発事故によって、私たちは

持続可能な社会への転換——東日本大震災から学ぶ
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重大な岐路に立たされていることを意識せざるをえ

ない。目の前には、2 つの道がある。

第 1 の道は、2020 年に全廃するなどと目標と年

次を明確に区切って、原子力発電所を漸減させなが

ら、低炭素社会への転換をはかっていくことである。

天然ガス火力発電所へのシフトなどによって、電力

供給という観点からは十分に可能であり、政府の決

断にかかっている（詳細は、長谷川公一『脱原子力

社会へ——電力をグリーン化する』岩波新書 , 2011

年参照）。人口が減少していく社会に見合った、「生

活の質」と環境を重視した軟着陸の道である。

第 2 の道は、経団連や経済産業省がなお固執し

ているような、原子力発電への依存を続け、経済成

長の復活と量的な拡大を夢見つづけることである。

第 2 の道はもはや不可能であり、第 1 の道への転

換が必要だということを国民全体が今こそ認識すべ

きである。自分たちが立っている足元の危うさ、脆さ

を誰もが実感したはずである。絶望と虚無の中から、

日本社会の再生の可能性に希望を見出すとしたら、

第 1 の道しかないではないか。強力なリーダーシップ

は、この道へのかじとりにこそ求められているのでは

ないか。

しかし現状は、曖昧に、泥縄式につじつまあわせ

をはかりつつ、3 月 11 日以前の路線に戻ろうとして

いるかのようだ。再生可能エネルギーや地域の諸資

源の活用に基礎をおく、持続可能な社会への転換こ

そ、東日本大震災の最大の教訓であり、日本再生の

方途であろう。 災害に強く、復元力のある地域コミュ

ニティへの転換を、地域の諸主体の自助的・共助的

動きと地域間連携を踏まえて、どのようにして実現し

うるのだろうか。このような転換をなし遂げ得るならば、

これらの地域は、狭い意味での「被災地域コミュニテ

ィの復興と再生」にとどまらず、循環型社会・低炭素

社会の実現といった「維持可能な社会」構築のモデ

ルとなり、21 世紀の人類史的な基本課題にも大きく

資するものとなり、東アジアや途上国に対して大きな

教訓を提起しうることだろう。

The earthquake of magnitude 9.0 and 
tsunami disaster on March 11, 2011 constitute 
the largest disaster in Japan since World War II. 
18,773 people died or are missing. This is the 
third largest disaster in modern Japanese history 
after the 1923 Great Kanto Earthquake, with 
105,000 dead or missing and the 1896 Great 
Meiji Sanriku Tsunami with around 22,000 dead 
or missing. 

Standing in a coast area severely devastated 
by the Giant Tsunami, one month later I was 
realizing here was a kind of battlefield. Many 
wooden houses swept away, only basements left. 
Only the steel frame of the most sturdy structures 
remained. I found a lot of markings of everyday 
life suddenly shut down by the tsunami: a shard 
of broken pottery, futon, photo album, toys, cars 
and so on. I was feeling like I was listening to a 
lot of voices of sorrow and mourning from ruins 
and piles of wreckage. 

Building a sustainable eco-friendly society 
will be the way to the future. So far, when we 
have talk about “sustainability”, we were almost 
neglecting to protect everyday life from huge 
natural disasters or severe nuclear accident 
like Chernobyl and Fukushima Daiichi nuclear 
disaster. We should focus on “sustainability” 
from the standpoint of disaster prevention and 
safety.   

Accelerated global warming will bring so 
many disasters to the world like huge floods, 
hurricanes, typhoons and so forth. Recovery 

and regeneration of the local community will 
be a focal point of discussion. Eco-friendly 
communities utilizing renewable energy sources 
like solar, wind, biomass and local resources 
related to farming and fishery, not dependent on 
nuclear energy or fossil fuels, will be a trigger to 
the sustainable future. We should turn this crisis 
into the chance of “renewal” based on “renewable 
energy resources.” 

Abstracts

Shifting to a Sustainable Society: Learning from the Great East Japan 
Earthquake 

Koichi Hasegawa
Tohoku University

Shifting to a Sustainable Society: Learning from the Great East Japan Earthquake 
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社会システムの変遷と気候変化――1 つの草原牧畜地域を例に

社会システムの変遷と気候変化
         ――1 つの草原牧畜地域を例に

∗

王  暁毅

要約：
気候変化は人類社会に大きな影響を与えてきたが、

それがどのような影響を生んだか、気候変化と社会シ

ステムとの関係はどのようなものか、これらの問題は

未だ具体的な議論がされていない。本稿は内モンゴル

自治区の草原社会を例に、社会システムの変遷が環

境に適合しない場合、気候変化による危害をどのよう

に加速させてきたかを説明する。中国最大の陸地生

態系として、中国草原は深刻な環境悪化に見舞われ、

当地の遊牧民の定住化、草原の区画整理、市場経済

化などに伴い草原社会の干ばつ防御能力は低下し、

これにより干ばつへの影響が深刻化した。深刻な干ば

つと牧草地管理システム変遷の影響により、遊牧民の

生計は持続不可能な状態に陥っているのである。

キーワード：
  気候変化　脆弱性　牧畜地域

　現在、気候変化が地球に与える影響はますます

深刻になっているが、そもそも気候変化はどのように

災害を引き起こしてきたのか、特に災害が起こる過

程で社会システムの整備はどのように行われ作用

したのか、以上のことは現在の研究では十分に明ら

かにされていない。気候変化への適応に関連する研

究では、気候変化に適応するための技術に対する

関心は多いが、社会システムの整備に対してはあま

り関心が払われていない（科学技術部社会発展司：

2011）。関心が低い理由は、気候災害が引き起こさ

れる過程の中で、社会システムの変化が作用する仕

組みに対する研究が不足しているからと考えられる。

そこで本稿は一つの案例を通して気候変化と社会シ

ステムがいかに相互に作用し、災害を引き起こして

いたのか提示することを試みる。

1. はじめに

草原は中国最大の陸の生態系であり、国土の

41％を占める。中国草原の主要な地域は中国北方

の乾燥・半乾燥地帯で構成される北方草原と、高地

寒冷草原であるチベット高原である。この二大草原

は中国から東アジア・東南アジアに至るまで重要な

生態系上の機能を備えている。チベット高原は中国

の給水塔と称され、長江・黄河・メコン川・ブラマプトラ

川の源流があるなど、多くの河川が存在しており、草

原はこれら水資源を守る重要な役割を果たしている。

一方、北方乾燥・半乾燥草原は中国北方の農村・都

市を砂嵐の被害から守っている。

過去30年間で気候変化と人的被害の影響により、

中国草原は深刻な環境の悪化に見舞われている。

国家環保部が公表した数字によると、2005 年 90％

の利用可能な天然草原は様々な度合いで悪化して

いる。その主要な要因は、過剰な放牧と草原におけ

る過度な農地の開墾、工業開発、及び樹木の伐採と

見なされている。草原の荒廃は砂漠化の恐れを加速

させる。荒廃した草原及び枯渇した湖などは砂嵐の

来源となっている。国家林業局の数字が示している

ように、2004 年までに全国の荒地化した土地総面積

は 263.62 万平方メートル、国土総面積の 27.46％を

占め、全国の砂漠化した土地総面積は 173.97 万平

方メートル、国土総面積の 18.12％を占める。近年新

しく砂漠化した土地の主要なものは草原の荒廃と砂

漠化である（国家林業局、2005）。国家が荒地化防止

のために大量の資金を投入したにも関わらず、荒地

化した土地と砂漠化した土地の減少は 0.5％足らず

に止まる。

　ここ 30 年の草原の加速度的な悪化は、草原牧

畜地域に対する利用 ･ 管理システムの急激な変遷

の結果とも言える。草地はもともと共有であったのだ

が、草原は個人による所有化が進み、土地は柵で

囲われ小区画に分割された。他方では、移動放牧は

徐々に減少して、代わって定住放牧と小屋での飼育

の混合飼養方式が採られるようになった。これと歩

調を合わせて気候変化と市場経済化は放牧民の生

活に日に日に影響力を強めている。本稿は内蒙古

東部地区ヘシグテン旗貢格爾嘎査（集落）を例に 3

つの問題を検討したい。

第一、気候変化は草原牧畜業にどのような危険を

もたらしたか

第二、草地管理システムの変遷と生計方式の改変

は草原牧畜業の脆弱性と弾力性にどのような影響を

与えたか

第三、草原牧畜業は気候変化にどのように適応し

たか

本稿は 5 つの部分よりなる。第 1 は研究地区の選

択と研究方法を含む研究背景の紹介、第 2 は気候

変化の現状と牧畜業に対する影響の検討、第 3 は

牧草管理システムと生計モデルの変遷とその脆弱性

と弾力性の分析、第 4 は草原牧畜の変化と新たな状

況への適応方法の分析、最後は案例の政策的意義

の検討である。

乾燥・半乾燥地域である内蒙古高原の典型的な

気候の特徴は、降雨量の少なさ、気候変化の激しさ

と災害の多さである。従って、気候変化の激しさと痩

せた土地という自然条件に適応するため草原遊牧は

生まれた（李文軍 2010、敖仁其等 2009）。近年来の

気候変化に関する研究は、内蒙古草原地区におけ

る気温を指摘している（宮徳吉 1995、陳素華・宮春

寧 2005、王菱 2008）。ただし、草原環境に影響があ

る重要な要素は降雨であるとするなど、結論が論者

により異なる。宮徳吉の研究は、中国気候の特徴の

一つは気温と降雨量が密接に関連しているところに

あり、毎年高温の時期は降雨量も多く、逆に低温の

時期は降雨量も少ないことを論証した。ただし近年は

このような状態が変化しつつあり、特にここ 40 年では、

気温は上昇しているのにも関わらず降雨量は明らか

に減少しているという（宮徳吉 1995、1997）。しかし、

別の研究は、近年気温の上昇とともに内蒙古の気候

は温暖湿潤に変化してきているとし、また別の研究

は降雨量の変動を通して降雨量は次第に落ち着い

てきているという（李小兵 2011、王菱 2008）。内蒙古

の半乾燥草原地区では、時期によって降雨量の変動

は比較的大きいが、総じて降雨量が時期によって大

きく変化し、安定しないという乾燥・半乾燥地域の特

徴は全く変わっていない。

過去 30 年間で内蒙古草原は、牧草管理において

も牧畜の経営形態においても、急激な変化を経験し

た。内蒙古における移動放牧を主要な特徴とした草

原遊牧は定住牧畜業へと変わった。これにともなって、

共有の放牧場は区画整理されて土地の所有化が進

み、網や柵で囲われた小区画に分割され、草原が破

壊されていった。李文軍の分析によると、牧畜民の

定住化と草原の破壊は牧民の気候変化に対する適

応能力の減退を引き起こしたという。言い換えると、

草原の破壊が牧民の自然災害に対応する弾力性を

減退させたためとしている。

気候変化がどのように草原牧畜地域に影響を与

えたのか詳細に研究するため、我々はヘシグテン旗

貢格爾嘎査を調査地点として選んだ。当地は高度

海抜 1100 メートル、内蒙古東部に位置し、大興安

嶺の影響を受け、降雨量は比較的多く、年間降雨量

は 300 〜 350 ミリメートルほどである。年平均気温は

0 ～ 1℃、寒冷半乾燥地域に属する。植性は低湿地

草原という特徴を持つ。近年、乾燥が引き起こした牧

草の減少は当地の牧民の草原牧畜業にますます深

刻な影響を及ぼしている。

嘎査（集落）の共有草場は 28 万畝、その中で囲わ

本研究は中国社会科学院・福特基金会（The Ford Foundation）の資金支持を得ている。調

査の過程では、余暁燕・侯李偉・王娜娜の各氏は部分的に調査研究と資料整理に当ってく

れた。ヘシグテン旗婦女連合会と気象局からは多大な協力を得、ここに感謝の意を表明し

たい。また貢格爾嘎査の牧民・特に蘇日と図雅夫妻は我々の調査に大いに協力していただき、

ここに感謝の意を表明したい。本文では資料の引用以外の調査資料は我々が 2010 〜 2011

年の間に行った 5回の調査に基づく。
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れた草場は 4 万畝、放牧場は 24 万畝。草場は冬草

場（現地人は“沙窝子”と呼ぶ）、夏草場と春秋草場

の 3 つに分けられ、面積はそれぞれおよそ全草場の

30％、10％と 60％となっている。住居は 100 戸余、

その中で家族が居住しているものが 80 戸余である。

冬草場に居住する少数の牧民を除いて、その他の

牧民は春秋草場となっている５つの居住区に分散し

て居住する。家畜は 7000 頭ほど、主要なものは牛と

綿羊で、牛が 30％、綿羊が 70％。この他、駱駝は約

200 頭、馬は約 70 頭となっている。

1980 年代初頭の集団経済の解体前は、基本的に

移動放牧方式を採用しており、牧畜は季節によって

異なる放牧場に放牧していた。その後、草場は区画

整理され個人による土地所有が明確化し、牧民は次

第に定住するようになった。同時にもともと共有であ

った草場も土地が私有化され、牧民は次第に自分の

草場を柵で囲い始めた。これと時期を同じくして、内

蒙古の大多数の草原牧畜地域と同様に、当地も草

場の荒廃、牧民の生計の悪化という問題に直面した。

これら政策の策定者はしばしば草原の荒廃の理由を

牧民による過度の放牧に責任を転嫁し、また牧民は

干ばつによるものだと責任を転嫁した。我々の調査

によれば、一つは、気候変化が草原の荒廃を引き起

こし、また他方では、牧草管理システムの不適当な

整備がこの問題をさらに悪化させたと考えられる。

　我々の調査は 2 種の方法により行った。まず、

最初は牧民に対する聞き取り調査の手法により、お

よそ 30 人の牧民に聞き取り調査を行った。聞き取り

調査における主要な質問の一つは嘎查の歴史、特

に草原の利用の歴史変化に関するものである。もう

一つは牧民家庭の生計状況である。これと同時に、

われわれはまた質問票をつかった調査を通して計量

的な資料を収集した。質問票調査は 31 戸から計量

的な資料を得たが、これはランダム・サンプリングで

はないため、質問票では生計変化の総体的傾向が

反映された項目のみを調査した。

2. 気候変化と草原の生態環境の脆弱性

ヘシグテン旗の気象資料から見ると、この地区は

まさに気温の上昇と降雨量の減少というこれまでに

ない砂漠化の過程にあるが、年次をおってみると、年

次による変動の幅はやや大きい。

図− 1　ヘシグテン旗の年間平均気温グラフ（ヘシグテン

旗気象局）

図− 1 中からわかるように、1990 年以降、気温は

次第に上昇し、特に 2000 年以降、気温はそれまで

の平均気温よりも常に高い。気温は変動するにも関

わらず、気温上昇の傾向は明らかである。ただ下図

からわかるように、降雨量の全体傾向は減少してい

るはずなのに、降水量の年次表には減少傾向は明

確には表れていない。2000 年以降の全体傾向は減

少にあるが、減少の度合いは低く、平均線に沿って

変動している。次に極値を見てもこれまでの極値を超

えることはない。

図− 2　ヘシグテン旗降水変化図（ヘシグテン旗気象局）

ただし、この年次降水量の変化と牧民の経験的な

感覚とには大きな差がある。牧民の話では、過去 10

年は乾燥の時期が続き、しかもますます深刻になっ

ていると証言している。彼らの証言は、牧草の育成量

が大幅に下がったことが起因していると思われる。

牧民の聞き取り調査によると、状況を次のように説

明した。

「昔は雨が降り 10~20 日すれば草は高く成長した

が、現在は草の生産量は過去の半分にも満たない。」

「過去 5~6 年で、牧草に新芽が出るのが少なくとも

半月遅れるようになった。春が寒いと草は芽を出して

も夜には凍って死んでしまう。昔は 3 月中旬には暖

かくなり、4 月には新芽が出、清明節には家畜は青

草を腹いっぱい食べていたが、現在は 5 月でも雪が

降ることもある。」

「夏は気温が高くなるが、特に 7~8 月は気温が高い。

頭伏（夏至後の第三の庚の日、三伏の最初の 10 日

間）と中伏（第四の庚の日）の間はほとんど雨が降ら

ず、末伏（立秋後の第一の庚の日）以降になってやっ

と雨が降りだす。」

 

春は気温が低く雨も少なくなり、夏は高温になるに

もかかわらず雨が降らなくなったといった、牧草の成

長に影響する気候の変化が大きい。牧民の経験から

する説明では、この他にも、地表水と地下水の減少

が明らかだという。貢格爾河と沙林河は貢格爾嘎査

の夏草場を流れる二つの河川であるが、現在は双方

とも水量が明らかに減少しており、夏には断流するこ

とさえあるという。ただし、河川の水量の減少は降雨

量の減少の結果では決してなく、主要な原因は上流

の鉱石採掘ではないかと説明した。上流では工業用

水を確保するため、下流に流す水は減少せざるを得

ない。そして、地表水の減少は地下水位の下降を引

き起こし、多くの湖が枯渇するマイナスの連鎖を生ん

でいる。地表水の減少はまず草原利用に影響を及ぼ

した。以前は家畜が河川に沿った夏草場にみな集ま

っていたが、現在では河川の水量不足のため夏草場

の家畜用の飲水まで不足するようになり、夏でさえ河

川が断流している時があり、夏草場の家畜を春秋草

場に戻さざるを得ないことさえある。

地下水位の低下は土壌の干ばつ抵抗力を低下さ

せている。老牧民の一人が言うには、以前は雨が降

るごとに地表水は地下に浸透し、地下の湿潤な土壌

と繋がっていたが、現在は繋がらなくなった。地下水

位の低下により、雨が降った後も上部の土壌と下部

の湿潤な土壌の中間にはいつも乾燥した土壌が残

るようになった。これは土壌自体の干ばつ抵抗力の

低下を引き起こすと説明している。彼の経験によると、

以前はやや長い間、例えば一ヶ月雨が降らなくても、

地下水位が高かったことにより、牧草に及ぶ影響は

比較的小さかった。現在は地下水位が低下し、土壌

が乾燥したために、長い間雨が降らなかった場合、

牧草の成長が受ける影響はかつてなく大きくなった。

　干ばつは大体が降雨自体の減少及び適切な時

期に雨が降らないために引き起こされるが、地表水

と地下水の減少は土壌自体の干ばつ抵抗力の低下

が原因であり、その結果、草原の牧草生産量が減少

する。我々の乏しい観測数値は 5 年あるいは 10 年

前の牧草生産量を示すのみなので、牧民に牧草生

産量の低下状況を試算してもらった。それによれば、

28 人の牧民中 50％（14 人）が 5 年前と比べ牧草生

産量が 60~80％減少したと答え、24 人中 63％（15

人）が 10 年前と比べ 80％減少したと答えた。牧民

による草の刈り取りを例に取ると、以前では 1 畝で

100~150 キログラムの牧草が得られたが、ここ 2 年

は 25 キログラム足らず、2010 年では刈り取る草が

ないため開放して放牧地にする有様であった。牧草

の生産量低下のみならず、牧草の種類も急激に減

っている。質問票による調査では、29 人の牧民が牧

草の種類に関する質問に答えたが、皆牧草の種類

は明らかに減っており、更に有毒草も増加していると

認められている。

3. 請負制と牧民利用可能草場の減少

降雨と地表水の減少という二つの原因により、草

原の牧草生産量は大幅に低下し、牧畜の条件を悪

化させた。また、当地におけるこうした条件の悪化は、

草原牧畜地域における定住と請負制度の採用によ

って加速度的に進行したことも事実である。遊牧と定

住が草原保護に対して引き起こす作用について多く

の論争があるが、我々はここではこの問題について

議論はしない。ただし貢格爾の調査から見れば、請

負制と定住は牧民の利用可能な草場面積の大幅な

減少を引き起こしたことは確かである。

草原で遊牧をしていた頃、貢格爾の牧民は 3 つの

草場を季節の異なった時期に循環して利用してきた。

その中で特に重要だったのは渾善達克沙地の冬草

社会システムの変遷と気候変化――1 つの草原牧畜地域を例に
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場である。冬草場の面積は春秋草場よりも小さかっ

たが、沙地の地下水位が比較的高かったため、牧草

の生産量は春秋草場よりも多かった。また、沙丘や

樹木の保護により、冬の沙地の気温は草原よりも高

く（一節には 7~8℃高い）、そのため沙地は“冬窝子”

と称され、毎年牧民は当地で 4~5 ヶ月放牧した。ただ

し、家畜と草場の請負生産が導入された後、冬の牧

場は次第に放棄されるようになり、沙地に居住し続け

る 6 戸の牧民以外は冬牧場を利用する者は少なくな

った。

冬牧場が放棄されるようになった理由は、まず請

負制の導入後に家畜群が縮小したためであった。伝

統的な家畜群は数百頭から千頭にまでに上り、それ

ぞれの家畜群ごとに 1 人あるいは 2 人の牧民が付

き従って放牧した。家畜の数量はやや多いと感じら

れるかもしれないが、実は直接放牧するのに必要な

労働力は少ない。しかし家畜の請負制が始まると、

家族ごとに独立した生計を営むようになり、家畜群の

数量は増加したが、一つの家畜群の規模は縮小した。

そのため放牧に必要な労働力は増加した。個別家族

による家畜管理の労働力は不足し、多くの牧民は冬

牧場への移動を放棄し、春秋牧場にとどまり続け越

冬するようになったのである。

牧民が冬農場を放棄したのは、定住が原因でもあ

った。1980 年代、多くの牧民が遊牧生活を放棄し、

春秋牧場に定住するようになった。牧民が春秋牧場

に定住するようになったのは、当地の交通の利便性

と草原面積が比較的大きかったためであった。定住

以降、主要な生産と生活は定住地を中心に展開した。

定住した家庭には多くの事情があり、遊牧時代のよ

うに一家を挙げて冬草場に移るのは最早困難となっ

たのである。

コスト上昇の抑止も冬草場を放棄した原因の 1 つ

である。伝統的な冬草場は夏には放牧できないが、

今では多くの牧民が春秋草場へ移住してしまったた

め、一部の牧民は冬草場を他の嘎査の人に貸出す

ようになった。冬草場を借りた彼らは、一年間ずっと

冬草場で放牧しかねない。監視がない状況下、実際

に彼らは常に自らの家畜群を他人の草場で放牧す

るようになった。地方を管理する制度が整っていない

ため、周辺の嘎査の牧民もしばしば防犯が疎かにな

った時機を見計らって、貢格爾の冬牧場に入り込む

ようになった。管理が足りない冬牧場は、しばしば冬

の到来前に既に草場が疲弊している状態になってし

まい、このことも大部分の牧民が冬草場を利用しなく

なった原因の 1 つと言える。

夏草場は二つの河川の川辺にあり、面積は決して

大きくないが、水が豊富で牧草の成長は非常によい。

加えて夏の河川は飲用水となるため、家畜は夏に当

地で放牧することができる。家畜が夏草場にいる時

期は、春秋草場は牧草を恢復させる時期でもある。

ただ夏は河川の水が不足し、さらに定住以降は牧民

が定住地で搾乳するため、夏であっても牛は春秋草

場に留まる。従って夏草場はまれに羊を放牧するの

みとなった。

事実上、生産の請負制と定住化以降、少数の家

庭が依然として冬草場と夏草場を利用し続けるのを

除いて、移動する遊牧は基本的に消滅した。遊牧の

消滅に従い、貢格爾の牧民の利用できる草場面積も

以前と比べて大幅に減少した。大量の家畜が一年中

春秋草場に留まって牧草を食むため、草原は有効的

な休閑と回復ができなくなり、乾燥が草原にもたらす

荒廃問題を間違いなく加速させた。

このような現状に直面し、牧民も放牧を減らさざる

を得ず、人工飼料による飼育が増加した。遊牧して

いた頃は、干し草は幼い家畜や病弱な家畜、出産間

近の家畜に対して補助的に与えるだけで、干し草は

少ない貯蓄で十分であった。しかし 2000 年前後、家

畜の補助餌として干し草を与える期間は断続的に長

くなり、幼い家畜や病弱な家畜、出産間近の家畜に

必要なだけでなく、冬では全ての家畜に補助餌が必

要になった。10 年前に補助餌を与え始めた頃では、

期間は比較的短く、2 〜 3 ヶ月足らずであり、冬も放

牧することができた。しかし 2005 年以降、特に 2009

〜 2010 年は、補助餌を与える期間が伸び、時には

半年も与え続ける状況にさえなっていた。牧民の計

算によると、家畜を肥えさせるためではなく、単に家

畜を餓死させずに、来年の牧草の成長を待つと、羊

一頭ごとに毎日少なくとも 750 グラムの牧草の補充

が必要で、牛一頭ならば 2.5 キログラム以上の牧草

を補充する必要がある。過去の牧民が主に自然草場

の放牧に頼っていが、現在の貢格爾の牧民はますま

す人工飼料による飼育に頼るようになった。この問題

はその必要な牧草は一体どこから調達するのか、と

いう点にある。

1980 年代以前に、貢格爾は早くも草の刈り取りを

開始していた。嘎査は 4 万畝の草刈り場があり、通

常ならば 1 畝ごとに 100 キログラムの刈り取りが見

込め、全体で 400 万キログラムとなる。2010 年の嘎

査の家畜量はやや多く、牛は 4000 頭超、羊は 5000

〜 6000 頭であったが、毎日消費可能な牧草はおよ

そ 2.5 万キログラムを超えない。もし休牧と禁牧によ

って人工飼料による飼育の期間が 2 〜 3 ヶ月伸びた

としても、牧草の刈り取りで牧畜業の発展を維持でき

た。ただこの場合、生産コスト中の刈り取り用の機械

と燃料のコストが増えることになる。

ただし干ばつは刈り取り場における刈り取り可能

な牧草を減少させる。2010 年の干ばつでは、放牧場

の牧草生産量は低く、放牧を維持するには足らず、

また貢格爾河と沙林河の度重なる断流も牧民の夏

草場の利用に影響した。これらの気象条件が重なり、

草刈り場は牧草の成長は悪く刈り取ることができなく

なり、冬の牧草は購入に頼るほかなくなったのである。

　草刈り場の借入は牧草を直接購入するよりもコ

ストが低いが、乾燥期になればなるほど借入は困難

になる。2009 年から 2010 年の間には草刈り場を借

用する牧民は減っていき、2009 年には 10 戸の牧民

が草刈り場を借り入れ、35 万キログラムの牧草を刈

り取った。2010 年になるとわずか 5 戸が借り入れ、

刈り取った牧草もわずか 12 万キログラムであった。

牧草の生産量が減少した後は、牧草を直接に購入

するより他の選択肢は少ない。大量の牧草の購入は

牧民にどのような結果をもたらしたのだろうか。

市場経済化での資源の移動

干ばつ、放牧面積の縮小、定住化などの各種要因

の影響の下、牧草の購入は牧民にとって欠くことがで

きない選択となってしまった。2009 年、調査を行った

31 戸中、25 戸が牧草を購入、戸ごとの平均購入量は

2 万キログラム超であった。2010 年になると、29 戸が

購入し、平均購入量は 3 万キログラム超であった。

表 1　調査した戸の牧草購入状況

調査戸数

31

2009 年牧

草を購入

した戸数

25

戸ごとの

平均購入

量（斤）

55000

2010 年牧

草を購入

した戸数

29

戸ごとの

平均購入

量（斤）

62000

もし資源の移動という角度から見るならば、遊牧と

牧草の購入は資源の移動を言える。遊牧は家畜を

水草のある場所へ移動させる点でバランスよく資源

を利用していると言え、牧草の購入は牧草の移動を

通して気候により牧草資源の不足を解消していると

言える。ただし両者は異なる方法であり社会的意義

も全く異なる。遊牧は相互扶助を基本として成立し、

特に災害の際は Otor( 本拠地を離れて遊牧する ) と

呼ばれるシステムとして機能する。自然災害を受け

た際は、彼らは無償で他の牧民の草場を利用し、災

害の損失を抑えている。しかし牧草を購入して家畜

に与える場合、災害が深刻になればなるほど牧草の

価格は上昇する。2009 年秋、牧草はおよそ 500 グ

ラム 0.36 元だったが、2010 年春になると 0.80 元超

まで上昇した。2010 年秋になると価格は下降し、平

均 0.32 元となった。牧民の話によると、2009 年から

2010 年の冬では大雪のため春に新芽が出るのが遅

く、多くの家畜のために牧草を購入せざるを得ず、こ

の時の牧草の価格はほぼ 500 グラム 1 元にまで上

昇した。家畜を越冬させるためには、いくら高くとも購

入せざるを得ない。現在羊一頭を養うのに牧草の購

入費用は 160 元を越える。しかも牧草のみでは家畜

を健康に成長させることはできず、補助餌も必要で、

特にトウモロコシが必要とされる。牧民の計算によれ

ば、家畜を生存維持させるだけでも、羊 1 頭ごとに牧

草コストは毎日平均 1.5 〜 2.5 元かかる。

社会システムの変遷と気候変化――1 つの草原牧畜地域を例に
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牧民の家畜の多くは、自らの家畜群の中で繁殖し

て育てる方法を取っている。毎年家畜を売り出すとす

ると、その飼育コストは 2 頭分のコストがかかってい

ることになる。牧民は幼い家畜を売り出すことのでき

る大きさまで育てる必要があるだけでなく、家畜の繁

殖を維持するために母親の家畜も養う必要がある。

このように計算すると、近年は家畜の価格上昇が早

いといっても牧民の収入は十分ではない。2009 年か

ら 2010 年冬までの間は、牧民の話によれば自らは

全く収入がなく、多額の損失を被っても家畜を維持な

ければならなかったという。このように牧草を購入し

て家畜を養う方法は、低コストの草原牧畜業を高コス

トの産業に変えてしまった。しかも最も主要なコストは

他ならぬ牧草の購入であり、これは政策立案者も思

いもよらないことであったと考える。

　牧畜業の生産コストは既に牧民の収入の大部分

を占め、牧民の収入中、およそ 50％を再生産に回さ

ないとならない。下表からは牧畜業の生産コストの中

で最も支出の多いのは牧草や飼料の購入であること

がわかる。

表 2　牧民の支出構成（2010）

牧草購入

補助餌購入

家畜購入

建築・維持費（柵・囲い）

燃料費（草刈りを含む）

家畜の病気治療

その他

総計

費用（元）

22617

2676

0

1741

2776

1622

2324

33757

パーセンテージ

67%

8%

0

5%

8%

5%

7%

100%

このように、高いコストは草原牧畜業を非常に脆弱

なものとしてしまった。牧民は伝統的に現金をわずか

しか貯めない。彼らの収入と財産の主要なものは家

畜群であり、牧草の購入のために、現金が足らない

牧民は借金と掛売りをしなければならない。調査した

30 戸の牧民のうち、25 戸は借金をし、最も多額な者

は 15 万元、最も少ない者でも 1 万元であり、各戸ご

との平均借入金は 3.85 万元であった。

表 3 2010 年の牧民の借入金（30 戸、借入のない戸を含む）

2010 年借入（元）

戸ごとの平

均借入額

38533

総計

1156000

最大値

150000

最小値

0

借金と掛売りは牧民が資金不足を解消するため

の伝統的な方法である。さらに 2 つの要素が牧民の

負担になることにより、牧民の生活はより脆弱となる。

1 つはやや高い借入の利息で、もう 1 つは牧民の純

利益の減少である。

掛売りは牧民が最もよく利用する現金不足を解消

する方法で、例えば牧草を先に搬入する場合は、現

金が手に入る時に費用を支払う。この方法はそもそ

も牧民の資金不足を緩和することができたが、しばし

ばいくつかの条件を伴うようになった。例えば商談に

よって決めた時間内に支払うことができなければ利

息を請求するなどである。しかも掛売りをして得るこ

とのできる必要な物資のために、牧民はやや高い価

格を支払うこともある。

準公的な農村信用協同組合は牧民に現金を貸し

出す主要な機構であるが、信用協同組合の貸し出し

は決して牧民の要求を解決することはなく、特に緊急

の貸し出しには対応できない。民間の貸借は一般的

なものである。訪問調査した 30 戸の合計 115.6 万元

の借入金のうち、ほぼ 20％が民間からの借入であっ

た。貸借が一般的に発生していることから、民間貸借

の利率は上昇している。農村信用協同組合でさえ年

利は 10％近くであるのに、牧畜地域の民間借入は

年利が 24％ ~36％にまで達している。

貢格爾嘎査の牧民にとっては、各戸の 4 万元の

借入金は大きな負担で、この額は牧民の総収入の

50％以上、純収入の 3.5 倍に達する。従って畜産品

の価格が断続的に上昇し、総収入も増加していると

いっても、純収入の増加は見込めず、反対に負債を

抱える牧民は増加する傾向にある。

表 4 2010 年牧民の収入―支出

戸の平均金額（元）

収入

80993

支出

（返済を含まない）

69088

余額

11905

調査を行った 31 戸中、11 戸が支出に対し収入が

不足していた。そこで借入―返還―借入の悪循環が

生じる。大部分の牧草と生活用品は全て掛売りなの

で、牧民は畜産品を売り出した後すぐその収入の大

部分を債務返済に回さなければならない。従って牧

草や生活用品を購入すると、また現金の借入をしなけ

ればならない。債務は継続的に増えてゆき、返済は

ますます困難になってゆく。ある牧民の話によれば、

以前は春節の前には負債を返済できたが、春節を過

ぎると、子供たちを学校に通わせるので、また借入を

しなければならなかった。しかし現在は春節の前に

20~30％の牧民が既に債務を抱え、3 月になって子を

学校に通わせる頃には 50~60％の農民が債務を抱え

ていた。さらには雑貨店の店主までが愚痴をこぼす。

すなわち、10 年前に店を開いた頃は、掛売りをしてい

た牧民は 10% に満たなかったが、現在では 50％の牧

民が常に掛売りで日用品を購入しており、その中で

20~30％の牧民が年内に返済できない。ある牧民は負

債が多すぎて定められた期間内に返済できないため、

様々な商店から掛売りを断られる有様だったという。

　深刻な債務負担は家畜を減らさざるを得ない状

況へと農民を追い込む。政府が常に家畜を減らして

牧草と家畜のバランスを維持しようと提唱しているが、

実際には農民が追い込まれることで有効な効果を挙

げているのである。また飼養の困難さも牧民に家畜

を減らさざるを得なくさせた。2006 年から 2011 年ま

でに戸ごとの保有家畜数は全体として下降傾向にあ

り、特に 2010~2011 年は大幅に減少した。過去 5 年

間で見ると、家畜はおよそ 60％減少した。

調査した戸の家畜保有数

牛の数量（戸平均）

羊の数量（戸平均）

2011 年

30.3

88.7

2010 年

44.7

116.6

2006 年

51.3

132.5

社会システムの変遷と気候変化――1 つの草原牧畜地域を例に

この牧民の話によれば、現在嘎査には 20 数戸の

家畜のいない牧民家庭があり、彼らの生活はとても

苦しいという。また他の牧民の話によれば、現在嘎査

の 30％の牧民家庭が支出に対し収入が不足してお

り、もし特別な方法がなければ、生活を維持していく

ことは難しいという。

簡単な結論

農耕地域と比べて、草原牧畜地域は自然条件が

極めて悪く、降雨量は少なく、しかも大雨と干ばつの

差も大きく、自然災害が頻繁する。過去半世紀の中

で、国家と牧民が取り入れた草原牧畜地域の各種の

基礎的施設は彼らの生活を大きく改善した。例えば

雪害は草原牧畜地域の主要な災害の 1 つであるが、

刈り取った牧草を保管する施設を改善するとこで、牧

民は更に多くの牧草を貯蓄することが可能になり、氷

雪災害の中でも家畜を維持することができるようにな

った。また井戸を掘ることによって、以前は水源がな

かった多くの草原を利用できるようになった。あるいは、

防寒用の柵を修理設置することによって幼い家畜の

生存率が大きく上昇した。このような措置は間違いな

く牧民の自然災害に対する抵抗力を大きく高めたが、

では何故このような基礎的施設が継続的に改善され

てきたのにも関わらず、牧民の牧畜業の生産が以前

より脆弱になってしまったのであろうか。我々は社会

システムの点から原因を分析しなければならない。

現在と過去の草原牧畜地域を比較すると、市場経

済が次第に社会の主要動力となったことが看取でき

る。市場経済では、一般に、個々の家庭の経済状況

が特に強調され、共同の社会集団の活動状況は等

閑視される。当地では結果として、こうした状況によ

り脆弱な社会構造が形成された。利用可能な草場面

積が徐々に縮小したのは、牧畜地域社会で必要な

社会的分業がなくなったこと、生産過程での相互扶

助が減ったことで、個別の家庭が草原災害に直面す

る主体となってしまったからであった。労働力が不足

するような生計の基盤が貧弱な家庭は、彼らの家畜

を彼ら自身が使用する冬草場に放牧することができ
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ず、また夏草場も有効活用することができない。彼ら

は地下水と地表水の変化が草場の成長を阻む悪影

響を知ってはいるが、単独の個別の家庭のみでは有

効に対処することができなかった。彼らが選択できる

のは、いかに自分たちの区画内のわずかな草を守る

かという点のみであり、さらにその草も不足している。

個別家庭が市場経済と向き合う時、市場は自らが

制する力を遙かに超えており、有効に対処できること

はほとんどないことを知る。現在、牧民としては牧草

市場から引き起こされる問題が最も重要であるが、

かつての遊牧生活にはもともと存在しなかったもので

ある。牧民が牧草市場に関わる時、彼らは 2 つの不

確定要素と向き合わなければならない。1 つは価格

の不確定性である。彼らはいつ牧草が大幅に値上が

りし、いつ値下がりするか知ることができない。近年

牧草は全て中間業者を通して嘎査に届くが、毎年、

そして季節ごとに牧草の価格は変動している。牧草

の価格は牧民の生活上極めて重要であるにもかか

わらず、牧草の価格は彼らにとって完全に不確定で

あり、彼らが知り得ている唯一のことは牧民が牧草

を必要とする時期になればなるほど牧草の価格は上

昇するということである。2 つ目の不確定要素は牧草

の需要と供給のバランスである。牧草の需要は家畜

の数量に制約されるのみならず、天気の制約をも受

ける。天気が予想された以上に劣悪になった時期は、

牧民は高価な補助餌を購入せざるをえなくなる。天

気は市場よりも大きな不確定性を具えてすらいるの

である。

市場と気候の二重のリスクに向き合いながら、牧

民は相互協力を通して災害を防ごうとしている。31

戸の調査票調査で、もし干ばつが続くと、草場をより

明確に区画整理して個別家庭の土地利用権利を厳

格に区分すべきか、もしくは相互協力を強めるかと質

問をしたところ、19 人の回答の内 18 人が相互協力

をすると答えた。ここから言える重要な点は、草場に

おける個別家庭による土地権利の明確化を干ばつ

の対応策と考える牧民は一人もいなかったことだ。土

地権利の細分化の方策は、まさに政策立案者が唱

道してきたものだという点は注目されてよい。

上述の分析は牧草地管理の制度の改善が，干ば

つ化が進む気候変動の影響を少しでも抑えるのに有

効となり得るということをあらわす。基層の地域社会

では、より柔軟な放牧システムを構築して、気候変化

が牧畜に与える影響に対応すべきである。このため

により多くの地域社会での公共資源の管理に注目し

なければならないが、生産の請負制が牧場を破壊し

ていることを認めるのは簡単ではないだろう。
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社会制度变迁与气候变化：
一个草原牧区的案例∗

王  晓毅

摘要：
气候变化对人类社会产生了重大的影响，

但是气候变化是如何产生影响的，气候变化与

社会制度之间的关系如何，这些问题还缺少具

体的讨论。本项研究通过内蒙古一个草原社区

的案例说明，不适当的社会制度变迁是如何加

剧了气候变化的危害。作为中国最大的陆地生

态系统，中国的草原面临着严重的退化，随着

牧民定居、草原分割和市场化，草原社区抵御

干旱的能力降低，从而加重了干旱的影响。在

干旱和制度变迁共同作用下，牧民生计陷入不

可持续的境地。

关键词：
气候变化 脆弱性 牧区

气候变化对全球产生了越来越严重的影响，

但是气候变化是如何形成灾害的，特别是灾害

形成过程中，社会制度安排是如何发挥作用的，

现在的研究还明显不足。在有关适应气候变化

的研究中，更多地关注了适应气候变化的技术，

而对社会制度安排，关注不足（科学技术部社

会发展司：2011）。之所以出现这样的不足，

也是因为对于制度安排在气候灾害形成中的作

用机理的研究不足。本项研究试图通过一个案

例研究来揭示气候变化与制度安排是如何共同

作用，从而形成了灾害。

1. 导言

草原是中国最大的陆地生态系统，占国土

面积的 41%。中国草原的主体是位于中国北方

本项研究得到了中国社会科学院、福特基金会的资金支持，在调查过程中，余晓燕、侯李伟、

王娜娜都参与了部分调研和资料整理工作。克什克腾旗妇联和气象局也提供了大力支持，在

此表示感谢。作者感谢贡格尔嘎查的牧民，特别是苏日和图雅夫妇给我们的调查提供的大力

支持。在本文中，除了注明资料来源的，其他调查资料都来源于我们从 2010-2011 年间的 5

次调查。

∗

干旱和半干旱地区的北方草原和青藏高原高寒

草原。这两大草原对于中国，乃至东亚和东南

亚，具有重要的生态意义。青藏高原被称为中

国的水塔，是著名的长江、黄河、湄公河和布

拉马普特拉河的源头，在青藏高原上分布着众

多的河流，草原是保护这些水资源的重要屏障；

而北方干旱半干旱草原则保护了中国北方的农

村和城市免遭沙尘暴的侵害。

在过去的 30 年中，由于气候变化和人为

因素的影响，中国草原面临着严重的退化。据

国家环保部公布的数据， 2005 年中国 90% 的

可利用天然草场发生不同程度的退化，退化的

主要原因被认为是过度放牧和在草原上的过度

农业开垦、工业开发和樵采。（环境保护部：

2006）。草原退化加剧了中国荒漠化的威胁。

退化的草原，以及草原上干涸的湖泊成为沙尘

暴来源。国家林业局的数据显示，,截止2004 年, 

全国荒漠化土地总面积为 263.62 万平方公里，

占国土总面积的 27.46%，全国沙漠化土地面积

为173. 97万km2 ，占国土总面积的18. 12 %。

近年新增沙漠化土地中，主要的原因是草地退

化和沙漠化（国家林业局，2005）。到 2009 年，

尽管国家投入大量资金用于荒漠化防治，但是

荒漠化土地和沙化土地减少不足 0.5%（国家林

业局，2011）。

草原迅速退化的 30 年也正是草原牧区经历

剧烈制度变迁，原来共有的草原被承包到户，

并进而被围栏分割成小块；移动放牧逐渐停止，

代之以定居放牧和舎饲混合的饲养方式；与此

同时，气候变化和市场化对牧民正在产生日益

社会制度变迁与气候变化：一个草原牧区的案例



グローバル化の中の社会変容―新しい東アジア像を形成するために―

81 82

严重的影响。本报告以内蒙古东部地区克什克

腾旗贡格尔嘎查为例，探索三个相关的问题：

第一、气候变化为草原畜牧业带来了那些

风险？

第二、制度变迁和生计方式的改变对草原

畜牧业的脆弱性和弹性产生了什么影响？

第三、草原畜牧业如何适应气候变化？

本报告包括 5 个部分，第一个部分介绍研

究背景，包括研究地点的选择、研究方法；第

二部分描述气候变化的现状和对畜牧业的影响；

第三部分分析制度和生计模式变迁及其所带来

的脆弱性和弹性；第四部分将分析草原牧区的

适应方式；最后，我们将讨论这一案例的政策

含义。

地处干旱和半干旱地区的内蒙古草原，其

典型的气候特征是降雨量小、气候变化剧烈和

灾害多发。适应气候多变且土地贫瘠的自然条

件，产生了草原游牧（李文军：2010；敖仁其

等：2009）。近年来有关气候变化的研究表明，

内蒙古草原地区出现了明显的气温增高（宫德

吉，1995；陈素华、宫春宁，2005；王菱等，

2008）。但是对于草原环境影响至关重要的影响

因素降雨，却有不同的结论。宫德吉的研究表明，

中国气候特点之一是水热同步，即每年高温时

期也是降雨量比较多的时期，而低温时期也是

降雨量比较小的时期。但是近年来，这种状况

正在被打破，特别是近 40 年，在气温升高的同

时，降雨明显减少（宫德吉，1995；1997）。

但是也有的研究表明，近年来，随着气温升高，

内蒙古的气候正在变得暖湿，或者说经过变动，

降水正在逐渐稳定（李小兵等，2011；王菱等，

2008）。在内蒙古的半干旱草原地区，降水量

的变动比较大，不同的地区降水的变化呈现了

不同的趋势，但是总的来说并没有改变干旱半

干旱地区的特征，即降水量的变动较大，很不

稳定。

在过去的 30 年中，内蒙古草原正在经历着

快速的制度变迁，原有的以移动放牧为主要特

征的草原游牧已经被定居的畜牧业所代替，原

来共用的放牧场被划分到户，并被网围栏所切

割成小块，出现了草原的破碎化。在李文军的

分析中，恰恰是这种定居和草原的破碎化导致

了牧民应对气候变化能力的减弱，因为草原的

破碎化降低了牧民应对自然灾害的弹性（李文

军：2010）。

为了详细分析气候变化是如何影响草原牧

区，我们选择克什克腾旗贡格尔嘎查作为调查

点。这里的地理高度为海拔 1100 米，由于地处

内蒙古的东部，受到大兴安岭的影响，降水比

较丰富，年降水量在 300~350 毫米之间。年平均

气温 0-1℃，属于温寒半干旱气候区，植被为

天然草甸草原。近年来，干旱所导致的牧草减

产对当地牧民的草原畜牧业正在构成越来越严

重的影响。

嘎查共有草场 28 万亩，其中集体围的打草

场有4万亩，放牧场24万亩。草场分为冬草场（当

地人叫“沙窝子”）、夏草场和春秋草场，面

积大约分别占全部草场的 30%、10% 和 60%。

嘎查有 100 多户人家，其中在住的有 80 多户，

除了少数仍然居住在冬草场的牧民外，其他都

分布在春秋草场的 5 个居住点。嘎查现有牲畜

7000 头只左右，主要是牛和绵羊，其中牛占约

30%，绵羊占约 70%，此外还有骆驼 200 多峰和

70 多匹马。

在 1980 年代初集体经济解体以前，这里基

本上采取的是移动放牧的方式，牲畜按照不同

季节分别被放牧到不同的放牧场。进入 20 世纪

的 80 年代，草场被划分到户，牧民逐渐开始定

居下来。同时原来共同使用的草场被承包到户，

并通过国家项目的支持，牧民逐渐开始将自己

的草场围封起来。与内蒙古大多数的草原牧区

一样，这里也面临着草场退化、牧民生计困难

的问题。决策者往往将草原的退化归因于牧民

过牧，而牧民往往将其归因于干旱。我们的调

查表明，气候变化带来了草原的困难，而不适

当的制度安排加剧了这种困难的程度。

我们的调查采取了两种方式进行，首先是

牧民访谈，对大约 30 个牧民进行了访问，访问

主要包括两个方面，一个方面是嘎查的历史，

特别是草原利用的历史变化；另外一方面是牧

民家庭生计状况。与此同时，我们还通过问卷

调查收集了部分定量资料。问卷调查共收集 31

户问卷资料，因为调查是非随机抽样的，因此

我们这里只是用问卷调查资料反映生计变化的

总体趋势。

2. 气候变化和草原生态环境的脆弱

从克什克腾旗的气象资料看，这个地区正

在经历气温升高和降雨减少的过程，但是年际

之间波动比较大。

图—1  克什克腾旗年均气温距平图 （资料来源：克什
克腾旗气象局）

从图—1中我们可以看出，从 1990 年以后，

气温开始逐渐升高，特别是在 2000 年以后，年

气温一直高于平均气温。尽管年度气温有波动，

气温上升的趋势是比较明显的。但是从下图来

看，尽管降水总的趋势是在减少，但是减少并

不明显。首先，减少的幅度很小，2000 年以后

总的趋势是在减少，但是仍然围绕着均线在波

动；其次，极值也并没有超过历史上的极值。

图—2， 克什克腾旗降水变化图（资料来源：克什克腾
旗气象局）

但是，这种变化与牧民的感觉有很大区别。

在牧民的描述中，过去的 10 年是持续的干旱时

期，而且越来越严重，而这是牧草生长量大幅

度下降的主要原因：

过去 10-20 天就会下一场雨，草长得可高

了，现在的草 [ 产量 ] 不到过去的一半；

过去 5-6 年，牧草返青至少晚了半个月。

由于春天冷，草出芽以后，晚上会被冻死；过

去 3 月中旬转暖、4 月返青，清明节牲畜就饱青

[ 草 ] 了，现在，5月还可能下雪呢。

夏天主要是高温，特别是在 7-8 月份。头

伏和中伏几乎都不下雨，一般是到末伏以后才

开始下雨。

-------- 牧民访谈

除了春季气温偏低少雨；夏季高温少雨等

影响牧草生长的气候因素变化以外，地表水和

地下水的减少也很明显。有两条河流经贡格尔

嘎查的夏草场，分别是贡格尔河与沙林河，现

在两条河的来水量明显减少了，在夏季有时候

甚至会断流。但是河水的减少并非是降雨减少

的结果，主要是上游的采矿业所导致的。上游

为了满足工业用水，经常减少下游的供水。地

表水的减少进而导致地下水位下降，许多天然

湖泊都干涸了。地表水的减少首先影响了草原

利用，过去牲畜都集中到沿河的夏季草场，但

是现在河水不足经常影响夏季牧场牲畜的饮水，

在河水断流的时候，夏季牧场的牲畜甚至不得

不退回到春秋草场。

地下水位下降导致了土壤抗旱能力的降低。

老牧民扎拉增说，过去每次下雨，地表水向下

渗透，与地下的湿土层可以接上，但是现在却

接不上了。由于地下水位下降，每次下雨以后，

上面的土壤和下面的湿土层之间总会有干土层

隔在中间。这导致了土壤本身抗旱能力的降低。

在他看来，过去也发生较长时间不下雨，比如 1

个月不下雨，但是由于地下水位比较高，牧草

受到的影响比较小；现在由于地下水位下降，

或者如他所说，土壤是干的，遇到同样时间不

下雨，牧草生长所受到的影响要大很多。
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干旱在很大程度上是降雨减少，或者不能

适时降雨所引起的，但是地表水和地下水的减

少使土壤本身抗旱的能力减弱，其直接的后果

是草原产草量的减少。我们缺少观测数据说明

5 年或 10 年前的牧草产量，所以我们请牧民估

算草产量降低的情况，28 位牧民中有 50%（14

位牧民）认为比较 5 年前，牧草的产量减少了

60-80%；在 24 位牧民中，有 63%(15 位 ) 牧民

认为比 10 年前草产量减少了 80% 以上。牧民举

打草场为例，过去每亩可以打 200-300 斤草，

近两年都不足 50 斤，在 2010 年甚至因为无草

可打而开放作为了放牧场。不仅牧草的产量降

低，而且牧草的种类也急剧减少，在问卷调查中，

共有 29 位牧民回答了有关牧草种类的问题，都

认为牧草的种类明显减少，而有毒的草在增加。

3. 承包和牧民可利用草场面积的减少

在降雨和地表水减少的双重压力下，草原

的产草量大幅度下降，而与此同时，牧民定居

和承包制度在草原牧区被迅速推广。关于游牧

和定居对草原保护所起的作用许多争论，我们

在这里不想更多地讨论这个问题，但是从贡格

尔的调查来看，承包和定居导致了牧民可利用

草场面积的大幅度减少。

在草原游牧时候，贡格尔牧民有三块草场

可以在不同季节利用，其中特别重要的是位于

浑善达克沙地的冬草场。尽管冬草场的草场面

积比春秋草场的面积小，但是由于沙地的地下

水位比较高，所以产草量往往比春秋草场高。

受到沙丘和树木的保护，冬季沙地的气温往往

要高于草原（一种说法要高出 7-8 度），所以

沙地被称为“冬窝子”，每年牧民在那里放牧4-5

个月。但是在牲畜和草场承包以后，冬季牧场

被逐渐放弃，除了在沙地里面继续居住的 6 户

人家以外，很少有牧民利用冬季牧场了。

冬季牧场被放弃首先是因为承包以后畜群

缩小。传统的畜群都有数百只，乃至上千只牲畜，

每个畜群由一个或者两个牧民放牧。尽管牲畜

可能数量比较多，但是直接放牧牲畜所需要的

劳动力有限。在牲畜承包以后，每个家庭成为

独立的经营单位，畜群数量增加而规模缩小，

这导致放牧所需要的劳动力增加。受制于家庭

劳动力供给的不足，许多牧民放弃了冬季牧场，

而继续留在春秋牧场过冬。

牧民放弃冬季牧场还因为定居。1980 年代，

大多数的牧民放弃的游牧生活，转而定居在春

秋草场，之所以定居在这里是因为交通便利，

草原面积比较大。定居以后，主要的生产和生

活都围绕着定居点开展。像游牧时代一样举家

迁往冬季草场已经很困难，因为在定居的家里

还有很多事情要做。

保护成本的提高也是放弃冬季原因之一。

传统上的冬季牧场在夏季是不能放牧的，但是

由于多数人已经迁移到春秋草场，一部分人将

冬季牧场出租给其他嘎查的人，他们可能一年

四季都在冬季牧场放牧，在没有看管的情况下，

他们经常将自己的牧群放牧到其他人的草场上。

而且周边嘎查的牧民也在觊觎贡格尔的冬季牧

场。由于整个地方制度的缺失，周边嘎查的牧

民总会利用贡格尔疏于防范的时机越界进入贡

格尔的冬季草场。缺少保护的冬季草场经常在

冬季到来之前就已经被消耗，这也是大部分牧

民放弃利用冬季草场的原因之一。

夏季牧场位于两河边，虽然面积并不大，

但是由于水源充足，牧草生长的更好，加上夏

季的河流可以提供饮水，所以在夏季，牲畜都

会被放牧到夏牧场。当牲畜在夏季牧场的时候，

春秋草场的到了恢复生长的时机。但是现在因

为夏季河水不足，而且定居以后牧民要在家里

挤奶，所以即使在夏季，牛也仍然被留在春秋

草场。夏草场只是偶尔用于放羊。

事实上，在承包和定居以后，除了少量的

家庭仍在继续利用冬季牧场和夏季牧场，游牧

已经基本停止了。随着游牧的停止，贡格尔牧

民所能利用的草场面积比较过去大大减少了。

大量牲畜全年集中在春秋草场上采食，草原不

能得到有效的休息和恢复，这无疑加剧了干旱

带给草原的问题。

面对这种现状，牧民不得不减少放牧，增

加人工饲喂。在游牧时代，牧民每年只需要储

备很少的干草用于补饲幼畜、病弱牲畜和临产

前的母畜。但是在 2000 年前后，牲畜补饲的时

间不断增加，不仅幼畜、病弱牲畜和母畜需要

补饲，在冬季所有的牲畜都需要补饲。据说在

10 年前开始补饲的时候，每年喂草的时间还比

较短，只需要 2-3 个月，冬季还可以放牧。；

而 2005 年以后，特别是 2009-2010 年，补饲的

时间在不断延长，有时甚至要长达半年时间。

根据牧民的计算，如果不是为了育肥，而是简

单地维持牲畜不被饿死，以等待来年牧草生长，

那么每只羊每天至少要补充 1.5 公斤牧草，而

一头牛要补充 5 公斤以上的牧草。如果说过去

牧民主要依靠天然草场放牧，现在贡格尔的牧

民越来越依靠人工喂养。但是问题在于所需求

的大量牧草从何而来？

早在 20 世纪 80 年代之前，贡格尔已经开

始打草。嘎查有 40000 亩打草场，如果按照正

常年景每亩可以打草 200 斤推算，可以打草 800

万斤，2010 年嘎查的牲畜数量还比较多，有牲

畜牛 4000 多头，羊 5000-6000 只，每天大约可

以消耗牧草不超过 10 万斤，即使在实行休牧禁

牧以后，人工喂草的时间延长到 2-3 个月，依

靠打草也可以维持牧业发展，只是在生产成本

中增加了打草用的机器和柴油的成本。但是干

旱却导致了打草场无草可打，2010 年的干旱，

放牧场草产量很低，不足以支撑放牧，而贡格

尔河与沙林河的不时断流也影响了牧民利用夏

季草场；同时打草场因为草长得过于低矮而无

法打草，冬季的牧草只能靠买草。

租赁打草场比直接购买牧草的成本要低，

但是越是干旱时期，租赁草场越困难，在 2009

看 2010 年间，租赁打草场的牧民越来越少，

2009 年还有 10 户牧民租赁了打草场，共打了将

近 35 万公斤草，到了 2010 年只有 5 户租赁了

打草场，打草量也只有 12 万公斤。当牧草的生

产减少以后，除了直接购买牧草以外，牧民的

选择很少。但是大量购买牧草会给牧民带来什

么结果呢？

4. 市场化条件下的资源流动

在干旱、放牧面积缩小和定居的多重影响

下，购买牧草似乎成了牧民唯一的选择。2009年，

在所调查的 31 户中，有 25 户购买了牧草，平

均购买牧草 4 万多斤，而到 2010 年，有 29 户

购买了牧草，平均每户牧草购买 6万多斤。

表 1  调查户购买牧草情况

调查户数

31

2009 年

购买牧草

户数

25

平 均 每

户 购 买

量（斤）

55000

2010 年

购买牧草

户数

29

平 均 每

户 购 买

量（斤）

62000

如果从资源流动角度看，游牧和购买牧草

都是资源的流动，游牧是牲畜游动到有水草的地

方以平衡地利用资源，而购买牧草则是通过牧

草的流动，满足因气候而带来的牧草资源不足。

但是这两种不同的方式却有着完全不同的社会

意义。游牧是建立在互惠基础上的，特别是灾

害时期的走敖特尔制度，在一方遭受自然灾害

的时候，他们可以通过无偿地使用其他牧民的

草场，减少灾害损失；但是在买草喂畜的时候，

灾害越严重，牧草的价格就会越高。2009 年的

秋季，牧草大约 0.36 元一斤，到 2010 春季就

达到了 0.80 元多；到 2010 年秋季，牧草价格

略有下降，平均 0.32 元。牧民说，在 2009 年

到 2010 年的那个冬季，由于雪灾和春天牧草返

青晚，所以大多数的牲畜都不得不增加牧草，

而这时的草价几乎涨到 1 元钱一斤。为了让牲

畜度过冬天，不管多贵的也不得不买。现在饲

养一只羊，仅购买牧草平均就要 160 多元。而

且仅仅饲喂牧草并不能使牲畜健康地成长，还

需要补充饲料，特别是玉米。据牧民估算，每

只羊仅草料成本，如果只是维持牲畜的生存，

平均算下来每天也需要 1.5-2.5 元。

牧民的牲畜多数都是自繁自育，也就是说

每年出售一个牲畜，而饲养的成本是两只牲畜

的成本，不仅要把幼畜喂养到可以出售的大小，

还要喂养母畜以保证牲畜的繁殖，如此算下来，

尽管近年来牲畜价格提高的很快，但是牧民的

社会制度变迁与气候变化：一个草原牧区的案例
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收入十分有限，在 2009 到 2010 年之间的那个

冬天，牧民说自己根本就没有赚钱，很多是赔

钱保畜了。买草养畜使低成本的草原畜牧业正

在成为高成本的产业，而最主要的成本就是买

草，这可能是政策的设计者不曾想到的。

畜牧业生产成本现在已经在牧民收入中

占到了很大的份额，牧民的收入中，差不多有

50% 被用于再生产。在下表中我们可以看出，

畜牧业的生产成本，而其中最大的支出就是买

草买料。

表 2 牧民支出构成 （2010）

买草

买料

买牲畜

建设维修（棚圈，围栏）

油钱（包括打草）

牲畜治病

其它

总计

花费（元）

22617

2676

0

1741

2776

1622

2324

33757

百分比 67%

67%

8%

0

5%

8%

5%

7%

100%

如此高的成本使草原畜牧业变得非常脆弱。

牧民在传统上很少积攒现金，他们的收入和财

产主要是畜群，为了满足买草的需要，缺少现

金的牧民只能通过借贷和赊销两种方式。在所

调查的 30 个牧户当中，有 25 户有借贷，最多

的借贷 15 万元，最少的 1 万元，平均每户 3.85

万元。

表 3 牧民 2010 年贷款（30 户，包括无贷款户）

2010年借贷（元）

户均

借贷

38533

总计

1156000

最大值

150000

最小值

0

借贷和赊销是牧民解决资金需求的传统方

式。但是由于两个因素的加入，借贷和赊销使

农民的生活开始变得更加脆弱。第一个因素较

高的借贷利息；第二是牧民纯收入的减少。

赊销是牧民最经常采用的解决现金不足的

方法，比如牧草可以先运进来，等到有钱的时

候再付钱。这种方式本来可以缓解牧民的资金

困难，但是由于赊销往往伴随着一些条件，比

如在商定的时间内不能还款，那就要支付利息；

而且往往为了能够赊销到所需要的物资，牧民

往往要支付比较高的价格。

半官方的农村信用社牧民贷款的主要来源，

但是信用社的贷款并不能解决所有牧民的需求，

特别是一些紧急的资金需求。民间借贷很普遍。

在 30 个被访问户的 115.6 万元贷款中，差不多

有 20% 的贷款来自民间借贷。由于借贷普遍发

生，推高了民间借贷的利率。在牧区的民间借

贷中，年利率在 24% 到 36% 之间，即使是农村

信用社的贷款也接近 10%。

对于贡格尔嘎查的牧民来说，每户将近 4

万元的借贷是一个沉重的负担，因为这已经是

牧民毛收入的 50% 以上，纯收入的 3.5 倍。因

此我们看到，尽管畜产品的价格在不断上升，

牧民的毛收入也在增长，但是纯收入并没有明

显增长，欠债的牧民反而在不断增加。

表 4 2010 年牧民收入—支出

户均金额（元）

收入

80993

支出

（不包括还贷）

69088

盈余

11905

在被调查的31户中，有11户是入不敷出。

于是形成了一个借贷 - 还账 - 借贷的怪圈。由

于大部分的牧草和生活用品都是赊销的，所以

牧民在出售畜产品以后不久就将大部分所得用

于还债，随着购买牧草和生活用品，他们又重

新借贷。债务在不断累计，还债就越发困难。

按照苏日的说法，过去在春节之前就没有欠债

的，过了春节，孩子们要去上学，一些家庭开

始借债。但是现在在春节前就有差不多 20-30%

的牧民欠债，到 3 月份孩子上学的时候，已经

50-60% 的农民欠债了。甚至杂货店的小老板也

抱怨，10 年前刚开店的时候，只有不到 10% 的

牧民欠款赊销，现在有 50% 的牧民是经常赊销

日用品的，其中有20-30%的牧民当年无法还款。

一些牧民甚至因为欠账太多且不能按时还款，

被各种商店拒绝再赊销给他。

沉重的债务负担使农民不得不减少牲畜。

尽管政府一直在提倡减畜以维持草畜平衡，但

是效果有效。而饲养的困难使得牧民不得不减

少牲畜。从 2006 年到 2011 年，每户拥有的牲

畜数量总体呈下降趋势，特别是2010-2011年，

下降幅度很大。 在 5 年的时间里面，牲畜减少

了大约 60%。

调查户牲畜拥有量

牛的数量（户平均）

羊的数量（户平均）

2011 年

30.3

88.7

2010 年

44.7

116.6

2006 年

51.3

132.5

按照苏日的说法，现在嘎查内有 20 多个无

畜户，他们的日子过得很难。按照达赖的说法，

现在嘎查内有 30% 的牧民家庭入不敷出，如果

没有特殊的办法，他们已经很难翻身了。

5. 简单的结论

比较农耕地区，草原牧区的自然条件一直

是极为恶劣的，降雨稀少且多变，自然灾害频繁。

在过去的半个世纪中，通过国家和牧民的投入，

草原牧区的各种基础设施的到了很大改善，比

如雪灾是草原牧区的主要灾害之一，通过修建

草库伦，牧民可以储备更多的牧草从而可以在

冰雪灾害中保持牲畜的存活；通过打井使得过

去许多无水草原得到了利用，通过修建暖圈使

幼畜的成活率大大提高。这些措施无疑使牧民

对抗自然灾害的能力大大提高，但是为什么在

基础设施不断改善的条件下，牧民的畜牧业生

产变得更加脆弱了？我们不得从制度方面分析

其原因。

我们将目前的草原牧区与过去的牧区进行

对比，会发现伴随着一系列的制度变革，市场

已经逐渐地成为社会的主导力量，而在市场经

济中，个体家庭的力量受到了特别的强调，社

会群体的力量被压抑，从而形成了脆弱的社会

结构。可利用草场面积之所以越来越少，是因

为在牧区社会中没有了必要的社会分工、缺少

了生产中的互助，单独的家庭成为面对草原灾

害的主体。弱小的家庭不能将他们的牲畜放牧

到属于他们的冬季牧场去，也无法有效地利用

他们的夏季牧场。他们可以感受到地下水、地

表水变化带来的影响，但是单独的家庭所能选

择的只是如何保住自己围栏内的一点草，当那

些草不够用了。

当他们必须面对市场的时候，发现市场是

远离他们，他们自己无法操控的。对于牧民来说，

最重要的有两个市场，第一个牧草市场，这是

原来不曾有过的，在进入牧草市场的时候，他

们必须要面对两个不确定因素，第一个是价格

不确定，不知道在什么时候牧草会大幅度涨价，

什么时候会降价。近年来牧草都是通过中间商

运到嘎查，每年、每个季节草价都会发生变化。

与牧民生活至关重要的牧草价格完全是不确定

的，唯一可以确定的，就是牧民越需要牧草的

时候，牧草的价格就会越高；第二个不确定的

是牧草的需求。因为牧草需求不仅受到牲畜数

量的制约，而且也受到天气的制约，当天气变

得异常恶劣的时候，补饲就成为牧民的唯一选

择。然而天气甚至比市场具有更大的不确定性。

面对市场和气候的双重压力，牧民希望通

过合作来共同抵御灾害。问卷对 31个农户询问，

如果继续干旱，是应该将草场划分更清晰，还

是要加强合作，结果有 19个人回答了这个问题，

其中 18 个人的回答是要合作，另外一个人回答

说其他方式。这里给出的关键信息是，没有一

个牧民将草场的产权清晰作为应对干旱的策略，

而这正是决策者所极力倡导的。

上述分析表明，改善制度安排可以有效地

降低气候变化的影响。在基层社区，应该建立

更为灵活的放牧制度以应对气候变化所产生的

影响；为此需要更多地关注社区层面的公共资

源管理，而非简单地通过承包使牧场破碎化。
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県級市
1

の実践からみた中国社会現代化の軌跡

       ――江蘇省太倉市の事例分析を中心として

王  春光

はじめに

太倉市は江蘇省の東南部、長江南岸に位置し、蘇

州市に管轄されている。東南地区は上海市嘉定区と

宝山区に隣接する。また、太倉市を含む蘇州、無錫、

常州は蘇南地域を構成し、現代中国の経済発展に

おいて「蘇南モデル」を提示している。

太倉市は、中国東南部の沿海地域において率先

して工業化、都市化が推進された県級市である。過

去 30 年の間に太倉市は中国国内で最も経済的発

展を成し遂げた地区であり、社会的にも確実な進歩

を遂げた。2007 年の第 17 回党大会で、基層の民主

主義を発展させるために、「行政管理と基層自治組

織とは連携し相互の協力の実現」に努力することが

指示された。太倉市は 2008 年に全国に率先して活

動をはじめ、「政社互動」とよぶ行政組織と民間団体

とが連携する体制を整備した。また、社区の活動を

育成するために、政府と市場と社会組織が一体とな

って支援する「三社聯動」の活動も推進され、太倉市

は都市改革の成功モデルとして全国的によく知られ

るようになった。

本稿は、太倉市における実践を通して同市の社会

現代化 2 が経験した総体社会から市場社会へ、そし

て行政社会へと向かう転換過程について検討する。

政府こそがかかる過程の主導者であり最も重要な推

進者であることを指摘し、中国が経験した特色を具

体的に示す。以上を要するに、太倉市における社会

の現代化の実践は中国の現代化の軌跡を観察し分

析する上で非常に適した地方のテクストであり、政府

が及ぼす強い影響の評価できる点と欠点とを見出す

ことができる。最も重要なことは、これらの欠点は中

国の現代化を今一歩推し進めるために取り組まなけ

ればならない問題や挑戦であり、これこそがまさしく

中国社会が直面する課題なのである。

キーワード：社会現代化、総体性社会、市場社会、

行政社会

過去 30 数年の中国における社会や経済に発生し

た変化において、常に用いられるのが「現代化」という

概念である。しかし、何をもって現代化を指すのか。こ

れを明確に指摘するのは難しく、学界においても常に

議論されるところである。そのため、アメリカのプディス

は次のように記している。「近代化という概念が普及し

たのは、決してかかる概念が学術交流の道具として保

有する明晰性や正確性によるものではなく、それ自体

が 18 世紀末から 19 世紀にかけて工業化や民族国家

の興隆に従い、社会生活の各方面に生じた転換に関

する曖昧で漠然としたイメージを概括し提示する能力

を有していたためである。もとより、これらのイメージは

充分な説得力をもって証明されており、そのために「近

代化」という概念がもたらす現象が確実に存在すると

いうことは万人の認めるところになっている」3。過去 30

数年の間に中国東部に位置する県級市に生じた変化

は、間違いなく人々の近代化に対する「曖昧で漠然と

したイメージ」に合致したものであると言えよう。そして、

レベル（日本の郡に類似）の市であるが、実態は大都市に併合された地方都市。

modernization を一般社会学の文脈では「近代化」と記し、中国社会の文脈の中では「現代化」

と記した。

（米）ディーン ･C･ プディス「現代化理論与社会比較研究的批判」（シリアル ･E･ ブレイ

ク編『比較近代化』、上海訳文出版社、1996 年、93 頁）を参照。

1

2

3
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グローバル化の中の社会変容―新しい東アジア像を形成するために―

89 90

それは中国の現代化を展開する過程を証明するもの

でもある。すなわち、社隊企業（人民公社や生産大隊

が経営する企業）が農村の工業化を開始したことによ

り、小都市の発展が促進され、引き続き、大規模な企

業誘致を行うことで外資が導入され、工業化がより深く

推進された。また、小都市が促進した社会の変遷は、

都市と農村の一体化という中規模都市の都市構造を

示すこととなった。

１. 社会現代化（近代化）の定義

従来、中国社会の現代化の概念については明確

な共通認識が存在しなかったと言ってよい。1950 年

から現在にかけて、中国の現代化に対しては異なる

定義が存在した。すなわち、1954 年には工業、農業、

交通運輸業及び国防の現代化が提起され、1964 年

には現代工業、現代農業、現代国防、現代科学技術

の四方面において現代化が唱えられ、1979 年にも

四方面で同様に提起された。これらには各々異なる

ところが存在する。近代化理論の発生に着目して考

えると、現代化の概念には、二つの糸口が存在する

ことがわかる。一つには欧米の近代化から総括され

る方向であり、今ひとつには発展途上国に対する注

視と分析から理念化された方向である。

近現代における西洋社会と人文科学が担うべき重

要な命題とは、それらが存在する時代の社会・経済

・政治・文化上に出現した変遷をどのように解釈及び

分析するかである。その最たるものが、ヨーロッパに

おける啓蒙活動以来の西洋社会の発展、そして全て

の人類社会の発展を如何に解釈するかを巡ってであ

り、長期間にわたる論争と研究とが展開された。アメ

リカの社会学者ブレイクの分析に基づけば、近代以

来の社会の発展に対する内省の過程において、まず

は進歩的概念でもって神学的解釈に代替し、ヨーロッ

パが近代を迎えた以降は、理性的能力が社会の進

歩と発展とを推進したと解釈する。続いて、精神理念

でもって人類社会を解釈したが、それは例えば、哲

学者ヘーゲルは、歴史とは自由原則という精神理念

が障害を絶えず突破することで獲得した発展の過程

であると述べた。そして、マルクスは、下部構造と上

部構造の弁証法でもってヨーロッパ社会の発展を解

釈した。これらの命題は総じて近代西洋の社会的発

展を雛形として、無意識のうちに「西洋中心論」の西

洋化や西洋文明の観点が底流となっている。ブレイ

クは「西洋が依然として抱く観念は、世界中の他のあ

らゆる伝統文化に確実に取って代わるということであ

る」4 と述べている。こうした観念を共有していたが故

に、西洋の研究者の多くは、ヨーロッパの近代化を総

称して「西洋化」と名付けたのである。また、1980 年

代まで大多数の人々によって支持された解釈及び分

析に関する枠組みが存在したが、これこそが近代化

（modernization）なのである。

近代化理論を産み出したもう一つの思考は、西洋

及び発展途上国の研究者たちによる発展途上国へ

の注視及び解釈からなっている。1950・60 年代のア

メリカの一人の社会学者は、非欧米的発展に向かっ

た国々へ研究の照準を定め、近代化理論でもってそ

れまでの「西洋化」という視点を転換しようとした。そ

して、非西洋社会における発展経路を考察したので

ある。特に発展途上国の発展過程の研究を行う研

究者からすると、近代化とは発展途上国の発展経路

における諸問題を特に指示したものなので、欧米は

すでに近代化を終えているために近代化という問題

は存在しないと考えられた。したがって、彼らによれ

ば、近代化理論とは、欧米の発展過程で結論づけら

れた理論ではあるものの、欧米の先進国の発展とは

直接関係しないとするのである。かかる意味から判

断するに、近代化理論とはある種の発展理論とみな

すことができよう。

近代化理論の中でも最も頻繁に現れるのが、伝統

と近代、先進と後進、科学技術、組織、工業化、都市

化といった概念であろう。ある観点から見れば、近代

化とは伝統社会から近代社会へと転換していく過程

であり、最終的に近代性を備えた社会を実現するこ

とであるとされる。かかる過程のうち、科学技術の進

歩が果たした役割は極めて重要であり、社会の組織

形態に明らかに変化を生じさせることになった。まさ

しく、アメリカの政治学者サミュエル ･P･ ハンティント

ンは次のように総括した。すなわち、「大多数の近代

化理論に関する研究者は、近代社会と伝統社会の

主要な区別について、近代人の自然環境と社会環境

に対するより強引なコントロール能力にあると主張す

る。そして、かかるコントロール能力も科学と技術知

識の拡大という基盤のもとに成立したものである」5 と

記している。また、研究者の中には、伝統社会と近代

社会との差違を列挙し、そこでハンティントンの見解

を更に敷衍している。例えばフランク ･ サッド 6 はこ

の両社会の特徴について、「大多数の人々に受け入

れられる」、「『伝統』社会と『近代』社会の区別は M. ウ

ェーバーと T. パーソンズらの理論から推測すること

ができる」7 と概括する。ウェーバーとパーソンズの見

解に基づけば、近代社会と伝統社会の最も大きな区

別は社会組織に関する原則の差違に求めることがで

きよう。具体的には、伝統社会は特殊性や先天性と

いった原則に則って社会を組織しており、現代社会

は普遍性及び後天性などの原則を通して社会を組

織しているのである。これに対して、中国の哲学者で

ある梁漱溟は、中国は西洋の職業分化や階級分化

と異なる点を特徴とすると定義づけている。この定義

は、中国社会には西洋近代社会と異なった性格があ

ることに注目し、その差異を明らかにしようとしたとこ

ろに意図があった。

ナイジェリアの政治学者であるジェームス・オコ

ンネルは、3 つの視点から近代化が内包するもの

について詳述している。第 1 は、因果関係を分析

する方法は近代化理論の核心であるが、これは実

際には科学技術によって発明され創り出された方

法である。第 2 には、道具と技術の急速な革新で

ある。第 3 は、社会構造における柔軟性と連続性

を誰もが認めるようになったことである。つまり、オ

コンネルの言を借りれば、「ある社会が充分に伝

代化を達成しようとすれば、自己に対する十分な

信頼、変革を歓迎する社会構成員に対する信頼

感、改造は可能であるが破壊には到らない社会構

造に対する信頼感」8 である。ルドルフ夫妻はより

具体的に近代性が内包するものを描出している。

「『近代性』の意味とは以下の通りである。即ち、地

方の連帯感や地域性といった視点を全地球的観

念と普遍的態度へ転換する。功利・計算・科学と

いった真理でもって感情・神聖・非理性的といった

思想を圧倒する。社会と政治の基本的な単位は集

団ではなく個人に置く。人類が生活及び労働を行

う上での相互的な関係性は出身に依拠したもので

はなく選択に基づくものである。物質環境や人類

環境への対峙は、決して天命に任せているのでは

ない。同意は選択され獲得されることであり、決定

や承認が強制されるのではない。労働は業務組織

の中で行われるのであり、家庭、居住地、地域社

会の中で行われるのではない。成年期を引き延ば

すことで、若者は彼らが担うべき任務と責任に対

する準備を行う。人類の寿命が長くなると、年長者

は多くの権力を若者に託し、男性は彼らの権力を

女性に任せるようになる。人類はもはや民族分離

を行わず、社会と政治の中で共通の人間性に気

付く。政府は、人間を超越した権力の象徴ではなく、

一般人にとって立ち入ることのできないものではな

米）サミュエル ･P･ ハンティントン「導致変化的変化：現代化、発展和政治」（シリアル

･E･ ブレイク編『比較現代化』、上海訳文出版社、1996 年、42 頁）を参照。

（米）サミュエル ･P･ ハンティントン「導致変化的変化：現代化、発展和政治」（シリア

ル ･E･ ブレイク編『比較現代化』、上海訳文出版社、1996 年、42 頁）より転載。表中の説

明は理解が比較的困難であり、恐らくは飜訳の問題であると思われるが、詳細に読解すれば、

基本的な意味は理解可能である。

（英）コリン･ロイズ「塞繆爾･亨廷頓与「経典」現代化理論的終結」（ハンティントン等著『現

代化理論与歴史経験的再探討』、上海訳文出版社、1993 年、374 頁）を参照。

（ナイジェリア）ジェームス ･オコンネル「現代化的概念」（シリアル ･E･ ブレイク編『比

較現代化』、上海訳文出版社、1996 年、25 － 29 頁）を参照。
（米）シリアル ･E･ ブレイク編『比較現代化』、上海訳文出版社、1996 年、3頁。
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く、参加や承諾、民衆に対する責任を負うことでも

って基礎とする。」9

ウェーバー、パーソンズ、或いはサッド、オコンネル、

ルドルフ夫妻といった近代化理論の研究者は、近代

社会或いは近代化に対して共通の見解を持つ。すな

わち、科学技術が開発刷新されるに従い、人類が手

にする環境に対するコントロール能力がより高度に

なり、そのため社会組織の形態、職業構造、権力構

造、男女関係、更には健康や生命といったものに影

響を及ぼすようになったという点についてである。し

かし、近代社会は突然にこのようになったのでなけれ

ば、伝統社会との関係を完全に断ちきったものでも

ない。むしろ、比較的長期間の変遷を通して実現した

ものと言える。これにより、ハンティントンは近代化の

過程について、研究者は意識すると否と 9 つの特徴

に対して一致した見解を持つに到ったと指摘してい

る。すなわち、近代化とは革命の過程、複雑化、系統

化、全地球化、長期化、段階化、同質化、不可逆化、

進歩の過程である。10 上述の指摘に基づき、彼は成

長、公正、民主、安定、自主性といった近代化におけ

る五大指標を提出した。

以上に述べてきた近代化に関する学説は、西洋中

心主義の色彩を帯びたものであり、伝統と近代いう

二つの社会は決して断裂したものではないという事

実を無視していると批評されてきた。しかし、これらの

学説は依然として学界及び各国の政治家たちに好

意的に受け入れられている。これらの学説に内包さ

れる優れた視点と分析とが密接に結びついているの

で、欠陥があってもそのすべてを捨て去ることはでき

ないし、それが重視されている特徴的視点を認めざ

るを得ないのである。ここで重要なことは、厳密に取

捨選択を行い、具体的止揚を進めていくことであり、

その全てを否定することではない。そもそもまず第１

に、近代化とは人類文明が近現代における進歩の具

体的な表現とプロセスを表している。第２に、近代化

の過程において各国はそれぞれ一定の独自性を有

しているが、同時に普遍的なものも存在している。こ

れは近代化というプロセスを進むことにより出現する

ものである。第３に、社会現象の特殊性と普遍性との

間は対立とか一致という形態ではなく、相互に構築

するプロセスなのである。そのため、世界には多様な

近代性が創り出されるのである。ここで重視すべきは、

普遍性と特殊性に関する問題について議論を重ねる

ことではなく、現存する近代化理論の中から、太倉市

の社会の現代化における独特な視点及び観点とを

分析し研討しようとすることにある。当然のことながら、

これもまた特殊性と普遍性の相互媒介的なプロセス

を表出させるのである。

近代化とは科学技術が発明し押し広めてきた経済

発展及び社会組織の様式であり能力変化の過程で

ある。そして、社会の近代化とはすなわち社会組織

の様式と能力変化の過程とを指すのである。ここで

示す社会とは、政治や市場に相当するものであり、

具体的には社会構造、社会組織、地域村落、家庭・

家族、社会関係、個人などを包含する。社会の近代

化の過程において、社会は政府（カトリックなどの神

権を含む）に隷属し依拠したものから自主性や自立

性を備えたものへと変化し、同時に政府と平等の地

位を獲得した主体となった。また、元来の封鎖された

状態から開放・流動状態へと変化を遂げた。更には

単純・二極化した社会構造から複雑で多様化した構

造へと転換した。そして、世襲階級から職業階級へ、

伝統的権威から多元的権威の併存状態へと変化し

た。このような社会近代化の過程における最も大き

な変化は、社会、政府、市場という三者の関係性の

変化に求めることができる。伝統社会においては、社

会と市場は何れも政府（君主権力）に隷属した存在

であり、その独立性は欠如していた。ヨーロッパの中

世及び中国の王朝時代には、社会と市場とはすべて

脆弱なものであり、まさしくイギリスの経済人類学者

であるポランニーが以下に述べるところと合致する。

すなわち、「市場が各国家の内部経済において演じ

る役割は、近代以前には総じて重要なものではなか

った」11 ということである。特にヨーロッパにおいては

科学技術の発展に伴い、非生物力が徐々に人々の

能力や貯蓄力に取って代わるようになり、社会と市

場とが独立するための基盤を確立したのである。特

に経済はめざましい勢いで発展を遂げ、市場の競争

力も大きく増大した。これにより、社会の発展をもたら

し、君主権力や神権による統制を突破する能力を手

に入れ、彼らの基盤を動揺させた。ここにおいて、近

代化の指標としてのイギリスの産業革命とフランスの

フランス革命とが起こったのである。これは実際には

社会と市場と政府という三者の関係を再編する過程

を示したものであり、かかる過程において、市場はそ

れ自身の独立した空間と能力とを獲得したのである。

本稿ではこの三者の関係における変容過程の中で

も、太倉市の社会の現代化のプロセスについて分析

及び検討したいと思う。

２. 改革開放と太倉市の社会の現代化

過去 30 数年の時間の経過から太倉市を眺め見た

際、太倉市の現代化にはいくらかの特色を見出すこ

とができるものの、中国の現代化の軌跡を逸脱する

ものではないということが確認できる。このことは政府、

社会、市場という三者の関係性の変遷から効果的に

説明することが可能である。

(1) 総体社会時代の社会空間
中国の現代化は、まず広東省珠江流域を中心と

した珠江デルタと長江下流域を中心とした長江デ

ルタから開始したが、これは 1978 年以降に中国政

府が沿海地域を開放したためであるばかりでなく、

その場所が中国近代化の誕生の地であったからで

もある。また、西洋が最初に堅固な戦艦を用いて砲

撃を行い、中国の門戸をこじ開けた場所でもある。

1949 年以降、中国の工業は上海及びその周辺地

域に集中して展開した。1978 年以前の中国国家は

高度に権力を集中させる方式を利用して現代化を（米）ディーン ･C･ プディス「現代化理論与社会比較研究的批判」（シリアル ･E･ ブレイ

ク編『比較現代化』、上海訳文出版社、1996 年、105 － 106 頁）より転載。

（米）サミュエル ･P･ ハンティントン「導致変化的変化：現代化、発展和政治」（シリア

ル ･E･ ブレイク編『比較現代化』、上海訳文出版社、1996 年、44 － 47 頁）を参照。

（英）カール・ポランニー『大転型：我們時代的政治与経済起源』浙江人民出版社、2007年、

38 頁を参照。
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推進した。この段階では市場は資本主義の刻印と

見なされ、厳しい規制を受け、制度も空間もほとん

ど存在し得ない状態であった。社会が高度に行政

化するようになると、市場は相対的に独立した地位

や空間を失っていった。このような状況は、孫立平

教授によれば一種の「総体性社会」と名付けられる

状況であり、実際には「社会」が存在しない状態で

あった。このように経済・社会・政治・文化が緊密に

一体化していた時代においては、あらゆる行動はす

べて政府によって制御ないしは処理され、社会の自

主性や経済の独立発展といった能力は厳しく規制

され、中国の現代化の進行過程において、多大な

消極的な影響を及ぼすことになった。しかしながら、

中国近代の歴史の中で生まれ出た工業化や商業

化の遺伝子が民間に遺されていたこと、また計画時

代に上海のような大都市において国有経営によっ

て近代的な工業生産の体制が構築されたこと、民

間が経済発展と豊かさを渇望したこと、更には現実

の生産状況と人々の生活の逼迫が上海内陸部に

有利な地理的位置を与えた。こうした条件のもとに、

蘇州南部の広大な農村地域は、60-70 年代にかけ

て集団方式によって社隊企業（後の郷鎮企業）の設

立を開始したのである。太倉市に住んでいたある老

幹部は、人民公社と生産大隊が設立された当初の

状況を振り返り、生産と生活の困難が逼迫した状況

について以下のように説明している。

70 年になると、両綱幹部（一つは階級闘争を重要

事項とし、一つは穀物やイモ・マメ類を含む食糧生産

を重要事項とした）は、上層部では革命を行い、下層

部では生産に従事していました。胡耀邦が声高に「食

糧をもって要とせよ、すべてを切り開け」と主張してお

りました。以前の太倉市は各種の作物をすべて植え

ることができ、綿花と水稲とを 4 対 6 の割合にしてい

ましたが、先の食糧生産を重視する方針に転換して

からは、食糧を多く植えることになり、綿花は減少し

ました。綿花は経済作物で収入も多いので、これに

よって一般市民の収入が影響を受けることになりまし

た。綿花や油菜といった作物は減少し、湖を埋め立
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てて新たに水田を造りました（県委書記が私たちを連

れて呉仁宝・挑土方が湖を埋め立てた方法を学ばせ

ました）。当時、私は花橋に住んでおり、ここは水田

の多い地域でしたので、1 人あたり 2 畝以上を有して

いましたが、これは集団分配によるもので、1 人あた

りの収入は 110-120 元ほどでした。農民の 1 人あた

りの収入は江蘇省の市の行政区画内の郊外（に植

える野菜）を除けば最も高かったです。

73 年には郷里に農業機械の施設が建設され、生

産大隊には灌漑用の水汲み機やハンドトラクターが

備えられ、人民公社には中型のトラクターが配備され

ました。しかし、このような農業機械が配備されます

と、今度はその整備や修理といった問題がでてきて、

そこで農業機械修理工場の経営を開始することにし

ました。これは公社による経営でした。人材の多くは、

もともと水汲み機の労働者や、60 年代の困難な時代

に地方農村へとやってきた幹部や知識人や労働者

でした。

花橋ではまず農業機械工場を開設しました。その

後、生産隊が脱穀を行う場所が泥土帯で生産性が

低かったので、ここに煉瓦窯場を開設した。その土で

煉瓦を作り、農業で生じるくずや麦わらを燃料として

使いました。大型の煉瓦釜は、わざわざ常熟まで出

向いて熟練の方にお願いして建設してもらいました。

幹部は自分でお金のやりくりをしていましたから、労

働者にご飯をごちそうするときにも割り勘にしていま

した。私は当時 19 級で、毎月 70 数元いただいており、

その他の小郷の幹部たちはすべて 30-40 元ほどで

した。県境を越える出張の際には毎日補助金が 4 毛

数分ほど支給されました。社隊企業が経営された後

は、労働者にごちそうするにしても自分で支払わなく

てはならなくなり、生産品の販売に出向く際にはタバ

コや茶葉を買って接待しなくてはならないのですが、

これらはすべて自分でまかなっていました。いつもこ

のような調子ですので、家に帰っても非常に大変で

して、大便を売ったお金や古新聞を買ったお金（給与

外収入）で客をごちそうするための費用を工面してい

ました。

後に造船所を経営するようになりましたが、実際に

は木造船の整備場です。これらの工場はすべて農業

と関係があるものでした。季節に影響され、少しの利

益しか得ることができないので、少しの従業員しか雇

うことしかできませんでした。また給料は支給されず、

労働点数が与えられるだけでした。公社の工場は食

事代を除き、それ以外の賃金は生産隊に支給され、

生産隊が労働点数を計算し年末に分配されました。

たとえば、40 元が支給されたとして、その一部の 10

元は生産隊に積み立て、残りの 30 元が個人に支給

されるという方式でした（三提五統）。また集団の福

利もありました。77 年に分配制度が調整され、給料

は生産隊に支給されるようになったので、個人の労

働意欲が損なわれてしまいました。

当時、家庭と集団で使う釘がとても不足していた

ので釘の生産もしていました。需要がありましたが、

生産量はどれほどだったかはわかりません。釘の材

料である鋼材も不足していました。蘇州の地方農村

にやってきた知識青年はたくさんおり、その中の一

人は蘇州城市建設院の幹部の子供で、その建設院

の幹部と私は顔見知りでした。彼女は家を建てるの

に鋼材が必要なので少し支援していただけないかと

言ってきました。そこで無錫服務社から釘の製造機

を買い入れ、やる気のあるまじめな青年を探しだし

彼に釘の生産を管理させました。販売料は良かった

のですが、原料の調達が追いつきませんでした。太

い鋼線を細く伸ばし針金を生産するために針金工場

を再び設立しました。最初の頃は自分たちの分担作

業で行われていましたが、後から郷里に工業管理の

幹部が派遣され、だいたい 74 年 75 年頃に工業を

専門に管理する幹部が配属されるようになりました。

蘇南地区の町々の産業はすべて農業機械工場

から始まりました。郷里は５つの小企業を設立しまし

た（小農業機械工場、小セメント工場、小かまど工場、

穀物加工工場、紡績工場）。郷鎮企業はこのように

して発展してきたものなのです。」

当然のことではあるが、当時人民公社だけが企

業や生産隊を経営していたのではなく、生産大隊も

また企業を経営した。この老幹部の記憶の中から、

我々は以下の内容を見出すことができる。すなわち、

公社の幹部は生産中にあらわれた様々な問題を解

決するために、現地に生産及び生活に関係する企

業を開設したのである。このような企業は一見する

と政府主導のように見えるものの、現地政府が設立

したものであるため、現地の生産及び生活に即して

いたとみてよい。徐々に中央政府の統制を受けるこ

とのない様相を呈して、市場のシステムに向かって

いた。ここから地方は一定の自己裁量権を得た。こ

れにより生産大隊が工業企業を発展させる積極性

を促した。また地方は企業経営の正当性を得た。こ

れに呼応して、農民は企業で働くことができるように

なった。地方政府は計画外の収入と消費があり、生

産品を自由に販売することができるようになった。

これにより次第に社会は多様化してきた。各地が一

律に主張した「以糧為綱（食糧生産をかなめとする）」

という方法は打破された。人民公社、生産大隊と生

産隊は企業を設立するため相応の技術力を必要と

した。国から農村部に下放されて来た知識青年及

び城市国有企業の労働者や技術者は、社隊企業に

人材支援の提供を行った。これは旧来の体制が農

村部の現代化にむけて意図せずして生み出した社

会空間である。この過程をみると、太倉市の社隊企

業の設立と発展過程は、社会全体に社会自主決定

の芽生える空間と基礎を築いたことを示しているの

である。

改革開放は社隊企業の発展により大きな社会と

市場空間とを開拓したが、社会の自主能力も押し上

げた。それは温州等の民営企業が中心となった地区

と比較してみると、太倉市は改革初期には体制上の

優位点があった。それは社隊（後に郷鎮と村社に再

編）が個人や個人事業者と比較してより適した合法

的条件を有していたことである（集団所有制度）。社

隊は銀行から比較的容易に融資を受けることができ

るだけでなく、合法企業としてより容易に登記するこ

とができ、市場においてより良い保護を受けることが

できた。集団の合法性に加えて元来存在した社隊企

業の持つ発展経験、上海など大都市の技術と市場

の波及効果、長江デルタ経済区の商品経済の伝統

など、これらが太倉市の郷鎮企業の発展のために

好条件となり、社会及び市場の空間として発展した

のである。特に村社（村民委員会）は蘇南郷鎮企業

の力強い発展の基盤になった。ある研究によると、

1960･79 年代に蘇南郷鎮企業が発展したのは、郷鎮

企業に大きな競争力があったからではなかった。「中

国の郷土文化の蓄積を基礎とした村社の知識は農

村部が自主的に工業化を推し進める過程での力とな

った」、「郷鎮企業が国有企業と比較して競争力を有

する秘密は企業家の能力によるものでもなく、また経

営システムによるものでもない。それは主に村社が

資源を内部に蓄積し、それを資本として企業を開発

したのである。開発で得た利益を企業組織の中に取

り込み、70％以上の社区が収益をあげた」 12 と説明

されている。村社は郷鎮企業の発展に廉価な土地及

び労働力を提供し、また企業の経営リスクを引き受

ける事が可能になったのである。「郷鎮企業原材料

の供給元の中で、県及び県以上の政府機関と郷（鎮）、

村組織の占める割合は 37.3％であり、企業の土地は

41.26％が郷（鎮）、村組織から割り当てられた。また、

創業時の投資のなかで、政府機関が保証するもの

は 20.5％である。そして郷（鎮）、村で一定の財産を

担保としているものは 17％であり、幹部が保証する

割合は 11％である。」13 もちろん、企業の利益と就業

の機会は社区内部で比較的公平に配分されている。

郷鎮企業の発展により、太倉市の多くの農村の社区

の福祉を発展させた。

これらから見て取れるように、改革開放後、太倉市

の郷鎮企業の発展と中央政府の経済発展における

権限の移譲には密接な関係がある。以前すべての

経済の計画は中央政府により制定され、地方政府へ

伝達され実施された。これが社会全体の特徴であっ

た。地方政府の積極性と創造力は厳しく制限された。

改革開放は政府の社会への権限委譲であり、政府

上級機関から政府下級機関への権限委譲である。こ

の権限委譲の過程で、地方政府と社会は旧来の社

温鉄軍『解読蘇南』、蘇州大学出版社、2011 年、26-27 頁を参照。

温鉄軍『解読蘇南』、蘇州大学出版社、2011 年、60 頁を参照。
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隊企業の発展の基礎の上に能力と資源を活用した。

郷鎮企業もまた相応の発展のための条件と原動力

を得た。要するに、郷鎮企業は社隊企業の発展に来

源しており、改革の体制と政策動員の力を借り、また

地方政府と村社の支持を得ることにより急速な発展

を得た。その前提としては、地方政府と村社は郷鎮

企業に法律、システム、資金、土地、労働力等の保

証を与えること。そして郷鎮企業の発展目標は政府、

社会と人民の富を追求することである。これにより政

治と社会の強い支持を得た。この過程の中で市場の

メカニズム、経済的合理性や技術革新の要素が芽生

え、広がった。またそれにより太倉社会構造の多様化、

複雑化及び自主社会空間の形成と拡大を推し進め

た。

(2) 市場社会への転換
過去 30 数年の社会形態を３種類に分けることが

できる。すなわち、「倫理社会」、「市場社会」とその両

者の中間社会である。そして現在の中国は中間社会

の状態に位置すると考えられている。「倫理社会」は

改革開放以前の社会形態を解説するには足りないと

我々は認識している。「総体社会」を用いることがより

現実に即している。改革開放後市場メカニズムの発

達により，次第に社会の中から「埋め込みからの離床」

が社会の重要な資源配分のシステムになり，中国社

会の市場社会への転換を意味する。市場社会の中

で「比較的完全な市場システムは社会資源配分の主

導的な機能を果たした。市場は、伝統的政治と社会

関係の中に『埋め込まれた』形態から『埋め込みから

離床』し、独立自主の力にな」14 った。太倉市につい

て言えば、社隊企業から始まったが，市場は資源の

配分に大きな作用をもたらし，郷鎮企業時代に至ると

その作用は一層明らかである。しかし、1990 年代中

期以前では、郷鎮企業は地方政府の行政力に頼っ

ていた。市場のメカニズムは未発達で、行政の力は

資源配分に大きな力を発揮していた。90 年代第中期

になりようやく郷鎮企業の改制が次第に始まった。太

倉市は市場社会段階に入り始めた。地方政府は企

業経営への直接参加から退き、そして、企業を直接

温鉄軍『解読蘇南』、蘇州大学出版社、2011 年、97 頁を参照。王 永 欽『 倫 理 社 会、 市 場 社 会 与 中 間 社 会』 を 参 照。http://www.douban.com/group/

topic/17703247/
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市場へと託した。

太倉市の郷鎮企業は 90 年代の中期に制度改革

が行われた。改革は必要だったが、そのやり方は必

ずしも最適な方法ではなかった。社隊企業から集団

郷鎮企業へと姿を変えた企業は市場の競争に適さ

ない多くの問題があった。多くの企業が経営難と倒

産の苦境に陥った。70 年代末に軍からある集団企

業に転職した経験を持つ人は、改革前の状況につ

いて以下のように回想した。「（我々の工場が）体制

を変えたのは 1997 年です。当時の城廂鎮には多く

の郷鎮企業があり、それらの企業はほとんど同時期

に体制を変えました。その理由は放漫経営であり、

そのため物資の調達もままならず、更には幹部と関

係を持つ者が工場に来て飲み食いをしていったので

す。郷鎮企業の始まりはとても素晴らしいものでした

が、後には集団企業の気風も悪くなっていき、銀行、

税務、工商、派出所等、関係のあるものはみんな郷

鎮に来て飲み食いしていました。私営になってから

そのような状況も一変しました。上層部と中央政府

もこの点については考慮していました。当時の集団

企業の業績は下降していました。当時の支出は大き

く、その費用の一部は縁故であることを利用してた

だで飲み食いをした費用でした。ほかにも工場内の

中級幹部達は勤務が長くなると仕事に対して怠慢に

なるようになりました。例えば、材料を仕入れる際に

10 個のコップが必要なとき、彼らは 2･30 個のコップ

を仕入れていました。そのため資金は一気に逼迫す

るようになったのです。資金が無駄に浪費されたの

です。更には、あるものは商品を販売してからすぐに

代金を回収していませんでした。審査は厳しくなく、

どのみち月末には給料を得ることができましたので、

販売員たちの考えは「どうせ集団だから、どうせ共産

党だから」というようなものでした。こうして、企業の

利益は徐々に下がっていき損失が出るようになりま

した。原材料を大量に仕入れ、販売後代金を回収す

る気がなく、管理員の怠慢により不合格の商品は増

えました。この様な状況で国による上からの郷鎮企

業改革が始まったのです。」

当時の制度改革の背景であるが、1992 年中央政

府は社会主義経済体制の建設を明確に打ち出した。

国有企業の改制及び市場の急速な発展の途上で、

集団企業の体制上の欠陥は露呈し始めた。「市場の

環境、政策の環境を問わず、郷鎮企業が体制に頼

ることによって発揮していたコストの優位性はほとん

どなくなってしまった。郷鎮企業自信も企業資本の有

機的構成の上昇、コミュニティ福祉の固定支出等の

マイナス要素、融資緊縮政策の実施に伴い、郷鎮企

業は大規模な経営困難に直面した」。「郷鎮企業の

歴史舞台からの幕引きの真の原動力となったのは、

郷鎮企業自身の財産権の明確化の要求によるもの

ではなく、企業の赤字経営の状況下で会社化した地

方政府の「理性」によるものであった」15。上記の引

用が語っていることは、郷鎮企業の改制の真の原動

力が何であったのかを述べているのではないが、確

かなことは、政府が企業経営から身を引いたことに

よって、市場は企業の生産経営に対して大きな力を

発揮させたということである。

経済学の観点から見ると、郷鎮企業の改制は確か

に太倉市の市場経済の発展に有益なものであった。

しかし、社会に対する衝撃はとても大きいものがあっ

た。「多くの人が一夜にして億万長者になった。しかし、

もし改革を実行していなかったら、多くの工場が潰れ

ていたであろう。給与体系に問題があり、労働者を激

励する制度がなく、依然として絶対的な平等主義で

あった。村の福祉にも影響を及ぼした。ある企業は改

正後集団と関係がなくなり、土地を買い、作業場や工

場を建てたりした。しかし、ある社区内では企業を育

成するための開発区があった、例えば太勝社区の民

営工業園などがそうである。村の経済はこれに頼っ

ていたが、2003 年に村が経営する企業はすべて売

り払ってしまい、すべて取り壊されてしまった。村に債

務が残ることはなかった」。

改革は少なくとも３つの側面から太倉市の社会関

係を変えた。まず社会階層の分化の速度が明らかに

速くなった。制度改革によってある者は社長になった、

また集団企業の絶対的多数の者はパートになった、

より多くの者はレイオフされるか失業した。現地の人

の就業状況は以前のように安定しなくなり、完全に市

場競争に依存することになった。次に、集団企業は

株式会社や私営企業として再編された。これによって、

社区や村の福祉に大きな影響がでた。この様な改革

の中で生まれた社会矛盾は自ずと増加し、とくに一

般の人々は改革に対するやり方に全て満足していた

わけではなかった。

「制度改革は失敗した、集団の財産は無償で個

人に譲渡された、当時の論調は「全て失うより損失

の方がよい」であった。個人が資本家になりたかっ

たのではなく、共産党が彼らに富を築かせた。当時

現在のように株式制にすることができた、しかし無

料で引き渡された。価格は低く、購入金の返済は数

年に分けて分割すればよかった。また、工場労働者

は入れ替えなくてはならず、技術者や管理者以外

の労働者は全て新しい労働者に変わった。当時株

式制を採用することを提起する者もいたが、状況は

一過性のものであった。、限られた時間で完成させ

なければならなかった。もし株式制を採用してもうま

くいったであろう。当時集団企業を経営するには多

くの問題があった。特に、労働者のやる気をうまく促

すことができなかった。郷鎮企業を個人に請け負わ

せる改革によって、企業は一夜にして個人のものに

なり、すぐに引き渡されが、しかし労働者の給料は

一ヶ月で 1000 元の給料しかなく、貧富の格差は広

がったのである」。

これからわかるように、制度改革前の社会経済は、

郷鎮政府、村社、企業と人々は経済構造の上で、

集団所有制度を通して結びつけられていた。そして

改革後この四者の利益は分離されたが、四者を結

びつけたのは市場メカニズムであった。企業の利益

を住民との直接的な関係を切り離して、人々は集団

の身分でもって工場で働くのではなく、市場の労働

力として就職する。社区と村庄の収入は企業の経

営に頼るのではなく、請負に出した工場や土地のリ
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ースによって得ることになった。村の中にはこうした

収入が全くない村も出てきた。この時期、市場は社

会資源の絶対的な主導メカニズムになった。これは

以前の社会形態と明らかに違うものであり、市場社

会の形態に適合するものとして発展した。

改革後の太倉市政府の経済政策は「長江沿岸地

域」と「上海近郊（沿上海）」という「双沿優勢」を利

用して、発展に力を入れ投資の誘致を行った。「太

倉市は単一的な所有制度構造から民営、外資、国

有資産への転換を実現させた」。「2008 年だけで、

新しく増えた外資の登記は 9.3 億ドルから 12 億ド

ルまで増加し、実際に利用された外資は 3 億ドル

から 5 億ドルまで増加した。それぞれ 29％、67％増

加した。民間の登記資本は 22 億ドルから 33 億ド

ルに増加した」16。投資の誘致、企業の迅速な発展、

大量の外来人口を太倉市に受け入れ、その人数は

戸籍人口の数に相当するものであった。郷鎮企業

の改革から、投資の誘致、外来人口の増加、すべ

て市場のメカニズムが背後で推し動かしていた。市

場社会の形態と特性が顕著に現れた。

(3) 行政社会と社会建設
社会の近代化の理論から見て取るに、総体社会

が市場社会に転換したのは明らかに社会の進歩で

ある。経済と社会は国家と政治権力から相対的な

独立を得た。経済と社会の領域は、それ自身の論理、

即ち市場原理と共同体原理によって動き始めた。「中

央集権の計画経済と比較し、競争に満たされた市

場は害が少なく、知識や道徳の上で長所が発揮さ

れる余地を広げるのである」17。職業の分化、階級

の分化が明らかに速くなり、職業体系もますます複

雑になった。こうした事態は、出生身分で決定され

た伝統的な社会形態から、社会的流動を引き出す

社会形態に転換させた。社会の構造は単純な封建

的形態から複雑で開放的な形態へと変わった。特

に人々は自由に選択する権利と機会を得た。しかし、

市場社会は社会の近代化の究極の状態ではない、

なぜならば市場社会は過度に市場の効果を求める

からである。市場が社会関係を処理する唯一の手

段或いは主導的手段であるとみなすと、社会にもた

らす不利益もまた避けられないのである。「我々の

テーマは、このような市場の自己調節機能の理念

は、完全なユートピアである。社会の人や自然物質

を完全に除去してしまわない限り、そのような制度

はどのような時代にも存在しえない。それは人類を

滅ぼし環境を一面の荒野に変えてしまうのである。

必然的に社会は自己を保護するための措置を講ず

るのだが、しかし、どのような措置であろうとも、市

場の自己調節機能を損傷せざるを得ない。市場の

損傷は産業活動を乱し、違った形で社会に損害を

もたらす。まさに二律背反の状態に陥り、市場シス

テムの発展はひとつの隘路に入らざるを得ない。最

終的には、市場システムを基礎とした社会組織は

混乱に陥るのである」18。ポラニーが考えるに、人類

の歴史の上で、他の領域から全く独立自律した市

場システムは存在しない。市場は社会と政治乃至

文化の中に埋め込まれ、市場の影響が大きければ

大きいほど、社会領域では「逆方向の作用」が出現

するのである。西洋の発展経験によれば、労働者

の運動や社会運動がそうである。太倉市の実践か

ら言えば、政府は市場化改革の重要な担い手であ

り、特に郷鎮企業と投資誘致がそうである。もちろ

ん市場自身も政府の市場化改革を促進するような

圧力をもたらす。郷鎮企業の競争力が下がるのは、

企業の経営システムが市場競争に適応していない

結果である。この状況の中では、市場は逆に負の

効果を生み出すことになる。太倉市は発達した市場

を持つ上海との近隣関係を活かし、より多くの外資

を誘致することができた。しかし、太倉市の発展は

太倉市の経済繁栄を促すと同時に、多くの問題を

もたらした。貧富格差、都市部と農村部の格差、地

域間格差が継続的に拡大し、利益分配の紛争と対

立、外来人口の管理問題が日を追って目立ってき

ている。太倉市の発展上の三つの大きな問題を以

下のように要約することができる。都市部と農村部

の格差問題、外来人口と現地人間の問題、階級関

係の問題である。これらはすべて市場経済の急速

な成長過程で現れる社会構造の変化と社会秩序

の再建の問題である。過度に経済効率を求めると、

人間や社会の他の局面に損害をもたらす。たとえば、

伝統的な協力関係や集団的福利に損害をもたらし、

社会的弱者は市場競争の中で有効な保護を得るこ

とはますます難しくなるのである。まさにポラニーが

分析したように、イギリスの囲い込み運動は市場経

済が促進されるもとで、イギリスの伝統的な農村に

荒廃と崩壊をもたらした。すなわち、「それは農村部

の自己防衛システムを破壊し、町の建物を破棄し、

大量の人口を減少させ、過度に開墾された土地は

荒地へと姿を変えた。それは住民の生活をかき乱

し、純朴な農民を泥棒や物乞いへと姿を変えせた。

それは一部分の地域で起きたことである。しかしそ

れらの小さな汚点が集まり大きな災難を引き起こし

うる」 19 ということである。我々は太倉市と囲い込み

運動時代の市場が絶えず農村の社会を侵食してい

く状況を同一視することはできない。しかし、市場の

経済効果を過度に重視することは、自然と社会の

運用ルールを侵害し、多くの社会問題をもたらす結

果を生む。

市場社会への転換にともなう社会問題に直面し、

太倉政府は「逆方向作用」へ対応しようとしたが、ポ

ランニーの述べた社会運動や労働者運動の対応と

は異なるものであった。市場の社会状態に対して、

太倉市の社会からの「逆方向作用」が無かった訳で

はなかった。例えば、郷鎮企業の改革にともなって、

労働者争議や農民労働者の給与問題が出現した

が、主たる行動の中心はやはり政府であった。これ

は一つには太倉市がもともと強い政府の伝統を有

し、社会は相対的に弱かったためであり、二つ目に

は経済の発展が早いため、政府の財力の増長が比

較的迅速で、政府の支出や公共サービスを拡大し、

インフラストラクチャーへの資金投入を通して、社会

問題を解決ならしめたからである。この 30 数年間に、

社隊企業と郷鎮企業の育成から、郷鎮企業の改革

及び企業誘致と資金導入まで、全てに太倉政府の

積極的な行動があり、市場経済の発展過程に出現

した問題も、まず政府の介在によって解決されたの

である。従って、政府は事実上かなり矛盾した役割

を演じることになった。市場の促進者という役割と社

会の保護者という役割である。特に 2000 年代に入

り、中央政府は新農村建設・和諧社会建設・科学発

展観を提起し、市場社会が直面している問題を解

決するように指示した。したがって、太倉市政府は

これに呼応して、相次いで一連の社会変革、社会

秩序の再建、社会の現代化の施策を推し進めた。

弱村を強村に併合、都市と農村の一体化、公共サ

ービスの均等化、郷の撤廃と鎮への統合、村の撤

廃と併合、富民強村、政治と社会の連携、社区・民

間団体・企業の連携（三社連動）、及び社会建設企画、

等々である。

政府の強力な行動は市場の社会関係や社会組

織及び公共利益の侵害に対し有効的な抑止力とな

ったばかりか、工業化と都市化、社会事業現代化

の「三化」を通して太倉市社会の現代化をも有効的

に推し進めたといえよう。差し当たり、太倉市は社

会保障の充実、都市と農村の公共サービスと基礎

施設を一体化、義務教育と高等教育の普及、医療

サービスの保障など社会の現代化の基本目標を

ほぼ実現した。これにより太倉市は「行政社会」の

時代に踏み込み、その優位さは強力な行政介在力

と資源投入にあり、市場社会が出現させる格差問

題、弱者の生存問題、公共利益の不足、公共資源

に対する「ただ乗り問題」と「コモンズの悲劇」などに

対し欠損の補償と問題の解消ができた。「Tragedy 

of the Commons( コモンズの悲劇 )」が存在してい

る事により、環境問題を協力して解決する方法がな

く、……そのため比較的強大な政治権力をもつ政

府の存在は合理性を具え、人々からの承認を得て

いるのである。」20（Ophuls,1973）

ポランニー『大転型：我們時代的政治与経済起源』浙江人民出版社、2007 年、31頁を参照。

エリノア・オストーム，『公共事務的治理之道』，上海三聯合書店，1999 年，第 21页より

引用。

陸学芸、蒲栄皋『蘇南模式与太倉実践』社会科学文献出版社、2009 年、8-9 頁を参照。

Acton, H.B., The Morals of Markets: an ethical exploration, Longmans, London,1971.

ポランニー『大転型：我們時代的政治与経済起源』浙江人民出版社、2007年、3～４頁を参照。

1916
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ただし、こうした行政主導の社会には、社会ロジッ

クに替わり行政ロジックが存在している。一方では社

会の連携や紐帯、社会共同体の自主と自治能力を

弱め、また一方では資源配分の面でも低効率や不合

理及び需給のアンバランスなどの問題が存在してい

る。政府は資源を効果的、合理的に配分する上で有

効とは限らない。また、政府と社会との分業が曖昧な

ため、政府は社会や民衆との摩擦と衝突を大きくす

る可能性がある。

太倉市政府はこの問題を明確に認識しており、

政府機能は調整が必要だと考えている。「政社互

助」、「三社連動」を推進するために社会管理の体

制改革を推し進め、あまりに力を持ちすぎた政府

と、社会事業の一切を担わされている社区の脆弱

な面を改革しようと試みた。「行政社会」が「総体

社会」と異なる重要な指標は、社会の自主性や自

治を決して排斥せず、社会を行政コントロールと管

理の下に収める意図も能力も待たないことにある。

「行政社会」は、「市場社会」の機能によってその

社会の自主性と自治の制度と観念の基礎を打ち

立てるところにある。自主的な社会空間と社会資

源を有したことにより、人々は自主的社会組織に

対し現実的な要求を行い、いくつかの相互補助的

な社会組織が生まれたのである。当然ながら、こ

の改革プロセスは「総体社会」のメカニズムと論理

から引き出され、短期間に実施されたのではない。

それゆえ、市場経済の発展時代に突入したにもか

かわらず、太倉市の改革においては、行政のロジ

ックに依った管理と社会資源の配分方式が依然と

して第一に選ばれざるを得なかった。

３. 社会現代化と現代化社会

工業化と都市化に伴い、太倉市は「総体社会」か

ら「市場社会」へ展開する経験を積み、さらに「行政

社会」へと転換した。かかる転換をいかに考えるべ

きであろうか？我々の考えでは、変化の形態には

それ自身の独自性があるが、こうした変化は全体

的に社会の近代化の軌跡とロジックの進行に沿っ

ているのである。太倉市のそれぞれの異なる変化

の段階は、我々には一見すると、全て行政の力に

よって主導されたものであり、さらに「総体社会」の

段階はやはり「行政社会」の段階であるのではない

かと見えることである。「市場社会」段階へと向かう

変化の過程において、行政力が少なくとも市場の作

用と同等の重要性を有していたのであるが、問題は

行政力が推進過程において自身の影響力を完全

に撤廃しようとする点にある。変換がきわめて短時

間の内に行われたでの、経済と社会、文化の相互

関係に齟齬をきたす問題を生み出した。これは現代

化へと踏み出す社会の陣痛なのであろう。

下表において、我々は太倉市の「総体社会」より「行

政社会」に到る変化の過程中のいくつかの社会的側

面の変化状況を大まかに羅列し、社会現代化の発

展変化の軌跡を示した。( 下表参照 ) 社会機構は元

来の単一な都市階層と労働者・農民階層が構成する

構造から変化し、多様な階層が並列し中産階層が持

続的に拡大する構造に変化した。これは先進国の近

代化過程におけるプロセスと同様な姿を現した。社

会の流動性は拡大し、社会的地位を決定する要因は、

元来の政治身分ではなくて経済的要因や教育、行政

要因により決定されるようになり、後天的に個人が獲

得する社会地位と社会の流動性の影響はますます

大きくなった。

社会関係は元来の政治機構による単一構造から

市場や社会共同体、社区・家庭など多種の機構が構

成する多層構造に変化したが、各種機構の間は有

効な協力関係は形成されておらず、さらには相互に

矛盾する問題が現れ、社会関係は脆弱となり、社会

リスクは明らかに増大した。もちろん、社会リスクを社

会近代化の不可避的な副産物と見なす見方もある。

社会福利は従来の「単位」による福利と都市・農村の

区分から変化し、全ての大衆（外地より流入の人口も

含む）を対象とした社会保障制度の確立へと重要な

進歩を始めている。社会価値観念は単一の政治リー

ダー（意識形態化）から単一の市場リーダー（市場化）

へ、さらに現在は多元的価値（多元化）へと移っている。

問題は多元的な価値も有効な整合性を欠いており、

価値危機の問題が存在している。

太倉市社会現代化の段階性表現

社会現代化属性

1、身分

2、職業

3、社会流動

4、家庭

5、社会関係

6、社会福利

7、価値観念

総体社会

単一性：身分政治化

比較的簡単で穏やかな職

業分化

社会階層機構は簡単、社

会の流動は少なく、所属

的な政治要素は社会流動

の決定要素となった

家庭の生産能力と分化伝

達、社会連携能力は政治

に取って代わられ、純粋な

生活と育児単位となった

社区と社会組織政治家、

政治関係の単一化

単位福利と社隊福利、都

市福利の分割

意識形態化

市場社会

多様性：身分市場化、多種

身分の併存

職業分化がますます複雑化

社会階層分化は明確、構造

はますます複雑化、社会流

動は加速、こうした獲得性の

要素の作用が地位を決定す

ることが明らかに増大した

が、戸口と行政体系は依然

として社会の流動に対して

重要な影響を有している。

家庭の生産力は一定の回

復を見せ、市場の影響を受

けて拡大し、重要な消費単

位となった

社区に瓦解の危機が出現し、

社会組織は弱小、社会関係

断裂の危機が現れた

単位福利の縮小、集団福利

の減少外来人口には何らの

福利もない

市場化

行政社会

主導性：身分行政化、主導

地位にあるも、独占はなく、

他の身分も社会に存在し

ている

職業分化が引き続き複雑

化の方向へ進行

社会階層の分化中、中産

階層は拡大し、地位を決定

するもさらに拡大、戸口と

行政体制の影響は減少し

たが依然として軽視できず

に存在している。

家庭の伝統能力は回復し

たが、改革育児及び人口

流動により家庭能力は減

退している

社区行政化、社会組織萌

芽の段階に置かれており、

社会関係は回復中である

が、依然として薄弱である

社会福利は都市均衡化と

体制内外の均衡化、外来

人口は依然として社会福

利から疎外されている

多元化

社会の近代化は長期的な過程が必要であり、短

時間でその目標——近代化社会を実現するのは不可

能である。当面、太倉市は社会現代化の重要な時期

に置かれている。「総体社会」から「市場社会」と「行

政社会」に転換していく過程において、政府がいかな

る作用を発揮しようとも、経済現代化と経済建設に関

心が寄せられ、決して社会建設と社会現代化へは重

きが置かれていないのである。こうした中で出現した

社会現代化の変遷は、多くが市場化に転換していく

社会現代化のために相応の社会的空間を提供した。

社会に大きな自発的空間を獲得させたが、社会の自

主能力が強力ではないことにより、市場領域の力に

よって社会領域が侵蝕されるのを拒むことができず、

これにより少なからず社会問題や社会リスクと価値

の危機を引き起こした。まさにこうした状況下で、行

政力は表舞台に現れ、社会現代化の過程を進める

県級市の実践からみた中国社会現代化の軌跡
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ことにより、行政力により社会現代化を主導する「行

政社会」が出現したのである。それでは現代化社会

に踏み出し、行政力と市場力、社会力は結局いかな

る協力と関係を形成したのであろうか？

近代化に照らして見ると、こうした行政力を主導と

する「行政社会」は未だ予測不可能な「現代化された

社会」である。ここで述べた現代化された社会は一

種の目標であり理想の社会形態であり、こうしたいく

つかの要素や条件を備えているべきである。合理と

調和のとれた社会機構、豊かで多元的な社会福利、

完全な公共サービス体系、融合した社会関係と連携、

自主自立と協力の社会組織と社会共同体、制度差

別と等級差別のない権利構造、農村の共栄と人と自

然が共生する花園社会、多元・包容・開放・健康の

価値観念など、実現すべき理想を挙げることができ

る。また、こうした現代化された社会は、伝統と現代

化の矛盾、地方特色と開放の矛盾、都市と農村の

矛盾、階層間の矛盾、人と自然の矛盾、市場と社会

の矛盾、社会と行政の矛盾を自主的に解決する力

を具えているだけではなく、伝統及び異質な社会を

統合する優勢な能力を必ず備えねばならないであろ

う。太倉市は当面する社会の現代化過程に対しこの

ように高水準の現代化された社会を実現せねばなら

ないが、すでにいくつかの良好な条件と優勢な資源

を具えているように思える。例えば和睦の伝統文化

と価値、発達した経済、強大な行政力と転換中の統

治理念、開放的社会環境、多元的な人々の参与、

良好なインフラ施設の整備ある。しかし「健全な社会」

と現代化された社会は大きな隔たりがあると見るべ

きであり、たとえ欧米先進国も現代化の問題に遭遇

するのである。著名な社会心理学者フロムは欧米で

出現した諸問題関について次にように指摘している。

「（西洋世界の全ての社会は）経済発展が目標であ

る。つまり、豊かな物質生活と相対的に平均化した

財富分配、穏やかな民主と持久的平和の達成が目

標である。しかし、まさにこの目標の達成に最も近い

国家は、酷い精神のアンバランスを引き起こした。こ

れらの資料は一つの問題を提起している。我々の生

活方法と奮闘の目標に関し、いくつかの根本的な過

ちがあるのではないだろうか？」 21（フロム，2011）フ

ロムが提起したが経済発展と人間精神のアンバラン

スという現代社会の根本に係わる問題は、太倉市の

現代化された社会の分析と討論にいかなる問題を

引き出すべきであろうか。フロム問題は重大ではあ

るか、太倉市の社会発展過程の議論では、フロムの

欧米先進国研究に発見したこうした問題は、ひとま

ず検証の対処からはずして、経済発展と社会発展に

議論の起点をおいている。太倉市では、社会建設と

社会の現代化の目的に幸福、喜び、享受、健康、調

和を実現する「健全的社会」の建設をおいている。こ

の目標の実現に、人々は自分の生活の核心的な目

標を位置づけているのである。こうした視角からする

と、太倉市の社会建設と社会現代化には、行政から

の機構と民衆からの自主的な社会参与と社会協力

とが共同し合う可能性があるといえるのである。この

プロセスを成熟させることで、「行政社会」から「市民

社会」に転換するのは避けられないであろう。太倉

市が全国に先駆けて発足させた「政社互助（政治機

構と基層民間組織との連携）」、「三社連動（行政、市場、

社会組織の連動）の理念と方法は社会の現代化の

こうした転変と発展に将に合致しているのである。

４. 討論

太倉市の現代化のプロセスにおいて、政府は異な

る段階で異なる形式をとり、異なる社会の変遷形態

をつくりだしたが、一貫して主導者と強力な推進者の

役割を演じてきた。この一点が、太倉市を非常に中

国的な特色をもった、現代化の国内モデルとしている。

太倉市の現代化を推進した施策を概括すると、政府

主導と集体を媒体とすること、経済先導と社会の格

差なき待遇、近代と伝統の相互促進、地元出身者と

外地人との格差の解消、都市と農村の共生などの課

題があった。

まず、太倉市の社会の現代化は政府主導で、集

体を媒体とした社会変遷過程であったことが第 1 の

特徴である。欧米先進国社会における近代化の順序

は概ね、思想啓蒙の誕生、科学技術の発明と応用、

（米）エーリヒ・フロム，『健全的社会』，孫恺祥訳，上海訳文出版社，2011 年，第７頁。21

工業革命、市場開拓、階層構造の変化、そして政治

民主主義の成熟、社会運動による民衆の表出、社会

福利の実現へという過程を踏み、科学技術、社会、

市場が主導的な役割を果たしたのである。西洋の多

くの近代化理論は西洋の近代化経験に基づき、経済

領域における市場開放と政治領域における政治民

主主義が進行することで、近代化が進行するというモ

デルを発展途上国に提供している。しかし、これらの

理論の致命的な欠陥は、発展途上国は近代化プロ

セスに対して、彼らが培ってきた独自の方式による自

己コントロール能力、資源供給と配分のシステムを有

している事実に十分な関心を持ってこなかったことに

ある。事実、イギリスの人類学者ポラニーは、市場は

決して自然に生まれたものではなく、歴史的に構築さ

れた産物であることを見出していた。近代に加速する

市場開放は西洋の市場原理に則って進行しており、

外から強制されるプロセスは発展途上国の市場コン

トロール能力と競争能力を眼中に置かない。それゆ

えに、発展途上国そして地方の市場が ､ ひとたび西

洋の市場原理に従わされてしまうと、西洋企業は強

力に参入する経路を確保することができ、発展途上

国は地方市場を牛耳られ市場における自主能力を

失うのである。そして開発途上国は自らの社会関係、

文化価値及び政治基礎をも危険にさらしてしまうの

である。ゆえに多くの発展途上国は近代化プロセス

の中で多くの困難に遭遇し、未だなお有効な道筋や

方法を見出だせていない。しかし中国は最大の発展

途上国として過去 30 年の内に急速に経済発展し、

世界第 2 位の経済大国となった。中国の現代化が既

に成功したということはできないし、特に社会の現代

化の道はまだ先が長い。だが、中国の社会を現代化

する実践はすでに一定の経験を積み重ねている。特

に各地方が自らの状況に基づいて価値ある経験を

積み重ねてきたことは特筆されるべきであろう。太倉

市は蘇南モデルの代表として、集団組織の強大さと

政府主導という体制の力を利用し、経済及び社会の

現代化における一筋の道を拓き、社会能力の脆弱さ、

資源不足、市場未発達、計画体制の障害等の苦境

を乗り越えた。「総体社会」の段階から「市場社会」或

いは「行政社会」の段階まで、常に政府主導の影響

を見ることができ、特に社会組織が未発達で村社経

済が比較的強い場合に顕著である。政府は行政手

段、財政資源及び政策と法律による合法手段を以て

社区建設、政社の相互作用、公共サービス均等化、

都市と農村の一体化、社会保障制度整備等を行って

いる。地方政府と集団組織は現代化を推進する中で、

以下の点で有利である。政策と法律の優位、強大な

社会動員と組織能力、所有権の優位等、資金不足を

補い、体制の制約をある程度克服できる。それによっ

て有効的に集団組織資源（土地・労働力資源）の動員、

市場ルート開拓、また外部資本と技術の参入に対す

る適切な政策や体制保障を行うことができたのであ

る。

次に、太倉市の現代化は経済先導と社会の格差

なき待遇の道をとったが、これは基本的に中国の現

代化の道筋と同一なルートを体現している。経済建

設を中心に、農業現代化、工業現代化、科学技術現

代化及び国防現代化の「四化」を築くことを推進した

のである。太倉市の経済の現代化過程における重要

な特徴は、集団組織の役割を強調したことにある。ゆ

えに経済発展において集団組織による福利の継続と

発展は人々の動力の一つとなっており、実現すべき

目標でもあった。この点が温州モデル、晋江モデルと

は異なっているのである。太倉市（蘇南を含む）の過

去 30 年余りの経済発展は、工業化の側面だけでは

なく、集団組織による福利の成長を代表とする社会

福利の発展をも実現したのである。すなわち郷鎮企

業がもたらした工業化、経済総量の成長だけではなく、

現地の農民の「農業からは離れても故郷からは離れ

ない」という就業機会と非農化、及び都市化、そして

郷村の集団組織の合作医療保証制度の継続、農村

教育の急速な発展、村社における公共インフラ整備

の改善をもたらした。1990 年代における郷鎮企業制

度の改革と転換は、市場主義社会の誕生を促したが、

反面、集団組織に頼っていた社会福利を衰退させた。

しかし 2000 年に入ると、政府は経済発展を推進する

と同時に、再度、集団組織による福利発展の重要性

を強調し、その政策を重視するようになった。全市域

で社会福利を拡大させ、都市と農村が一体となった

社会保障制度への改革を試行し、均等な公共サービ

スをめざしている。太倉市では政府と集団組織の力

県級市の実践からみた中国社会現代化の軌跡
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量が常に強大であり、その体制が人々に承認されて

いたので、政府は必然的に社会の格差なき待遇の

実現に大きな期待が寄せられ、多くの責任を負うよう

求められた。しかし他方では、政府と集団組織が経

済発展に強力に介入したため、土地の徴用と立ち退

き、利益分配をめぐって幾多の矛盾を生み出したこと

も事実である。この矛盾を解消するためにも、社会福

利の充実は不可欠であり、格差の矛盾を解決するの

は政府に期待された重要事項となった。結果として

みると、福祉の充実政策が、逆に、経済発展を更に

促進することにもつながったのであった。

もしも、イギリス等ヨーロッパの国が、ポラニーの指

摘する通り、市場経済の侵入に対して社会が「逆方

向作用」の行動をとり、市場の侵入を阻む傾向があ

るとするならば、太倉市の事例において見出だせる

のは、政府と集団組織が、市場経済を推進すること

によって、集団組織による福利と社会福利の制度を

確立し、市場の負のメカニズムとこれによる社会的損

傷を取り除いたことが指摘されよう。

もちろんある段階では市場の論理への侵害と民衆

利益への障害を助長した状況も出現した。しかし市

場と民衆からの抵抗にあった後、太倉市政府は社会

政策の調整を迫られ、社会福利に不利になった損害

を補填して、市場の抑制も実施している。現在太倉

市で最も顕著な政策基調は「強村富民」にある。かつ

ての人民公社や生産大隊村が単位となっていた集

団組織による合作経済を見直し、さらに発展させるこ

とで、社会福利の基盤を発展させている。ゆえに経

済発展と社会福利建設を同時に進める平衡的関係

は、常に太倉市における現代化政策の核心に置か

れているのである。経済の発展と社会福祉の安定的

継続とは、多くの先進国が現代化の過程において直

面しており、なおかつ、対応が最も困難な問題の最も

核心課題でもある。

最後に、太倉市の社会現代化は伝統と近代、内と

外との格差、都市と農村の三対の重要な関係が変

遷し続けた過程である。太倉市は、伝統放棄、農村

衰微、後発国は内発的成長ではなく外発的発展に

頼るという西洋の近代化理論のロジックに拠ること

なく、社会の現代化を実現してきた。従って、近代化

理論における内発か外発かという問題の建て方で

は、太倉市における社会の現代化の実践を解釈す

ることができない。事実、太倉市の社会の現代化は

伝統と近代、地元出身者と外来者との統合、都市と

農村が共に成長していく道筋をたどった。強い政府（地

方政府）と強い集団組織の存在と社会発展における

強力な機能は、「蘇南モデル」に共通する特徴であ

る。政府と集団組織による強力な動員力により、現

地の労働力と土地を活用し、上海等大都市の市場と

人材資源と有効に接続することが出来、蘇南地域の

工業化、都市化、現代化の良好な条件を築いたの

である。太倉市の伝統的な商業文化、勤勉な農耕文

化、及び住民同士の助け合い、仲のよさ、家庭を重

視する生活態度は、太倉市の社会の現代化に「精神

支持」（ウェーバーの言葉で言えば、倫理道徳）となっ

たといえる。同時に、太倉市は上海と隣接し、中国史

においては 15 世紀に鄭和が西洋に遠征した出発地

であり、比較的早くから外部世界と社会的・経済的、

及び文化的交流を頻繁に行って、太倉市には開放的

な社会と文化が養われた。そして良好な農耕条件の

もと、江南の漁業と稲作の盛んな地域であった。また

工業化は都市と農村地域で並行して推進され、都市

と農村が共に発展する形態を形成することが出来た。

これらの条件が、太倉市では、伝統と近代の相互連

続、地元出身者と他地方出身者との格差の解消、外

国人との共存、都市と農村の一体化という現代中国

社会における一つの典型となった現代化方式を形作

ったのである。

しかし太倉市の社会変化は未だ進行中であり、現

在の経験が将来にも適当するわけではない。また現

在、全く問題がないというわけでもない。もし別の角

度からこれらの経験を見れば、この経験の背後には、

多くの深い社会問題が隠されていることに気づくかも

しれない。

現段階から見ると、以上 3 つの経験には多少の問

題が隠されているように思える。

第 1 に、政府と集団組織の力があまりに強大で、

社会の自主能力、協力精神及び動力を弱めることに

ならないかという問題である。現在、太倉市は未だ「行

政社会」の段階にあり、政府が社会の役割と現象に

取って代わっている状況は一般的な姿である。社会

建設の中で目に入るのはすべて政府の声と行動で、

社会の声と影響は小さい。形式的には集団組織は社

会領域の一部分だが、実際のところ集団組織は「行

政」の一体化はかなり顕著で、自治、自主能力は弱く、

「社会」の役割を演じるのは難しい。政府の力量が大

きすぎる上に、現在政府が掌握する資源が非常に多

いため、政府が「社会」、特に社会組織の発展を試み

ても、社会建設において政府への依存の大きさを変

えることは難しい。これによって、「行政社会」の状態

の下、社会の現代化は一連の問題を生み出す。すな

わち「社会のニーズ」と政府の資源供給の間に齟齬

が生じ、たとえ政府が社会建設に対して投入した資

源が多く、しかも急速に増加させたとしても、うまく社

会のニーズに合致するとは限らない。「政府の供給

は社会のニーズに合致せず、社会のニーズに必ずし

も政府が応えてくれるわけではない」という局面を生

じさせることになる。もう一つの問題は、過度の政府

依存のために、民衆はあらゆる責任、問題、矛盾の

所在を政府に背負わせる傾向がある。このため、政

府は膨大な責任を任されており、膨大な財務負担を

調整するための政府の機能改革や体制改革を難しく

させる。現代社会改革の責任と負担を全て政府に負

わせる意見も出てきて、「単位」、人民公社の時代へ

の回帰を連想させる事態が出現している。しかし政

府は決して万能ではなく、社会福利建設、民生事業

発展、社会秩序構築では、もはや全権力を集中した

時代とは異なっている。ゆえに、太倉市政府の財力は、

表面的には充足しているように見えるが、社会から

期待される事業が多くあり、財政に対する圧迫は大

きい。これによって生じるもう一つの問題は、民間の

資源、創造性、積極性、協力性を有効的に掘り起こ

して発揮することができないことだ。これは社会の現

代化建設に対する大きな損失といえよう。実際のとこ

ろ、社会公共性、社区の創設と建設において十分は

財力は重要ではあるが、財力のみに頼ると良好な効

果は得難い。より重要且つより鍵となるのは、民衆の

興味と積極性を引き出し、自らすすんで参加するよう

にすることで、財力のみに頼っていては発掘すること

のできない資源、すなわち相互の信頼、協力、満足

感を発掘することができるのである。最後の問題は、

政府と集団組織があまりに強大なため、一方では政

府と集団組織自身を利益実体として発展させ、行動

及び政策決定において自身の利益（政治・経済等利

益）を優先的に考慮し、自ずと公正・公平を保ち難く

なる傾向が生まれることである。また、社会領域の力

が弱すぎるため、政府を監督することができず、また

政府の政策決定に影響する能力が低いことから、役

人の腐敗を生み出す。

ゆえに中国のような発展途上国では、もしも政府

の強い力がなければ、有効に社会の力量と資源を

動員して現代化建設を行うことができないが、政府

の力量があまりに強大で甚だしきは全能の域に達

すると、政府の力量が弱小であるのと同様、社会の

現代化建設に対して不利となる。良好でバランスの

とれた協力的な、政府と社会の関係はそれ自身が

社会現代化に内在する必要条件であり、また社会現

代化を行なっていく重要な条件でもある。社会建設

の提議は疑いなくこれに呼応した行動である。社会

建設は更なる財力と資源を民生社会事業に投入す

ることのみをいうのではない。より重要なのは「社会」

の発展を支え促進し、「社会」の自主発展能力を増

強することである。

第 2 に、経済建設を中心として社会建設を推進す

るに至ったことが中国における現代化の建設の特徴

を表しているものの、経済建設を中心に据える習慣

的性質は短期間ではなかなか変えることができない。

ここ数年、社会の格差なき待遇がますます重視され

ているのを見てきた。しかし全国の他の場所と同じ

ように、太倉市は依然としてやはり経済建設と発展

を中心としており、福祉などの社会建設の効果を低

下させると、経済と社会とがアンバランスに進むよう

な歩調の乱れを生み出した。例えば太倉市の住民

の収入は国民収入に占める割合が比較的低いとい

う事実がある。また、中下層収入の人々が全体の構

成からすると比較的多いのである。さらに、就業の

県級市の実践からみた中国社会現代化の軌跡

                            ――江蘇省太倉市の事例分析を中心として
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安定性が比較的低く、外来人口の融合比率は高くな

い、中産階級の比重がとても小さい等の社会問題が

大きいのである。これらは、経済建設のみでは解決

しない、社会の改革、社会のさらなる進化ではじめて

解決せざるを得ない。

第 3 に、近代と伝統、地元出身者と外来者との格差、

都市と農村の三大関係の調整は、経済発展と社会

の現代化との間の問題として複雑な関係となってい

る。先に指摘したように、伝統は太倉市における現代

化の推進においてある面では積極的な作用を発揮し

ているが、他の方面では、例えば家庭関係と機能が、

計画出産、非農化、及び都市化によって弱化する傾

向があり、社区の連携や絆が村の合併や消滅の過

程で衰微している。太倉市においても、これに代替す

る社会関係と機能が成長せず、社会の凝集の基盤

を低下させているという現代化の挑戦に直面してい

る。また、大量の外来人口が流入したことで太倉市

の経済発展は促進することができた。その中、経済

管理者及び技術者は太倉社会によく融け込んでいる

が、大部分の外来人口は依然として流動状態にあっ

て、社会との融合レベルは比較的低い。これは流動

人口の人生と生活の大きな問題であるのみでなく、

太倉社会の凝集と統合、また太倉経済の持続可能

な発展に対しても不利な状況である。三大関係のうち、

都市と農村の関係は、他に比べて調整が相対的にう

まくいっていて、太倉市の農村工業化の発展の推進

力の一部となっている。しかし都市と農村の一体化

のプロセスは未だ終了しておらず、資源の配分は依

然として都市に偏り、都市と農村の社会制度はまだ

均衡がとれた状態に至ってはいない。社会保障上も

依然として都市と農村の格差が存在し、失地農民の

養老保険、農民養老保険、城鎮職工養老保険及び

機関事業単位養老保険等のいくつもの異なった制度

を不統一に実施している状況を続けている。また一

方で、農村社区中には、集団組織の企業が膨大な利

益を上げて、住民の福利厚生では都市社区を凌駕し、

都市と農村の逆転現象が出現するところもある。しか

しこの事例は決して多くはなく、インフラでも公共サー

ビスでも、都市社区は依然として農村社区よりも優れ、

大多数の農村社区では部分的に、ひどい場合には

すべて村人が自費でインフラと公共サービスを利用

しなければならない。特に農村の公共サービスの質

はまるで都市の社区には及ばない。

こうしてみると「社会」の成長をせきたて、社会と経

済の協調を促進し、現代と伝統、地元出身者と外来

者との格差、都市と農村の三大関係をきちんと処理

することが、太倉が社会現代化及び社会建設を推進

し続けるための重要な内容と方向である。

太倉市は現在、正に「政社互動」と「三社連動」の

改革実践を推進し、「社会」の成長を促すための体制

と技術創出の新たな道筋を見出した。しかし政府の

機能改変及び政務方法の刷新と調整なしには、決し

てこのような改革実践が「社会」の成長を促す効果は

得られない。未来に向かって、太倉市は依然として重

大な社会現代化の任務を担っている。その目標はマ

クロレベルではバランスのとれた協力的な政府、市

場及び社会の三者の関係を形成し、合理的な社会

結合を構築し、都市と農村の一体化を促進すること、

メゾレベルでは社会の団結・凝集力を増強すること、

ミクロレベルでは人々の生活を改善し、全社会の幸

福感及び満足度を上昇させることである。太倉市は

これによって真の安全で調和のとれた、民主的で安

定した、富裕で健康な、都市と農村が融合した、自然

と人が一体となった現代化社会となる。このように太

倉市の実践から、私たちは中国が現代化社会に邁

進していく様を具体的に理解するための活き活きとし

た場面を見出すことができるのである。
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从一个县级市的实践看中国社会现代化轨迹

摘要：

太仓市是我国东南沿海率先推进工业化、

城市化的一个县级市，过去的三十年中在经济

上发展成为我国最发达的地区，在社会上也

取得了明显的进步。本文从太仓的实践中探讨

了太仓社会现代化经历了从总体社会向市场社

会、然后再迈向行政社会转变过程，发现政府

是这个过程的主导者和最重要的推手，体现出

很强的中国经验特色。由此，我们可以认为，

太仓的社会现代化实践是观察和分析中国现代

化轨迹的一个鲜活的地方文本，从这个文本中

我们可以看到政府强力影响的优势和弱点，尤

其是这些弱点成为中国现代化下一步要面对和

解决的问题和挑战，这正是当前中国社会建设

的主旨任务。

关键词：

社会现代化、总体性社会、市场社会、行

政社会

对过去三十多年中国社会经济中发生的变

化，最常用的说法就是现代化建设。但是，什

么是现代化，我们每个人并不能很清楚地说出

来，甚至在学术界也是争议不断，因为“现代

化概念的普及决不是因为它作为学术交流的工

具而具有的清晰性和准确性，而是因为它有能

力揭示那些用来概括十八世纪末和十九世纪随

着工业化和民族国家的兴起而产生的社会生活

各种转变的含糊和笼统的想象。诚然，这些想

象已被证明有充分的说服力，以致无人否认‘现

代化’这个概念所表达的现象确实存在”。1（迪

恩，1996）太仓作为中国东部一个发达的县级

市，在过去三十多年发生的变化确实也合乎人

们对现代化的“含糊和笼统的想象”，印证了

中国现代化建设历程：从社队企业开始农村工

业化，从而带动小城镇发展，接着大规模招商

引资，推动工业化深化，从而带动小城镇演变

成城乡一体化的具有中等规模的城市大格局。

一、何谓社会现代化？

迄今，社会现代化的涵义并不是有明确共

识的。从上世纪五十年代到现在，我国对现代

化有不同的提法，从1954年提出的工业现代化、

农业现代化、交通运输业现代化和国防现代化，

到 1964 年提的现代工业、现代农业、现代国

防和现代科学技术四个现代化，再到 1979 年

提的四个现代化，都有一些差别。从现代化理

论诞生来看，也存在着两条线索：一条是对欧

美近代发展的透视和概括，另一条则是对发展

中国家发展的注视和分析。

近现代西方社会和人文科学的重要使命

就是如何去解释和分析它们所处时代出现的社

会、经济、政治和文化变迁，尤其围绕着如何

解释欧洲启蒙运动以来的西方社会发展乃至整

个人类社会发展而展开长时间的争论和研究。

按美国社会学家布莱克的分析，在对近代以来

社会发展的反思冲动过程中，首先是用进步的

概念取代神学的解释，认为进入欧洲近代后是

理性力量驱动社会进步和发展；其次是用精神

理念来解释人类社会发展，如哲学家黑格尔则

将历史看作是自由原则这样的精神理念在不断

冲破给它设置的障碍中而取得发展的过程；而

马克思则用经济基础与上层建筑的辩证法去解

释欧洲的社会发展。所有这些研究都以近代西

从一个县级市的实践看中国社会
现代化轨迹

王  春光

【美】迪恩 .C. 普蒂斯，《现代化理论与社会比较研究的批判》，收录在西里尔 .E. 布莱克

编的《比较现代化》一书，上海译文出版社，1996 年，第 93 页。
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欧社会发展为模板，无形中奠定了一种以“西

方种族中心论”的西方化或西方文明的观点：

“西方仍然被认为是决定性地取代着世界上其

他各地的传统文化”。2（布莱克，1996）因此，

西方一些学者曾将欧洲近代发展概括为“西方

化”。到上世纪五十年代才找到一个被绝大多

数人所认可的解释和分析框架——现代化。

现代化理论产生的另一个动力源自于西方

学者乃至一些发展中国家的学者对发展中国家

的注视和解释。到上世纪五、六十年代，美国

一些社会学家超越欧美国家，将眼光瞄向非欧

美国家的发展，用现代化理论取代过去的西方

化观点，解释西方社会近代以来的进步和发展，

并为非西方社会提出了所谓的发展路径——按

西方社会那样去做就可以实现现代化了。特别

是对那些研究发展中国家发展问题的学者来

说，现代化专指发展中国家的发展过程，而欧

美已经实现了现代化，因此，不存在现代化问

题了。所以，在他们看来，现代化理论虽然是

从欧美发展中总结出来的，但是主要用于解释

和指导发展中国家的发展，而与欧美发达国家

的发展没有什么关系了。在这个意义上，现代

化理论被视为一种发展理论。

在各种现代化理论中最常出现的是传统与

现代、先进与落后、科技、组织、工业化、城

市化等概念。一种观点认为，现代化是一个从

传统社会向现代社会转变的过程，最终实现具

有现代性的社会。在这个过程中，科技知识的

进步起到关键性作用，社会的组织形式发生了

明显的变化。正如美国政治学家塞缪尔 .P. 亨

廷顿认为，“大多数现代化理论家主张现代社

会和传统社会的主要区别在于现代人对其自然

环境和社会环境有更强的控制能力。而这种控

制能力又建立在科学和技术知识扩大的基础

上。”3（亨廷顿，1996）还有一些研究者将列

举了传统社会与现代社会的不同特点，其中按

亨廷顿的说法，弗兰克 . 萨顿（见下表 4）对

这两个社会特点的概括是“被大多数人普遍承

认。” “‘传统’社会和‘现代’社会的区别，

是从 M. 韦伯和 T. 帕森斯等人的理论中推演

出来的。”5 在韦伯和帕森斯看来，现代社会

与传统社会的最大区别在于社会组织原则的不

同：传统社会更多的是采用特殊性、先赋性等

原则组织起来，而现代社会则是通过普遍性、

获致性原则组织起来的。中国哲学家梁漱溟所

说的中国以职业分立为特点而不同于西方的阶

级分化为特点，实际上在一定程度上也道出了

中国作为一个传统社会不同于西方现代社会的

差别。

尼日利亚政治学教授詹姆斯 . 奥康内尔从

三个方面阐释现代化的内涵：一是分析因果关

系的方法是现代化的核心，这实际上是一种科

学技术发明创造的方法；二是工具和技术的大

量增加；三是社会结构的灵活性和连续性的认

同。“一个社会若要充分现代化，就必须对自

己充满信心，对欢迎变革的社会成员抱有信心，

对可以加以改造而不至于被破坏的社会结构抱

有信心。”6（奥康内尔，1996）鲁道夫夫妇很

具体地描述了现代性的内涵：“‘现代性’意为：

地方纽带和地区性的观点让位于全球观念和普

世态度；功利、计算、科学的真理压倒了感情、

神圣和非理性的思想；社会和政治的基本单位

不是集体而是个人；人们在生活和工作中的相

互联系不是依据出身而是靠选择；他们以主宰

者的态度而不是用听天由命的态度去对待物质

环境和人类环境；认同是被选择和被获得的不

是被硬性确定和被认定的；工作在行政组织中

进行，而不在家庭、住所或社区中进行；成年

期被推迟，年轻人准备承担他们的任务和责任；

人类的寿命延长，但是即使如此，他们将把很

多权力交给年轻人，男人将他们的权力交一些

给妇人；人类不再作为种族分开而在社会和政

治中认识到共同的人性；政府再也不是超人的

权力象征，不让普通人进入，而是以参与、允

诺和对公众负责作为它的基础。”7

不论是韦伯、帕森斯，还是萨顿、奥康内尔、

鲁道夫夫妇等现代化理论家们，对现代社会或

现代化都有一些共同的看法：随着科技的创新

和发明，人类对环境控制能力显著提高，从而

影响到社会组织形式、职业结构、权力结构、

男女结构乃至健康和生命等。但是现代社会不

是突然就达成的，也不是完全与传统社会断裂

的，而是通过一个较长时间的演变过程而实现

的，因此，亨廷顿认为，对现代化过程，大多

数作者或明或暗地达成了对九个特征的一致看

法：现代化是革命的过程、复杂的过程、系统

的过程、全球的过程、长期的过程、有阶段的

过程、同质化的过程、不可逆转的过程、进步

的过程。8（亨廷顿，1996）为此，他提出了现

代化的五大目标，即增长、公正、民主、稳定

以及自主。

虽然以上有关现代化的看法曾被批为带有

西方中心主义色彩，确实也忽略了传统与现代

并不一定是断裂的这一现实，但是，它们仍然

受到学术界和各国政治家们的关注和青睐，与

其包涵的一些精彩观点和分析密不可分，我们

不因其存在的一些缺陷而完全抛弃它，而不能

不看到它之所以受重视的一些独特视角，关键

在于去芜存菁，进行具体的扬弃，而不是全般

否定。首先，现代化并不是一些学者凭空捏造

出来的概念，而是人类文明进步在近现代的具

体体现和进程；其次，现代化过程中各国虽然

有自己的一些特殊性，但是也存在一些普遍性

的东西，只要进入这个进程，这些普遍性都会

呈现出来；其三，特殊性与普遍性之间并不是

天然的对立或契合，而是一个相互建构的过程，

从而造就世界多元现代性。我们的重点不是讨

论普遍性与特殊性问题，而是从现有的现代化

理论中寻找我们分析和研究太仓社会现代化的

一些独特视角和观点，当然这也是一个特殊性

与普遍性的对话过程。

我们认为，现代化是一个科技发明和推广

带来的经济发展方式、社会组织方式和能力的

变化过程，而社会现代化就是指社会组织方式

和能力的变化过程。在这里，社会是相对于政

府、市场而言的，主要包括社会结构、社会组

织、社区村落、家庭家族、社会关系、个人等。

在社会现代化过程中，社会从隶属、依附于政

府（或神权，如天主教）迈向自主、自立并具

有与政府平等地位的主体，从原来的封闭状态

迈向开放和流动的状态，从简单的乃至两极的

社会结构转变为复杂的、多元的社会结构，从

世袭等级转变为职业等级，从传统权威转变为

多元权威并存。在社会现代化过程中，一个最

大的变化就是社会、政府和市场的三者关系的

变化：在传统社会时代，社会和市场都是隶属

于政府（君权）的，缺乏独立性，在欧洲的中

世纪和中国的王朝时代，社会和市场都是很微

弱的，正如英国经济人类学家波兰尼所说的：

“市场在各个国家内部经济中所扮演的角色，

直到近代以前，都是不重要的，”9（波兰尼，

2007）特别是在欧洲，随着科技发展，非生物

转引自【美】迪恩 .C.普蒂斯的《现代化理论与社会比较研究的批判》，收录在西里尔 .E.布

莱克编的《比较现代化》一书，上海译文出版社，1996 年，第 105—106 页。

【美】亨廷顿，《导致变化的变化》，收录在西里尔 .E. 布莱克编的《比较现代化》一书，

上海译文出版社，1996 年，第 44—47 页。

【英】波兰尼，《大转型：我们时代的政治与经济起源》，浙江人民出版社，2007年，第38页。

【美】西里尔 .E. 布莱克编，《比较现代化》，上海译文出版社，1996 年，第 3页。

【美】塞缪尔 .P.亨廷顿，《导致变化的变化：现代化，发展和政治》，收录在西里尔 .E.布

莱克编的《比较现代化》一书，上海译文出版社，1996 年，第 42 页。

转引自【美】塞缪尔.P.亨廷顿的《导致变化的变化：现代化，发展和政治》，收录在西里尔.E.布

莱克编的《比较现代化》一书，上海译文出版社，1996 年，第 42 页。表中的表述比较拗口，

可能是由于翻译的问题，但是仔细琢磨，基本意思还是可以理解的。

（英）科林.莱斯，《塞缪尔.亨廷顿与“经典”现代化理论的终结》，收录在亨廷顿等著的《现

代化理论与历史经验的再探讨》一书，上海译文出版社，1993 年，第 374 页。

【尼】詹姆斯 .奥康内尔，《现代化的概念》，收录在西里尔 .E.布莱克编的《比较现代化》

一书，上海译文出版社，1996 年，第 25—29 页。
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力逐渐取代人力、蓄力，社会和市场就有了独

立的基础，特别是经济有了快速发展，市场竞

争力大大地增加，从而带来社会的发展，从而

有能力冲破君权、神权的监控，动摇了它们的

基础，于是出现作为现代化标志的英法资产阶

级革命。这实际上就是社会、市场和政府三者

关系的重组和重构过程，在这个过程中，社会、

市场获得了自己的独立空间和能力。这里就是

在这三者关系的演变中分析和观察太仓社会现

代化进程。

二、改革开放与太仓社会现代化

把太仓放在过去三十多的时间维度中来观

察的话，就会发现太仓现代化尽管有自己的一

些地方特色，但是并没有脱离中国现代化轨迹。

这从政府、社会、市场三者关系的演变上得以

有效的体现：

1、总体社会时代的社会空间

在历史长河中，中国现代化车轮首先从珠

三角、长三角等地出发，不仅仅是因为 1978

年后国家首先开放沿海地区，而且还因为那里

是中国近代化诞生地，也是西方最先用坚船利

炮轰开中国大门的地方。1949 年后中国的工业

大多集中在上海以及周边地区。1978 年前国家

试图用高度集权的计划方式推进现代化，在这

个阶段，市场被视为资本主义标志而受到严重

的扼杀，几乎没有什么生存的制度空间；社会

被高度行政化，而失去了相对独立的地位和空

间。这种状况被孙立平教授视为一种“总体性

社会”，实际上这是没有“社会”的一种社会

状态。在这个经济、社会、政治和文化高度一

体化的时代，所有行动都是由政府来控制和安

排，严重地扼杀了社会自主性和经济独立发展

的能力，对中国现代化进程带来很多消极的影

响。但是，由于近代历史遗留下来的工业化、

商业化基因仍然潜藏在民间，由于计划时代在

上海这样的大城市建立了一个系统的现代国有

工业生产体系，由于民间渴望着经济发展和富

裕，更由于现实生产和生活压力的倒逼以及作

为上海腹地的有利地理位置，苏南广大农村地

区在 6、70 年代开始就以集体的方式兴办社队

企业（也就是后来的乡镇企业）。太仓一名离

休老干部回忆当初社队企业的兴办经过，很能

说明在生产和生活困难倒逼的作用：

“70年开始，两纲干部（‘阶级斗争为纲、

粮食为纲’），上面搞革命，下面抓生产。胡

耀邦喊‘以粮为纲，全部砍光’，太仓过去是‘一

粮一棉’，各种作物都可以种，棉花水稻四六开，

以粮为纲之后，粮食多种，棉花就少了，棉花

是经济作物，收入大，这样老百姓的收入就受

影响了。减少棉花、油菜等作物，把湖泊填起

来造田（县委书记带我们去学习吴仁宝，挑土

方填湖）。当时我在花桥，是田多的地方，人

均两亩多，都是集体分配的，人均一百一二十

块钱，我当农工部部长要到省里去发言的，农

民人均收入是江苏省除市郊区（种蔬菜）之外

最高的。

73 年乡里建农机站，生产大队里有打水机

（灌溉用），手扶拖拉机，公社里有中型拖拉机，

有了这些农机之后就带来维修问题，所以就开

始办农机维修厂，公社办的。人才好多是原来

打水机上的老师傅，还有六十年代困难时期下

放的一批人里面的人（里面有工人）。

花桥先办农机厂，之后因为每个生产队的

打谷场都是泥场，粮食损失大，所以就办了窑

厂，就地取材，农糠、麦秸等来烧。大砖窑，

我特地到常熟去请老师傅来建的，干部自己掏

钱，请师傅吃饭都要分摊。我当时是 19 级，

70 多块钱每月，其他的小乡干部都是三四十块

钱。出差每天补助四毛几分钱，出县境才有。

开始办社队企业之后，请师傅来要花钱，出去

推销产品的时候要和人打交道，买香烟、茶叶，

这些都是自己带的。老是这样回家也不好交待，

所以就用卖大粪的钱、买废报纸的钱（预算外

收入）解决请客吃饭的问题。

后来还办了个船厂，实际上就是木船的维

修厂，这些厂都是和农业有关的。季节性的，

赚不了多少钱，养活不了几个人，不发工资，

打工分的。公社的厂，除去吃饭钱，之后的钱

按照从哪个队的人出来的，就交给生产队，生

产队再记工分，年终分红。后来璜泾就改了，

假设 40 块钱，交一部分钱给生产队当积累 10

元（三提五统），剩下的 30 元就给个人了，

集体的福利还是有的。77 年分配制度调整，因

为钱交给生产队，个人的积极性就不高了。

当时还生产洋钉，因为洋钉很缺乏，家用

的和集体上用的。有需求，但是需求有多大则

不知道，只是大体上估计。洋钉的用料，钢材

也很紧张，苏州下放的知识青年很多，其中有

一个是苏州城市建设院的干部子女下来，城建

局长和我认识的，说造房子要用钢材，能不能

支援一些。所以从无锡服务社买来了制钉机，

找了个肯钻研的小青年来负责生产洋钉，销量

倒是好的，但是原料搞不到。为了把粗的钢丝

拉细，就又成立了一个拉丝厂，开始由分管思

政的同志来搞，后来乡里配了一个管工业的干

部来，大概 74 年 75 年就有了专门管工业的干

部。苏南地区各个镇的工业都是从农机厂开始

的。乡办，五小企业（小农机厂、小水泥厂、

小窑厂、粮食加工厂、轧棉花厂）。乡镇企业

就是这样发展起来的。”

当然当时不仅公社办企业，生产队、生产

大队也办企业，从这位老干部的回忆中我们可

以看到，由于公社干部为了解决生产中出现的

各种问题，就地兴办了与生产、生活有关的企

业，这样的企业表面上看还是由政府主导的，

但是由于是地方政府兴办，面向当地生产和生

活，渐渐地已经显露出不受中央集权调控、迈

向市场的态势，由此地方获得了一定的自主空

间和权利。这就带动了生产大队发展工业企业

的积极性，也赋予了这样做的合法性。与此相

应的是，农民可以进企业打工，地方政府有了

计划外的收入和消费，产品可以自主销售，渐

渐地，社会变得多样了，各地千篇一律“以粮

为纲”的做法被打破了。人民公社、生产大队

和生产队办企业，需要相应的技术力量，由国

家下放到农村的知识青年以及城市国有企业效

益不好而出现的技术人员无事可做等，都为社

队企业提供了人才支持，这是原来体制为农村

现代化无意中流出的一个社会空间。由此可见，

太仓社队企业的发源和发展进程显示了总体社

会下有了社会自主萌芽的空间和基础。

改革开放为社队企业发展拓展了更大的

社会和市场空间，反过来也提升了社会的自主

能力。相对于温州等以民营企业为主的地区，

太仓在改革初期有个更大的体制优势就是社队

（后来改为乡镇和村社）比私人和个体有更大

的合法条件（即集体所有制），不但较容易从

银行那里借到钱，而且也更容易注册为合法企

业，在市场上受到更好的保护。集体的合法性

加上原先社队企业的发展经验、上海大城市的

技术和市场辐射、长三角的商品经济传统等，

为太仓乡镇企业发展构筑了比以前更大的社会

和市场空间，尤其是村社成为苏南乡镇企业强

势发展的社会空间和平台。有研究表明，上世

纪六、七十年代苏南乡镇企业之所以得以发展，

不在于乡镇企业有多大的竞争力，而在于“以

中国乡土文化积淀为基础的村社理性在农村自

主推进工业化之中的魔力，”“乡镇业企业与

国有企业相比有竞争力的秘密既不是企业家的

能力，也不是经营机制，而主要在于村社将资

源内部化地进行资本化开发形成的企业利润中

隐含了以企业组织形式实现 70% 以上的社区转

移收益。”10（温铁军，2011）村社既为乡镇

企业发展提供廉价的土地、劳动力，又能为企

业承担经营风险。“在乡镇企业原材料来源中，

县及县以上政府机构和乡（镇）、村组织分配

所占的比例达到 37.3%；创办企业占地，由乡

（镇）、村组织划拨的比例达到 41.26%；创

办企业的投资中，政府机关担保的占 20.5%，

乡（镇）、村用一定的财产作为担保的占

17%，干部出面担保的占 11%。”11（陈剑波，

1995）当然企业的利益和就业机会也在社区内

部获得相对公平的配置，由于乡镇企业发展，

太仓的许多农村都发展了自己的社区福利。

由此可以看到，改革开放后，太仓的乡镇

企业发展与中央政府在经济发展上放权有着密

切的关系：过去所有经济计划都是由中央政府

温铁军等著，《解读苏南》，苏州大学出版社，2011 年，第 26—27 页。

转引自温铁军主编的《解读苏南》，苏州大学出版社，2011 年，第 60 页。
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制定、然后下达给地方政府去执行的，这就是

总体社会的特点，严重地制约了地方政府的积

极性和创造力；改革开放不仅是政府向社会放

权，也是上级政府向下级政府放权，在这个放

权过程中，地方政府与社会在原有的社队企业

发展基础上动用了自己的能力和资源，乡镇企

业也有了相应的发展条件和动力。总而言之，

乡镇企业从原来的社队企业发展过来，借助于

改革的体制和政策动员，找到了地方政府和村

社的支持，从而得以快速发展，其基本前提是：

地方政府和村社不仅为乡镇企业提供法律、体

制、资金、土地、劳动力等保证，而且乡镇企

业的发展目标是谋求政府、社会和老百姓的富

裕，从而获得了强有力的政治和社会支持。在

这个过程中市场机制、经济理性、技术等现代

性因素得以滋长、扩大，从而也带动了太仓的

社会结构多样化、复杂化以及自主社会空间的

形成和扩大。

2、向市场社会的转型

有人将中国过去三十多年的社会形态划分

为三类：伦理社会、市场社会和介于两者之间

的中间社会，并认为中国当前正处于中间社会

状态，而我们认为伦理社会还不足以解释改革

前的社会形态，用总体社会更切合现实，而改

革后由于市场机制的发育，渐渐地从社会中“脱

嵌”而成为重要的社会资源配置机制，意味着

中国社会向市场社会转型。在市场社会中，“比

较完备的市场体系成为配置社会资源的主导机

制，市场从最初‘嵌入’到传统的政治和社会

关系之中‘脱嵌’了出来，成为独立自主的力

量。”12（王永钦，2011）就太仓而言，虽然

从社队企业开始，市场已经在配置资源上起到

很大作用，到乡镇企业时代，其作用就更明显，

但是，在上世纪 90 年代中期以前，地方政府

公司主义色彩还是相当浓厚，乡镇企业都依附

在地方政府的行政力量上，行政力量与市场同

时发挥着配置资源的作用。所以我们还不能断

定这是一种市场社会形态，而只有到了 90 年

代中期乡镇企业纷纷改制开始，太仓开始进入

了市场社会阶段：地方政府退出了直接参与企

业的经营，而将企业直接交给了市场。

太仓的乡镇企业到九十年代中期进行改

制，势在必行，但是方式并不一定是最好的。

从社队企业演变过来的集体乡镇企业存在着许

多不适应市场竞争的问题，不少已经陷入了经

营和生存困境。石某曾在七十年代末从部队转

业到某集体企业工作，后来担任了该厂的书记，

他回忆企业改制前后的情况是这样的：“（我

们厂）转制是在 1997 年。当时城厢镇有好多

乡镇企业，是基本上同时转制的。转制的原因：

管理松懈、采购物资方面漏洞百出、再加上上

面条条线线到厂里来吃吃喝喝等。乡镇企业一

开始是蛮好的，后来集体企业的风气就不好了，

银行、税务、工商、派出所等，条线的人都跑

到乡镇里来吃喝。成了私营之后，情况就不一

样了。上面和中央应该也是考虑到这一点。当

时的集体企业效益是下降了。当时费用大，其

中一部分是条条线线下来吃吃喝喝拿拿，另外

就是，厂里中层干部时间长了都是‘老油条’了。

进材料的时候，假设应该进杯子十个，他一下

子就进了二十、三十个，资金一下就压住了，

活钱变成了死钱；有的销售出去产品，也不及

时把钱收回来。考核不严格，反正到月底拿工

资的，供销员的思想观念就是‘反正是集体的、

共产党的’，这样企业效益就逐步地下来了，

就亏损了。原材料进得太多，销售后要钱无动

力，管理层松懈产品不合格增多，再加上国家

的宏观调控。”

当时改制的背景是：1992 年中央明确地提

出了社会主义市场经济体制建设，在国有企业

改制、市场快速发展中，集体企业的体制性缺

陷显现出来，“无论是市场环境还是政策环境，

乡镇企业低成本优势赖以发挥的关键机制几乎

全都不复存在，而乡镇企业自身也面临着企业

资本有机构成提高、社区福利开支刚性等不利

因素，伴随着信贷紧缩政策的实施，乡镇企业

出现了大面积的运转困难”。“使乡镇企业退

出历史舞台的真正推动力，不是乡镇企业自身

的产权明晰化要求，而是企业经营亏损情况下

公司化的地方政府的‘理性’”。13（温铁军，

2011）这里且不说乡镇企业改制的真正动力是

什么，但是有一点是确定的，那就是政府退出

企业生产经营而让市场对企业的生产经营发挥

更大的作用。

从经济学角度看，乡镇企业的改制确实有

利于推进太仓的市场经济发展，但是，对社会的

冲击也是挺大的：“好多人一夜变成了百万、

千万富翁。但是，不改的话，很多厂就要垮掉。

工资体制有问题，没有激励机制，还是绝对平

均主义思想。对村里的福利有影响。有的企业

转制后，与集体没关系了，自己买地、造厂房、

建厂。但有的社区里有建标准厂房，如太胜社

区的民营工业园，村级经济就靠这个。2003 年

的时候村办企业就全卖光了，大拆迁全部拆掉

了。没有听说给村里留下债务。”

改制至少从三个方面改变了太仓的社会关

系形态：首先是社会分化明显加快，改制中少

数人成为老板，绝大多数人从集体企业的享有

者变为纯粹的打工者，更有的人下了岗，失业了，

当地人的就业就没有了以前那么稳定了，完全

依赖于市场竞争；其次，集体企业转变为股份

制企业甚至私营企业，影响到社区、村庄的福

利；再次，改制中产生的社会矛盾自然会增加，

特别是老百姓对于改制的具体做法并不是很满

意的。“改制应该是失败的，把集体财产都无

偿送给个人了。那时的论调是‘损失比消失好’。

那些人是共产党让他发财的，不是个人想当资

本家。那时候可以搞股份制啊，像现在这样，

但是基本上都是送的。作价很低，而且还是分

几年归还。工人就要换了，除了一些技术工人

和管理者外，都换上了自己的人。当时也有人

提出来搞股份制，但是一股风，限时间完成的。

如果搞股份制，也会搞好的。当时搞集体企业，

当然也是有一些问题，积极性没有充分调动。

一夜之间变成个人的了，一下子发了，但是工

人工资也就一个月一千来块钱，贫富差距拉大

了。”由此可见，改制前的社会经济形态是，

乡镇政府、村社、企业与老百姓在经济上是通

过集体所有制而捆绑在一起，而改制后，这四

者出现利益分离，联系的纽带不是集体所有制，

而是市场机制：企业盈利如何与老百姓没有直

接的关系，老百姓并不再是靠集体身份进厂打

工，而是作为市场上的劳动力去竞争就业；社

区和村庄的收入不再是靠企业提供，最多的是

靠出租厂房和土地，一些村庄根本没有什么集

体收入等。在这个时期，市场似乎成为社会资

源的绝对主导机制。这显然是不同于以前的一

种社会形态，很合乎市场社会形态。

改制后太仓市政府的经济工作重心在于利

用“沿江”“沿上海”的“双沿优势”，大力

开展招商引资：“太仓市已实现了由单一所有

制结构向民营、外资、新国资等的转变。”仅“2008

年，新增注册外资由 9’3 亿美元可增至 12 亿

美元，实际利用外资由 3亿美元增至 5亿美元，

分别增加 29% 和 67%；民营经济的注册资本由

22 亿元增至 33 亿元。”14（陆学艺、蒲荣皋，

2009）招商引资、企业快速发展，吸引了大量

外来人口进入太仓，其人数相当于户籍人口数

量。从乡镇企业改制、招商引资、外来人口增多，

背后的推手似乎都是市场机制，彰显了市场社

会的形态和特性。

3、行政社会与社会建设

从社会现代化理论来看，从总体社会向

市场社会的转变是明显的社会进步：经济和社

会从行政和政治权力中获得了相对的独立，开

始按照自身的逻辑——市场原则、共同体原则

等——运行，“与中央集权的经济规划相比，

充满竞争的市场肯定贻害较浅，并且会为知

识和道德上的优点提供更多的发挥余地。”15

温铁军主编，《解读苏南》，苏州大学出版社，2011 年，第 97 页。

陆学艺、蒲荣皋主编，《苏南模式与太仓实践》，社会科学文献出版社，2009 年，第 8—9页。

Acton, H.B., The Morals of Markets: an ethical exploration, Longmans, 

London,1971.

王永钦，《伦理社会、市场社会与中间社会》，http://www.douban.com/group/

topic/17703247/。
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（Acton，1971）职业分化、阶层分化明显加快，

职业体系越来越复杂，以成就为导向的社会流

动形式取代传统的以先天为依据的社会流动形

式，社会结构由简单、封闭形态转变为复杂和

开放形态，尤其是人们有了更多的自由流动和

选择空间和机会。但是，市场社会并不是社会

现代化的终极形态，因为它过度地追求市场的

作用，把市场视为处理社会关系的唯一手段或

者主导手段，对社会带来的损害也是不可避免

的。“我们的主题是：这种自我调节的市场的

理念，是彻底彻尾的乌托邦。除非消灭社会中

的人和自然物质，否则这样的一种制度不能存

在于任何时期；它会摧毁人类并将其环境变成

一片荒野。而不可避免地，社会将采取措施保

护它自己，但是无论采取什么措施，都会损害

到市场的自我调节，打乱工业生活，从而以另

一种方式损害社会。正是这一两难境地，迫使

市场体系的发展进入一个特定的瓶颈，并且最

终使得以它为基础的社会组织陷入了混乱”。
16（波兰尼，2007）在波兰尼看来，人类历史

上不存在独立自主的市场，市场都是嵌入到社

会和政治乃至文化之中的，当市场影响过大，

就会出现社会的“反向运动”，按西方的发展

经验，那就是工人运动或社会运动等。就太仓

的实践而言，政府是市场化改革的重要推手，

尤其是乡镇企业和招商引资，当然市场自身也

给政府的市场化改革产生一定的压力：乡镇企

业竞争力下降是其经营制度不适应市场竞争的

结果，市场在这里产生倒逼效应；太仓利用与

上海这个发达市场的地域邻近关系，可以吸引

更多的外资。但是，太仓市场发展一方面促进

太仓经济繁荣的同时，也确实带来不少问题：

贫富差距、城乡差距、村社差距不断扩大，利

益分配纠纷和矛盾、外来人口管理问题日显突

出，可以归纳为太仓在发展中的三大问题：城

乡差别问题、外地人与本地人之间的问题、阶

层关系问题。这些都是市场经济快速发展过程

中出现的社会结构转型和社会秩序重建问题。

由于过度地追求经济效率，则损害了人和社会

的其他一些属性，比如传统的合作关系、集体

福利，弱势群体在市场的竞争中难以获得有效

保护等。正如波兰尼在分析英国圈地运动在市

场经济的助推下，导致英国传统乡村的瓦解和

破败：“它破坏了乡村的自我防护体系，废弃

了城镇建筑，大量削减了人口，将那些过度开

垦的土地变成了沙地。它骚扰了居民，将他们

由淳朴的农民变成了一群小偷和乞丐。虽然这

仅仅在局部地区发生，但是这些小污点仍有可

能集合为一场大灾难”。17（波兰尼，2007）

我们虽不能将太仓与圈地运动时代市场不断侵

蚀乡村社会的情况相提并论，但是，过度重视

市场的经济效力，自然会侵害社会的运行规则，

会导致许多社会问题。

面对向市场社会转变带来的社会问题，首

先是太仓政府作出“反向运动”的反应，而不

是像波兰尼所说的是以社会运动或工人运动

方式给出反应。在市场社会状态中，太仓市也

不是没有社会的“反向”做法，比如乡镇企业

改制出现的一些工人上访、农民工讨薪等，但

是主要行动主体还是政府，这一来是太仓市素

来有着强政府的传统，社会相对比较弱，二来

是因为经济发展快，政府财力增长比较迅速，

可以通过转移支付和增大公共服务、基础设施

的投入，去解决一些社会问题。在过去三十多

年，从兴办社队企业和乡镇企业，到乡镇企业

改制以及招商引资等，都有太仓政府的积极行

动，在伴随市场经济发展过程出现的问题，也

首先是由政府出面来解决。在这里政府实际上

在一定程度上扮演了相当矛盾的角色：市场的

催生者和社会的呵护者。尤其进入 2000 年后，

中央提出新农村建设、和谐社会建设、科学发

展观，太仓政府事实上也有这样的需求——就

是解决市场社会面临的问题。因此，太仓市政

府先后进行了一系列的社会转型、社会秩序和

社会现代化行动：强村并弱村、城乡一体化、

公共服务均等化、撤乡并镇、撤村并村、富民

强村、政社互动和三社联动以及社会建设规划

等等。

政府的强力行动，不但有效地遏制了市场

对社会关系、社会组织以及公共利益的侵蚀，

而且还通过工业化、城市化和社会事业现代化

“三化”而有效地推进太仓社会现代化。当前

太仓基本上实现了社会保障全覆盖、公共服务

和基础设施城乡一体化、义务教育和高中教育

普及、医疗服务有保障等社会现代化基本目标。

由此太仓步入行政社会时代，其优势在于强大

的行政动员能力和资源投入，可以弥补和化解

市场社会出现的差距问题、弱势群体的生存问

题、公共利益不足、公共资源配置中“搭便车”

和“公地悲剧”等问题，“由于存在着公地悲剧，

环境问题无法通过合作解决，……所以具有较

大强制权力的政府的合理性，是得到普遍认可

的”。18（Ophuls,1973）

但是，在这种行政主导的社会中，由于在

大多数领域，存在着行政逻辑替代社会逻辑现

象，一方面削弱了社会联系纽带、社会共同体

的自主与自治能力，另一方面在资源配置上也

存在低效率、不合理以及供需错位等问题，因

为政府也有可能不利于政府资源的有效和合理

配置，与此同时也会模糊了政府与社会的分工，

有可能将自己推向与社会、民众的摩擦和冲突。

对此，太仓市政府有清醒的认识，认为政

府职能有调整的必要，推出了“政社互动、三

社联动”的社会管理体制改革，试图扭转政府

过于强势、包揽一切而社会自治弱小的局面。

行政社会不同于总体社会的一个重要标志是，

并不排斥社会的自主性、自治性，没有意图也

没有能力将社会纳入到行政控制和管理之中。

原因在于由于市场社会为社会的自主性和自治

性奠定了制度和观念基础。由于有了自主的社

会空间和社会资源，人们对自主的社会组织有

现实的需求，一些互助性的社会组织应运而生。

当然，由于总体社会的运行逻辑并不是短时间

内能改变，因此，尽管进入了市场经济发展时

代，但是这种靠行政逻辑去管理和配置社会资

源的做法依旧成为首选，因此造就了行政社会

转引自埃莉诺 .奥斯特罗姆的《公共事务的治理之道》，上海三联书店，1999 年，第 21 页。【英】波兰尼，《大转型：我们时代的政治与经济起源》，浙江人民出版社，2007年，第3—4页。

【英】波兰尼，《大转型：我们时代的政治与经济起源》，浙江人民出版社，2007年，第31页。

1816

17

这样的社会形态。

三、社会现代化和现代化社会

伴随工业化、城市化，太仓经历了从总体

社会到市场社会，再转变为行政社会的变化，

如何看待这样的变化呢？我们认为，这种变化

总体上是沿着社会现代化轨迹和逻辑进行的，

虽然变化的形态有自己的一定的独特性。在太

仓的不同变化阶段，我们都可以看见行政力量

的主导作用，且不说在总体社会阶段还是行政

社会阶段，就是在向市场社会阶段转变过程中

行政力量至少与市场的作用具有同等的重要

性，问题在于行政力量在推动过程中想完全撤

出自己的影响，转型的过快产生了经济、社会

与文化之间相互不适应问题，这是迈向现代化

的社会阵痛。在下表中，我们粗略地罗列了太

仓从总体社会到行政社会转变过程中一些基本

社会层面的变化情况，显示出社会现代化的演

进轨迹（见下表）：社会结构从原来的单一的

城乡分层、工农分层转变为多样的、多个阶层

并列、中产阶层不断扩大的状态，这是所有发

达国家在现代化过程中的社会现代化进程；社

会流动在扩大，决定社会地位的因素由原来的

政治身份转变为经济因素、教育因素、行政因

素，后天成就对个人的社会地位和社会流动影

响越来越大；社会联系从原来的政治机制这一

单一的机制转变为市场、社会共同体、社区、

家庭等多种机制，但是各种机制之间还没有形

成有效的合作关系，甚至还出现相互抵消和矛

盾的问题，社会联系相当脆弱，社会风险明显

增大，当然有人将社会风险视为社会现代化不

可避免的副产品看待；社会福利从原来的单位

福利、城乡分割转变为面向所有老百姓（包括

外来人口），体现了社会的重要进步；社会价

值观念从单一的政治挂帅（意识形态化）到单

一的市场挂帅（市场化），再到现在的多元价

值（多元化），问题在于多元价值也缺乏有效

的整合，存在着价值危机问题。
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太仓社会现代化的阶段性表现

社会现代化属性

1、身份

2、职业

3、社会流动

4、家庭

5、社会联系

6、社会福利

7、价值观念

总体社会

单一性：身份政治化

比较简单和稳定的职业

分化

社会阶层结构简单，社

会流动少，先赋性政治

因素成为社会流动的决

定因素

家庭的生产功能、文化

传递、社会联系功能被

政治取代，而成为纯生

活和生育单位

社区和社会组织政治

化，社会联系单一化

单位福利、社队福利，

城乡福利分割

意识形态化

市场社会

多样性：身份市场化，多

种身份并存

职业分化越来越复杂

社会阶层分化明显，结构

越来越复杂，社会流动加

快，成就决定地位这样的

获致性因素的作用明显增

大，但是户口、行政体制

依然对社会流动有着重要

的影响

家庭的生产功能获得一定

的恢复，而受市场的影响

在扩大，成为重要的消费

单位

社区出现瓦解危机，社会

组织弱小，社会联系呈现

断裂危险

单位福利缩小，集体福利

减弱，外来人口没有任何

福利

市场化

行政社会

主导性：身份行政化，

处于主导地位，但没有

垄断，其他身份仍有存

在空间

职业分化继续朝着复杂

化方向进行

社会阶层分化中，中产

阶层在扩大，成就决定

地位的作用还在扩大，

户口、行政体制的影响

虽然在减小，但是仍然

有着不可忽视的作用

家庭的传统功能在恢复，

但是由于计划生育以及

人口流动，家庭功能在

衰减

社区行政化，社会组织处

于萌动状态，社会联系在

恢复之中，仍然薄弱

社会福利迈向城乡均衡

化、体制内外均衡化，

外来人口仍然处于社会

福利的边远

多元化

社会现代化是一个很长的过程，不可能在

短时间内实现其目标——现代化社会。当前太

仓正处于社会现代化的一个重要时期：在从总

体社会转向市场社会和行政社会的过程中，不

论政府发挥什么作用，更多的还是关注经济现

代化和经济建设，并没有将重点投向社会建设

和社会现代化，这中间出现的社会现代化变迁，

更多的是在转向市场化过程中为社会现代化提

供了相应的社会空间，使社会获得更大的自发

空间，但是由于社会的自主能力不强，所以，

就难以抗拒市场力量的侵蚀，由此引发了不少

社会问题、社会风险和价值危机。正是在这种

情况下，行政力量又走向前台，去主导社会现

代化进程，从而出现用行政力量主导社会现代

化的行政社会。那么要迈向现代化社会，行政

力量与市场力量、社会力量究竟形成什么样的

合力和关系呢？

按现代化理论，目前这种以行政力量主导

的行政社会还不能算是现代化社会。这里所说

的现代化社会是一种目标性的或理想性的社会

形态，至少应具备这样一些要素或条件：合理、

和谐的社会结构；普惠多元的社会福利；完善

的公共服务体系；融合的社会关系和联系；自

主、自立和合作的社会组织和社会共同体；没

有制度歧视和等级歧视的权利结构；城乡共荣、

人与自然共生的花园社会；多元、包容、开放、

健康的价值观念。这样的现代化社会不仅应具

有自主化解传统与现代的矛盾、地方特色与开

放矛盾、城乡矛盾、阶层矛盾、人与自然矛盾、

市场与社会矛盾、社会与行政矛盾的能力，而

且还应具有吸纳传统、其他社会优势的能力。

就太仓目前的社会现代化进程而言，要实现如

此高水平的现代化社会，已经具备了一些良好

的条件和优势资源，比如和睦的传统文化和价

值、发达的经济、强大的行政力量和转型中的

治理理念、开放的社会环境、多元人群的参与、

良好的基础设施等，但是也要看到，离“健全

的社会”、现代化社会还是有很大的距离，即

使连欧美发达的国家本身也遭遇一些现代化困

境，正如著名社会心理学家弗洛姆对欧美国家的

研究发现所指出的：“西方世界的整个社会——

经济发展的目标是：舒适的物质生活、相对平

均的财富分配、稳定的民主和持久的和平；但

是，正是最接近这个目标的国家表现出了严重

的精神不平衡的症状。⋯⋯这些资料就提出了

一个问题：关于我们的生活方式及我们的奋斗

目标，是否存在某些根本性的错误？”19（弗洛

姆，2011）同样，我们在分析和讨论太仓的现

代化社会该是什么样这个问题的时候，不能不

把弗洛姆对欧美发达国家研究发现的这个问题

作为我们思考的一个起点，期待太仓的社会建

设和社会现代化的目的是创造幸福、快乐、共享、

健康、和谐的“健全的社会”，在这个目标中，

人应具有核心的目标地位。基于这样的视角，

我们认为，太仓的社会建设和社会现代化应更

多地去构建和挖掘社会参与、社会自主、社会

合作的机制和资源，从行政社会转向市民社会，

势在必然，太仓提出的“政社互动、三社联动”

理念和做法正合乎社会现代化的这种转变和发

展。

4. 讨论

在太仓的现代化进程中，政府始终扮演着

主导角色和强力推手，只是在不同阶段表现出

不同的形式，塑造了不同的社会演进形态。这

一点足以体现太仓是非常具有中国特色的现代

化本土案例。这里我们将太仓的现代化经验做

如下概括：政府主导、集体为载体；经济先导、

社会普惠；现代与传统互促、内外兼容、城乡

共生。

首先，太仓的社会现代化是政府主导、以

集体为载体的社会变迁过程。欧美发达国家的

社会现代化程序基本上是这样一个过程：思想

启蒙、科技发明、工业革命、市场拓展、阶层

变化到政治民主、社会运动、社会福利等。在

这个过程中，科技、社会、市场扮演了主导力

量。西方的许多现代化理论是按照西方现代化

经验为发展中国家开出所谓现代化的“药方”：

开放市场、政治民主，从而走向现代化等。但

是，这些理论的一个致命缺陷是，忽视了发展

中国家对现代化进程的自我掌控能力、资源供

给和配置能力等问题。事实上，英国人类学家

波兰尼已经看到，市场并不是自然产生的，而

是建构的产物。西方现代化理论没有认识到，

所谓的开放市场，就是按西方的市场规则去运

行，这就忽视了发展中国家的市场掌控能力和

竞争能力，所以，一旦按西方的市场规则去做，

那么就面临着西方企业的强力进入和垄断，从

而失去了自主能力，也危及本国的社会关系、

文化价值和政治基础。所以，许多发展中国家

在现代化进程中碰到许多困境，迄今尚未找到

有效的路径和方法。而中国作为最大的发展中

国家，在过去三十年中经济发展迅速，成长为

世界第二大经济体，引起世界关注。虽然不能

说，中国现代化已经成功了，尤其社会现代化

还有很长的路要走，但是，中国的社会现代化

实践已经积累了一些经验，特别是各地根据自

己的情况而积累了有价值的经验。太仓作为苏

南模式代表，在利用集体强大、政府主导这样

的体制力量拓展出一条经济和社会现代化路子，

【美】艾里希 .佛洛姆，《健全的社会》，孙恺祥译，上海译文出版社，2011 年，第 7页。19
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破解了社会能力弱、资源不足、市场不发达、

计划体制障碍等困境。从总体社会阶段到市场

社会乃至行政社会阶段，我们都会发现政府的

主导影响，尤其是在社会组织不发达、村社经

济较强的格局下，政府通过行政手段、财政资

源以及政策和法律的合法手段去推进社区建设、

政社互动、公共服务均等化、城乡一体化、社

会保障制度建设等等。地方政府和集体在推进

现代化中具有的优势有：政策和法律的优势、

强大的社会动员和组织能力、产权优势等，可

以弥补资金短缺，克服一些体制制约，所以能

够有效地调动集体资源（土地、劳动力资源），

开拓市场渠道，也可以为外部资本、技术进入

提供相应的政策和体制保障。

其次，太仓现代化走的是经济先导、社会

普惠的路子。这基本上体现了中国的现代化路

径：经济建设为中心，推进农业现代化、工业

现代化、科技现代化和国防现代化“四化”建设。

太仓在经济现代化过程中的一个重要特点是强

调集体的作用，所以，在经济发展中，集体福

利既是作为一种动力，又是作为一个目标，这

有别于温州模式、晋江模式。在太仓（包括苏南）

过去三十多年的经济发展中，我们看到的不仅

仅是工业化，而且是以集体福利增长为代表的

社会福利的发展：乡镇企业带来的不只是工业

化、经济总量的增长，而且还是当地农民的“离

土不离乡”的就业机会、非农化机会和城镇化

机会，还有乡村集体合作医疗保障制度的延续、

农村教育的快速发展、村社公共基础设施的改

善等。虽然在上世纪九十年代，乡镇企业改制

转型，催生市场社会，在一定程度上削弱了社

会福利，但是，进入新世纪，政府在推进经济

发展的同时，再次强调和重视发展集体福利的

重要性，并在全市域内扩展社会福利，构建城

乡一体的社会保障制度，实现均等的公共服务。

由于太仓一直以来政府和集体的力量都很强大，

被为老百姓所认可，因此必然会被要求更多地

去承担起社会普惠的责任。另一方面，也是由

于政府和集体强力介入经济发展，在征地拆迁、

利益分配上也会带来一些矛盾，这也倒逼着它

们去用社会福利来化解矛盾，这反过来进一步

促进经济发展。如果说，英国等欧洲国家正如

波兰尼所说的那样，在市场经济侵入面前社会

采取“反向”行动，以阻止前者的侵害，那么

在太仓，我们看到的是，政府和集体在推进市

场经济发展过程中用集体福利和社会福利的形

式去化解市场的侵害，当然在不同阶段表现得

很不相同，有时候可能出现一定程度助推市场

对民众利益的侵害，但是也面临一定的抵抗后

政府开始调整其社会政策，以遏制和弥补对社

会福利的损害。当前太仓最明显的做法就是“强

村富民”，再次通过发展集体合作经济以推进

社会福利发展。所以，经济发展和社会福利建

设的平衡关系一直占据着太仓现代化的核心位

置，这也是许多发达国家在现代化进程中所面

对和处理的最核心课题。

最后，太仓社会现代化是传统与现代、内

外和城乡这三对重要关系不断变迁的过程。在

这个过程中，太仓并没有按照西方的现代化理

论逻辑——抛弃传统、农村衰减、后发国家靠

外部输入而非内部成长机制——进行，因此，

现代化理论的内生和外发视角都不足以解释太

仓的社会现代化实践。事实上，太仓的社会现

代化走了一条传统与现代、内外兼容并蓄，城

乡共成长的路子。强政府（地方政府）和强集

体是整个苏南模式的一个特点，靠着政府和集

体的强力动员，有效地利用本地劳动力、土地

以及上海等大城市的市场和人才资源，构筑了

苏南工业化、城镇化和现代化的良好要素条件；

太仓传统的商业文化、勤劳的农耕文化和邻里

相助、和睦相处、重家庭的生活态度，为太仓

的社会现代化提供了“精神支持”（按韦伯的

说法，是伦理道德）；同时太仓毗邻上海，在

中国历史上曾是郑和下西洋的出发地，较早地

与外部世界进行社会、经济和文化交往，受外

来文明影响较大，养成了太仓不排外的社会和

文化生态；良好的农耕条件和江南鱼米之乡，

为工业化奠定了坚实的农业基础；工业化在城

乡同时推进，形成城乡共发展的格局。所以，

在太仓，我们可以看到这样的社会现代化格局：

传统与现代相得益彰、相互促进；本地人、外

地人和外国人共处共生共发展；城乡一体化。

但是，太仓的社会现代化还在进行之中，

现在的经验不等于在将来依然管用，而不意味

着现在就没有问题，如果我们换一个角度去看

这些经验，那么也许会发现这经验背后潜藏着

许多深层的社会问题。从目前来看，以上三条

经验都潜伏着一些问题：

第一，政府和集体力量过于强大，在一定

程度上削弱了社会的自主能力、合作精神和动

力。目前太仓还是处于行政社会阶段，政府取

代社会的功能和现象相当普遍，在社会建设上

我们看到的都是政府的声音、行动，而社会的

声音和影响很小。表面上集体属于社会的一部

分，但是在实际运行中，集体的“行政化”相

当明显，其自治和自主能力比较弱，难以扮演“社

会”角色。由于政府力量过于强大，加上当前

政府掌握的资源非常多，尽管政府也很想让“社

会”发展起来，尤其要发展社会组织，但是社

会建设中政府依赖路径难以改变。因此，在行

政社会状态下，社会现代化就会出现这样一系

列问题：“社会需求”与政府的供给存在一定

程度的错位，尽管政府在社会建设上投入资源

很多，并快速增加，但是并不一定很好地满足

社会需求，出现“政府供给的不是社会所需求的、

而社会所需求的并一定是政府所供给的”尴尬

局面。另一个问题就是，过度依赖政府，老百

姓就会将所有责任、问题和矛盾都归咎于政府，

政府承担着无限的责任，进一步限制了政府职

能转变和体制改革，甚至出现逼迫政府向过去

的全能主义型回归的态势，但是政府并不是万

能的，在社会福利建设、民生事业发展、社会

秩序建构等方面不再具有全方位的能力，所以，

太仓市政府表面上财力很雄厚，仍然觉得财政

压力很大。由此跟着产生的另一个问题是，民

间的资源和创造性、积极性、合作性得不到有

效的挖掘、发挥，这对社会现代化建设是很大

的损失。实际上，在社会公共性、社区共同体

的营造和建设上，财力雄厚固然重要，但是仅

仅靠雄厚的财力是很难达到良好的效果，更重

要和更关键的是让民众能有兴趣、有积极性，

自愿去参加，就可以挖掘一些仅仅靠财力无法

挖掘的资源——诚信资源、合作资源、幸福资

源等等。最后的一个问题就是，政府和集体过

强过大，一方面会让政府和集体发展为有自身

利益的实体，会在行动和决策上优先考虑自身

的利益（政治、经济等利益），无形中难以保

持公正、公平，甚至会有目的地损害一些社会

利益特别是公共利益，另一方面则是社会太弱，

无法对政府进行监督，也没有能力影响政府的

决策，从而会滋生腐败问题，这两方面都有可

能会引发社会矛盾（尤其是干群矛盾），而政

府自身又缺少了解决矛盾的合法性、权威性和

公信力。

所以，在像中国这样的发展中国家，如果

没有强有力的政府力量，是不足以有效动员社

会力量和资源去搞现代化建设，但是政府力量

过于强大甚至到了全能的地步，跟政府力量弱

小一样，也不利于社会现代化建设。构建良好

的、平衡的、合作的政府与社会关系，本身就

是社会现代化内在要求，也是其得以进行的重

要条件。社会建设的提出无疑是对此的行动响

应。社会建设不仅限于将更多的财力和资源投

入到民生社会事业上，而且更重要的是去扶持、

促进“社会”的发展，增强“社会”的自主发

展能力。

第二，从经济建设为中心，到社会建设的

提出，是中国现代化建设向纵深推进的表现，

但是，经济建设为中心的惯性难以在短时间内

得以改变。虽然我们看到最近几年对社会建设、

社会普惠越来越受重视，但是，与全国其他地

方一样，太仓仍然还是将经济建设和发展作为

工作重心，在一定程度上降低了社会建设的效

果，出现经济与社会一条腿长、一条腿短的不

协调问题，比如太仓居民收入占国民收入的比

重比较小、中下层收入人群比较大、就业稳定

性比较低、外来人口融入程度不高、中产阶层

比重偏小等社会问题，它们必须是依靠促进太

仓社会现代化和社会建设才能解决而不是经济

建设所能解决的问题。

第三，与上述紧密相关的是现代与传统、

内外、城乡这三大关系的调整、协调和建构还

是难以适应经济发展和社会现代化之要求。正

如上文中指出的，一方面传统在推进太仓现代

化中发挥了积极的作用，但是另一方面也面临
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着现代化的挑战，比如家庭关系和功能因计划

生育、就业非农化以及城市化而出现弱化态势，

社区联系纽带在撤村并村过程中受到削弱，而

替代的关系和功能没有成长出来，降低了社会

凝聚的基础。大量外来人口进入太仓，带动和

激发了太仓的经济发展，其中占少部分的经济

管理和技术人才获得了很好的融入，但是大部

分外来人口依然处于流动状态，社会融入水平

比较低，这不仅对流动人口的生存和发展并不

有利，而且不利于太仓社会凝聚和团结，也不

利于太仓经济的可持续发展。在三大关系中，

城乡关系调整得相对好一些，这得益于太仓农

村工业化发展，但是，城乡一体化进程还远没

有结束，资源配置依然偏向城市，城乡社会制

度还没有完成达成一体和均衡，在社会保障上

仍然存在着城乡差别，表现为失地农民养老保

险、农民养老保险、城镇职工养老保险和机关

事业单位养老保险等不同的制度。另一方面，

一些农村社区的集体经济和福利则好于城市社

区，出现一定程度的城乡倒挂现象，但是这种

现象并不很突出，不论从基础设施还是公共服

务方面，城市社区仍然好于农村社区，大多数

农村社区还要自己出部分甚至全部的钱用于其

基础设施建设和公共服务，尤其是农村的公共

服务质量远不如城市社区。

由此看来，催生“社会”成长，促进社会

与经济协调，处理好现代与传统、内外和城乡

三大关系，是太仓继续推进社会现代化和社会

建设的重要内容和方向。太仓目前正在推进的

“政社互动”和“三社联动”的改革实践，为

催生“社会”成长找到了体制和技术创新路径，

但是，如果没有政府职能的转变以及执政方式

的创新和调整，这样的改革实践并不能取得有

效催生“社会”成长的效果。在迈向未来，太

仓依然肩负着重大的社会现代化任务，其目标

是：从宏观层面上形成平衡、合作的政府、市

场与社会的三者关系，构建合理的社会结构，

促进城乡一体化；从中观层面增强社会团结和

凝聚力；在微观层面改善人们的生活，提升全

社会的幸福感和满意度，太仓由此真正成为一

个安全和谐、民主稳定、富裕健康、城乡融合、

自然与人融为一体的现代化社会。由此可见，

从太仓的实践中，我们找到了具体理解中国向

现代化社会迈进的鲜活场景。
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東アジアにおける国際移民をめぐる新潮流
         ――日本・韓国・朝鮮の「華僑」と「慈済」の国際災害救援

    陳　來幸

はじめに

1980 年代半ば以降を境に北東アジア地域の人流

に大きな変化が表れている。日本の敗戦による GHQ

占領時期半ば以降の 30 年余りが冷戦構造膠着化

の時代であったとすれば、中国の改革開放と台湾の

民主化を契機として、北東アジアの移民の構図は大

きく塗り替えられたといえる。朝鮮半島と日本各地の

華僑社会はこれまでにないかつ量的な変動を経験す

るとともに、地域間の相互影響も無視できないまでに

増大している。主として移民を送出する中国からは、

1992 年中韓国交回復後の朝鮮族の韓国への労働

移民が急増するとともに、中台交流解禁後、台湾へ

の花嫁移民も同様に急増するに至り、ともに数十万

人というかつてない巨大な数字を記録する。逆方向、

つまり韓国人や台湾人ビジネスマンによる中国大陸

への中長期的な投資に伴う家族ぐるみの人流も相当

な規模になっていることもまた、周知の事実である。

もちろん、日中双方向の人流も両国間の文化経済交

流の頻繁化により、増加している。14 年前には 2 万

人足らずであった、3 か月を超えて滞在すする中国

在留日本人の数は、2010 年 10 月には 13 万人を超

えた。注目すべきはその逆であろう。日中国交回復

と改革開放政策によりおおよそ 30 年前から急増し、

14年前には23万人余りとなっていた在日中国人が、

2010 年末には 67 万 7000 人ほどへと増加している。

本論の前半は中国からの新移民によって変貌著

しい日本の華僑社会を中心に扱う。と同時に、戦前

には植民地人として台湾出身者と同等の身分に置

かれた在日朝鮮人の問題が、韓国華僑の地位改善

と重要なインターアクティブな関係にあったという、マ

イノリティ社会の相互関連の問題、さらには、中朝交

流と中韓交流で重要な仲介役を果たす中国朝鮮族

の複雑な自己アイデンティティ 1 の問題と、かれらが

韓国朝鮮人社会で果たす、「華僑」としての役割につ

いて言及する。議論を混乱させないために、用語の

定義をしておく。ここで用いる「華僑」とは、中国国籍

を保持しつつ他国に中長期的に滞在する人々を指

す。「華人」は居住国国籍を取得したかつての中国籍

保持者もしくは中国血統を自認する移民を指すことと

する。

さて、激甚災害が地球規模で多発する近年、世界

的に注目されている現象に、被災地での国際救援

活動がある。そこでは、社会的弱者としてのマイノリ

ティの問題が浮き彫りになっている。新興宗教には

強烈なアレルギーが存在する日本社会ではメディア

があまり正面から取り上げないことに、ここでは注目

したい。本論では、台湾の仏教系国際救援組織「慈済」

の国境を越えたトランナショナルな行動力と求心力

に注目し、「慈済」の活動パターンを通して認められる、

華僑華人ネットワークの新しい特徴的傾向について

論じるとともに、災害復興の過程から見えてくる移民

社会台湾の特質、とくに外国人花嫁の問題について、

日本との比較を通して検討を加えたい。

古くから注目されてきた華僑華人のみならず、辺

縁地区で複雑な多重性を持つ韓・朝鮮民族や、台湾

に在住する諸マイノリティ集団がもつアイデンティティ

とその固有のネットワークがこの東アジア地域で果た

している多面的な役割に注目し、今後の東アジアの

平和的未来像について考えてみたい。

１．日本の華僑華人社会の変貌

日本の華僑社会の起源は幕末 1859 年の開港、さ

らに古くはその 200 年以上前の長崎貿易の時代に

さかのぼるが、中国人が定められた居留地の境界を

突破して日本内地に進出するのは 19 世紀最晩年の

1899 年のことであり、これまでに、110 年余りが経過

したにすぎない。外国人の内地雑居が始まる前年の

1898 年には合計 6,130 人の清国人が横浜（54％）、

神戸（25％）、長崎、函館などの定められた居留地に

集中していた。50 年を経た終戦直後の 1948 年には、

中国国籍を回復した台湾出身者と合わせ、33,148 人

の在日中国人が認められ、大陸出身者と台湾出身

者の比率は 59：41 となり、神戸、東京、大阪、神奈川

の順で四大都市に全体の 66％が居住していた。東

西の二大都市と、居留地時代の伝統的中国人コミュ

ニティを受け継いだ二大海港都市への集中が認め

られる。我々の知る神戸南京町と横浜中華街はその

象徴である。そして、戦後から 1980 年代なかばまで、

在日中国人総数は多くとも５万人程度を目途に 40

年間安定的に推移した。

周知のとおり、1980 年代半ばを契機に、中国の改

革開放政策の影響によって来日中国人が急増する

こととなった。その後 30 年間、在日中国人総数は年々

増加の一途をたどり、2010 年末の 687,156 人をピー

クに、2011 年末にははじめて減少を示し、その伸び

はようやく止まったかに見える。

（１）出身地別在日中国人構造の変化
この間、日本固有の入国管理制度に規定された非

熟練労働者の流入制約という大きな枠組みを維持し

つつも、留学生 10 万人乃至は 30 万人計画が日本

政府によって打ち出された 2。その結果、新たに増大

した在日中国人の省別出身地構造は大きく変化して

いる。戦後老華僑の出身地として台湾、広東、福建、

江蘇、浙江、山東などが上位を占めていた省別構造

は、大学の多い上海市と北京市が急増し、日系中国

人（残留日本人孤児・婦人の親族）の出身地である

とともに日本語の教育環境が整う東北三省からの新

移民が上位を占めて久しい。2011 年末統計で上位

六位を占めるのは、10 万人を超える遼寧省をトップ

に、黒龍江、福建、山東、吉林、上海の順に、いずれ

も５万人を超える 3。東北三省出身者だけで 20 万人

を超えている。「定住者資格」ビザが三世以内の日系

人にのみ与えられ、その他のビザと異なり、定住者

資格による滞在者は、基本的にどのような職業につ

いてもかまわないとする 1990 年に始まった日系移民

優先の入国管理制度が、東北三省からの来日者の

呼び水となっていることは注意を要するであろう。

（２）在日華僑華人の概数
日本の在日中国人の統計は、日本国籍を持つ「華

人」を含まない。68 万人強のうち、永住者、特別永住

者、定住者、日本人や永住者の配偶者、教授資格者

など中長期に日本に滞在し、「華僑」と称しうる者を合

わせると、おおよそ 25 万人となる。約 13 万人に及

ぶ留学生を長期滞在予備軍とし、すでに帰化手続き

によって華人となった者、さらには日本人との国際結

婚によって誕生した日本籍の中国系世代をも含めれ

ば、少なく見積もっても日本における華僑華人の総

数は 30 万人を下らない。概数は 3~40 万人としておく

のが適切であろう。

（３）在日中国人の居住地域の変化　
出身地別構造と総人口の変化とならび、在日中

国人の居住形態も大きく変化している。2010 年末に

至る過去 5 年の都道府県別在日中国人数を示した

韓国における中国朝鮮族については、金永基「国境を超える移動によるエスニック・アイ

デンティティの変化――韓国ソウル市中国朝鮮族の事例から」（佐々木衛編著『越境する

移動とコミュニティの再構築』東方書店、2007 年）に詳しい。中朝貿易の最大の物流拠点

丹東市には朝鮮族が 20 万人居住しており、実質上「中朝出入国通行証」を携帯する朝鮮族

が両国貿易を担っているといわれている。

「留学生 10 万人計画」は 1983 年中曽根総理のリーダーシップのもとで着手され、目標は 20

年後の 2003 年に実現した。2008 年福田総理の時代に改めて 2020 年を目途に 30 万人を目指す

政策が示された。

法務省、登録外国人統計「都道府県別本籍地別外国人登録者（その１中国）」（2011年末）（http://

www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html　2012 年 8 月 2 日引用）
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グラフ（図）を参照されたい。東京都の中国人人口が

突出しているのが明白である。2011 年末の東京在

住中国人は 16 万人をはるかに超え、神奈川が 5.5

万人、埼玉、千葉がそれぞれ 4.7 万、4.3 万人以上

となり、東京を中心とする 4 都県で 31 万人を超え

る 4。続く大都市圏の愛知、大阪も 5 万人程度であ

る。1948 年時点で最も中国人が集中していた神戸

が所在する兵庫県の数字は、25,253 人で７位となり、

愛知や大阪の半分ほどにしかならない。在日中国

人コミュニティのルーツである、かつての唐人屋敷

の所在地長崎に至っては総数が3,598人にすぎず、

47 都道府県のうち、下から数えて 15 番目に少ない。

在日中国人の居住形態は、かつての開港都市型か

らメガシティ型へと大きく転換したのである 5。

図　都道府県別在日中国人数（2006 年 -2010 年）

	  

出典）法務省、登録外国人統計「都道府県別本籍

地別外国人登録者（その１中国）」

（各年度版統計）より作成。いずれも年末時点の数

字。

（４）中華街と華僑学校をとりまく変化と日本社会
「池袋チャイナタウン」構想に「待った」――日本型

共生に向けて

この部分の数字は同上 2011 年末登録外国人統計より。

拙稿「池袋チャイナタウン」構想に「待った」――日本型共生に向けて」園田茂人編『日

中関係史 1972-2012 Ⅲ社会文化』東京大学出版会、2012 年、345 頁。

山下清海『池袋チャイナタウン』(洋泉社、2011 年 ) に詳しい。

2000 年の数字は可児・斯波・游編『華僑・華人事典』（弘文堂、2002 年）、265 頁。

陳天璽「特集「華人とは誰か――教育とアイデンティティ――」序」『華僑華人研究』第８号、

2011 年、45-47 頁。

朝鮮における華僑の全般的状況については楊昭全・孫玉梅共著『朝鮮華僑史』（1991年）、

建国直後の韓国の状況については『華僑志―韓国』（華僑史編纂委員会、1958 年）、が参

考になる。

冷戦期から最近までの韓国華僑の処遇については王恩美『東アジア現代史のなかの韓国華

僑 -- 冷戦体制と「祖国」意識』（三元社、2008 年）が参考になる。
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別稿でも論じた通り、1986-87 年頃を境に、横浜、

神戸、長崎の旧中華街はいずれも春節祭を実施し

始め、地元県・市と協働した地域おこしの重要な主

役の一員となり、今日に至る。そこで舞われる獅子

舞や龍の踊りは、決して伝統的に継承されてきたも

のではなく、外から学んで習得したものである。つま

り、3-4世の彼ら華僑華人たちは新たに獲得された「中

国人性（Chineseness）」を、祭りを通じて最大限に発

揮しているわけである。老華僑を中心とするこれらの

チャイナタウンの取組の成功は、多くの日本人観光

客を呼び込み、周りの商店街とも共存共栄するなど、

日中の共生が新たな段階に踏み出した象徴的現象

であって、その意味で画期的である。その一方で、

2007-08 年には、東京池袋 JR 北口一円で、新たに

進出した中国系のレストランや雑貨店が 200 店舗に

増えたところで、新華僑の店主らが池袋中華街を作

ろうとその実現に向けて取り組んだが、地元商店街

の賛同を得られずに、中華街構想が挫折するという

事件が起こった 6。さらに、この対立に力を得た日本

の保守勢力がそれ以降毎年春節の時期に街宣車を

乗り付けて、中華街構想の実現を抑止する行動をと

るに至ったことがこの事件の後日談である。両極端

な現象が奇妙にも同時に起こっていることにこそ、日

本の華僑華人社会が抱える問題の複雑さが示され

ている。

さらに、日本で現存する全日制の華僑学校 5 校

の共通の現象として、日本国籍児童の割合が年々

増えていることがあげられる。1985 年に日本の国

籍法が父母両系化して以降、日本人のお母さんに

生まれた日中ハーフの子供にも自動的に日本国籍

が与えられるようになったためである。日本最大規

模の学生数を擁する神戸中華同文学校では、2000

年に日本国籍児童が全体の 50.9％となり 7、2005

年には 64％、2010 年現在では 72％にまで増加し、

その傾向は他の４校、つまり大阪（63％）と東京（57.4％）

の中華学校や、横浜の中華学院（73.3％）と山手中

華学校（67.6％）でも同様である（表参照）8。これら

の数字のなかには、40 年前ならほとんどありえな

かった、純粋の日本人の数も含まれている。2010

年の大阪中華学校で 19％、神戸中華同文学校で

11％、横浜中華学院で約 30％、横浜山手中華学校

で全体の 5.3％の学生が、両親ともに中国系ではな

い純日本人である。中国語を国際語として認識し、

インターナショナルスクールのような感覚で華僑学

校に子弟を入学させる日本人が急増しているので

ある。

表

神戸

中華同文学校

小学～中学

676

11％

72％

19％

63％

＿

57.4％

5.3％

67.6％

30％

73.3％

大阪

中華学校

幼稚園～中学

247

東京

中華学校

小学～高校

338

横浜山手

中華学校

小学～中学

516

横浜

中華学院

幼稚園～高校

381

純日本人学

生の割合

日本国籍学

生の割合

学生総数

＊―はデータなし。

出所：「特集「華人とは誰か――教育とアイデンティティ

――」序」『華僑華人研究』第８号、2011 年、45-47 頁よ

り作成。

この数字に見られるとおり、池袋で外国人の排斥

を街頭宣伝するきわめて保守的な日本人がいる一

方で、子供たちを華僑学校に通わせる日本人が大勢

存在していることもまた事実であって、この点で、日

本社会が大きく変化してきたことの表れでもある。

２．朝鮮半島の「華僑華人」と中国朝鮮族

朝鮮半島は中国と地続きであり、中朝の交流は朝

鮮民主主義人民共和国建国以来緊密である。戦前

の最盛期には朝鮮各地に在住する華僑は６万人に

上った 9。韓国は華僑コミュニティが存在したものの、

かつてチャイナタウンが存在しなかった数少ない国と

して知られる。つまり、19 世紀末以来の居留地を中

心に居住し続けてきたほとんど唯一の外国人である

中国系（その大半が山東省出身者）に対して、建国後、

外国人の土地所有を制限するなどきわめて排他的

な法制度を敷くことでその経済力を最大限に削減す

る政策をとってきた 10。1970 年代を中心に、海外に

出路を求めて日本や台湾、アメリカに再移住した者

が少なからず存在する。それに較べて、北朝鮮の華

僑に対する政策の立案過程は、在外同胞である朝

鮮族の中国政府による国民待遇を意識したところか

ら出発している。つまり、北朝鮮政府と労働党は、北

東アジアにおける国際移民をめぐる新潮流
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朝鮮の華僑に対しては対等処遇を原則に、華僑学

校の存続支援を含め、丁寧に対処してきた 11。そこ

には韓国の対華僑政策を反面教師として社会主義

の優越性を示すという意図も存在した。周知のとおり、

中朝国境では両国の人的経済的交流が盛んである。

現在約 6000 人といわれる朝鮮華僑や帰化した北朝

鮮籍の華人、中国籍朝鮮族がその中で果たす役割

が重要であることは多くの言を俟つまでもない。

1992 年に中韓両国が国交樹立して以降、韓国人

ビジネスマンの中国進出が盛んで、その経済活動の

活発化に伴い、生き残り戦略を図る中小自営業者を

中心に韓国人の中国での定住化も進んでいる 12。中

国国内の朝鮮族の国内移動も盛んになり、2 万社以

上の韓国企業が進出しているといわれる天津や青

島、大連など北部の大都市を中心に、少数民族とし

ての朝鮮族コミュニティが多層性を帯び、かつ「半制

度的ネットワーク」に裏打ちされながら、拡大形成さ

れている 13。逆に、朝鮮族の集中居住地区であった

延辺自治州ではこのような国内移動と海外留学によ

る「離郷ブーム」が続き、都市部では空洞化現象が

起こっている 14。　

さて、韓国も日本と同様、外国人労働者の受け入

れには慎重で、とくに単純労働者の流入を制限して

いる。その例外が「訪問就業（H-2）」ビザと「在外同

胞資格（F-4）」ビザである。前者は中国と旧独立国

家共同体（CIS）地区などに居住する満 25 歳以上の

「同胞（韓国・朝鮮系）」に対して発給される数次ビザ

で、有効期間は 5 年である。実務用韓国語試験の合

格が H-2 ビザ取得のための条件であるため、申請

者の多くは中国在住の朝鮮族だという。後者（F-4）

は韓国籍を喪失した者など、韓国との縁がはっきりし

ている「在外同胞」に与える資格である。滞在期間は

２年だが原則として延長が可能で、どのような職種で

あっても就業は基本的に認められる。日本血統者を

重視する日本の「定住者資格」ビザに近い。F-4 の対

象者とは、大韓民国の国籍を保有していた者または

その直系の卑属であって外国籍を取得した者のなか

で、大統領令が定める者（大卒者、OECD 国家の永

住権所持者、法人企業の代表および登記役職員、

前年度規準売上が 10 万ドル以上の個人企業、幼稚

園以上の学校の教師など）をいう。つまり、優秀な自

民族血統者を意図的に韓国社会に引き入れようとい

う政策なのである。世界最低水準の出生率（2011 年

で 1.23）と高齢人口の増加による経済活動人口の減

少のため、韓国では外国人労働者の需要が持続的

に増加している。そのような外国人を確保するために

も、韓国は「在韓外国人処遇基本法」を制定し、中国

籍朝鮮族を中心とする、韓国に居住する外国人の権

利を保護し、社会の安定的発展に寄与させようとして

いるのである。法務部が発表した 2011 年 4 月時点

の韓国在住朝鮮族の人数は 44 万 7000 人、韓国に

帰化した人は 7 万 5000 人。両者を合わせると 50 万

人を突破したことになる。

一方、長期滞在外国人として韓国に 22,000 人ほ

ど在住していた戦前からの老華僑についてはどうで

あろうか。1990 年代、金泳三大統領と金大中大統領

の時期に民主化がいっそう進展し、様々な制度の改

革が実施されるなか、国籍法（1997 年）や出入国管

理法の改正、それによる永住権の取得と帰化手続き

の簡素化が進み、華僑による土地取得と管理におけ

る制限の撤廃などにより、華僑をとりまく環境は大き

く改善された。1999 年には教育法令が改正され、華

僑学校も各種学校として認可され、2005 年には「永

住外国人に対する外国人地方参政権付与法案」が

可決された。日本での在日韓国人参政権獲得運動

の進展がみられないため、これへの支援として韓国

の長期滞在外国人である（山東系）老華僑の地位改

善の一環として外国人参政権付与が検討されてきた

といわれる 15。中・朝・韓・日それぞれの域内に住む

外国人（あるいは少数民族）コミュニティの地位とそ

の処遇問題が、今も昔も国家間関係を決定する重要

な要因の一つであったことは強調されてしかるべきで

あろう。

３．民主化後台湾にみられる移民社会の変化：国  
      際救援組織慈済を中心に

台湾は民主化以降、社会や政府のありかたを変

化させている。女性の地位向上、先住民族権利の主

張、環境保護運動の展開、国際競争力をつけるため

の IT 分野、ついでバイオテクノロジー分野の強化な

ど、人口規模が小さいことを利点とする改革を全体

で推し進めてきた。民進党が政権党となった（2000-

2008 年）ことによる国民党との二大政党間の競争も

このような改革を推進する要因として働いている。

1999 年に発生した中部九二一大地震と 2009

年の八八大水害は、奇しくも台湾社会が現在かか

える問題を露呈すると同時に、民間基金が中心と

なった新しい災害復興の形態を通じ、台湾社会の

「強靭さ」を内外に示すこととなった。ここでは、マ

イノリティや新移民が災害弱者であったという視点

から、変化する台湾社会の一側面を論じてゆきた

い。ついで、これらの災害救援の経験を通し、その

活動が広く世間の注目を集め、世界的な国際救援

組織にまで発展した仏教系基金会「慈済」に注目し、

華人ネットワークとの関連について分析を加えるこ

ととする。

（１）第五のマイノリティ集団としての外国籍花嫁
台湾は典型的な移民社会である。清朝による支

配が始まった 17 世紀末に 12 万人ほどであった対

岸福建省からの漢族閩南人移民は 19 世紀はじめ

には 200 万人ほどに達し、やや遅れて移住した客家

の人たちをあわせ、閩南人、客家、先住民族の構造

ができあがった。20 世紀前半期には、はじめに、日

本人の大量移民の波が押し寄せ、終戦時期には合

わせて 650 万ほどの人口となった。さらに、1945 年

から 1949 年には、日本人移民が一挙引き上げると

ともに、次に国民政府の台湾移転とともに大陸各省

から 100 万を超える外省人移民が到来した。現在約

2300 万の台湾住民のうち、閩南人、客家、外省人、

先住民（14 族）はそれぞれおおよそ 70％、15％、

13％、2％を占めている。

1987 年の民主化を契機に、いままた 20 世紀に入

り三度目の移民の波がおしよせているといわれる。

政府が押し進めた政策の転換によって外国人労働

力が流入し、外国人花嫁が急増したことによる変化

である。2011 年現在、外国籍労働者は 40 万人、外

国籍配偶者は 45 万人の規模となっている 16。

台湾の外国人労働者政策は 1987 年の民主化を

契機に大きく変化した。1989 年に政府は建築土木

分野を皮切りに外国人労働者の導入を公式に決定

した。現在、大きくわけて大型製造業、家事労働、看

護と介護、漁船乗組員の分野に導入が拡大されてい

る。一方では、女性の社会進出に伴う再生産労働の

負担者不足を背景に、急速に未婚化と非婚化が進

み、2010 年における台湾の合計特殊出生率は 0.895

で、世界最低となっている。前述した韓国以上に深刻

である。裏返しの現象として、家事労働を担う女性労

働移民と、農山村、漁村部の嫁不足を補う結婚移民

が増加した。2006 年の数字をみると、外国人家事労

働者を最も多く受け入れているのが香港で約 22 万

田中博、金敬得編『日・韓「共生社会」の展望:韓国で実現した外国人地方参政権』（新幹社、

2006 年）44-56 頁。一度廃案になったが盧泰愚時代の 2005 年 6 月に「永住外国人に対する

外国人地方参政権付与法案」が可決された。

林宝安『新移民與在地社会生活』（巨流図書公司、2011 年）22 頁。2011 年 9 月の外国人労

働者の就業人口は 41.8 万人となっている。

戦前戦後にわたる朝鮮北部華僑については、宋伍強『朝鮮半島北部地域の華僑社会に関す

る社会経済的分析』（兵庫県立大学大学院経済学研究科提出博士論文、2011 年）、「朝鮮

戦争後における朝鮮華僑の現地化について―1958 年前後における華僑聯合会と朝鮮華僑の

国籍問題を中心に」（『華僑華人研究』第７号、2010）年がある。

具知瑛「韓・中間の国境を超える移動とコミュニティ」佐々木衛編前掲書所収、19 頁。

佐々木衛「都市移住者の社会ネットワーク――青島市中国朝鮮族の事例から」同上。

「社会人口流動和集居地空洞化問題的対策研究」『東疆学刊』第 21巻第 3期（2004 年）」、

金星光「中国朝鮮族若者の間に離郷ブーム」朝日新聞アジアネットワーク（2005年3月26日）。
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3,000 人（全体の 42％）、次いで台湾が約 15 万 4,000

人（同 29％）、シンガポールが約 15 万人（28％）であ

る。これらの地域で就労する外国人家事労働者を出

身国別にみてみると、インドネシアが約 24 万人（45％）、

フィリピンが約 22 万人（41％）、ベトナム約 4 万 7,000

人（9％）となっている。台湾はシンガポールとならび、

香港についで、外国人家事労働者を受け入れている

のである。

外国人配偶者については、ピーク時の 2003 年に

は台湾の婚姻全体の 28.36％が国際結婚となったと

いう。もちろん、花嫁が外国人というケースが圧倒的

に多い。そして、国際結婚には往々にして仲介業者

が介在する。当初は偽装結婚による外国人の違法

入国の問題が指摘され、面談による審査制が厳し

くなると、婚姻件数はやや落ち着く（2009 年 18.6％）

も、現在なお国際結婚は常態化している。1987 年か

ら 2010 年７月までの台湾の結婚移民外国籍女性

（累計 133,462 人）の国籍は、ベトナム (83,226 人、

62.4％ )、インドネシア（19.7％）、フィリピン、タイ、カン

ボジアの順に多い。これらの新移民やその二世の混

血児グループを台湾の第五の移民マイノリティと見

る見方さえある 17。つまり、17-19 世紀の閩南人の移

住に続き、福建・広東両省からの客家、植民地領有

による日本人、戦後大陸からの外省人移民に次ぎ、

花嫁移民とその子弟からなる五つ目のマイノリティグ

ループが目前に出現しているという認識である。なお、

この外国人花嫁の倍ほどの数の大陸・香港・マカオ

からの中国系移民花嫁が存在しており、その総数が

現在約 45 万人となっている。さらに注意すべきは、

一口に外国人花嫁といっても、インドネシア、フィリピン、

タイからの花嫁のなかに、現地生まれで現地国籍を

もった華人が多いという点である。定住制限が緩和さ

れた大陸からの花嫁 18 を含めると、おそらくは 45 万

人のうち、中国系・華人系が全体の 70-80％を占め

ている。

1970 年代末から 80 年代初期の頃は、国民党の

軍隊について台湾に移住した外省人退役軍人のも

とに、台湾に居住する少数の東南アジア出身華僑の

仲介によって、フィリピン、タイ、インドネシアから貧し

い華人系の花嫁が紹介されて嫁いできた。80 年代

中期以降は、台湾の農村女性の都会進出により、農

村地帯が深刻な嫁不足となった。同じころ、台湾人

商人の東南アジア進出が盛んになったため、台湾人

商人による紹介結婚が増加した。やはりその多くは

華人あるいはタイ、インドネシア、ベトナム人と華人

と間に生まれた華人血統の娘たちであった。1990 年

代末からは理想的な結婚ができない都市部の男性

が増加し、東南アジアや中国大陸から結婚相手を迎

えることが多くなり、花嫁移民の数が急増したのであ

る 19。1991 年からはインドネシアの結婚移民が顕著

に増加し、1996 年以降ベトナムからの移民が一位を

占めるようになり、現在、大陸等籍を除く外国籍花嫁

のうちベトナム人が 60％を超えるに至る。これらの婚

姻の多くは、業者を通じた「貿易売買」の形態をとる

ことが多い。「商品化」されたこのような国際結婚は、

資本主義の発展と密接につながるものとされ、グロー

バリゼーションと高度な国際分業の産物であると考

えられている。

例えば我々が客家の集住地である台中市東勢区

（鎮）で九二一震災の復興に関するヒアリングを行っ

た際にインフォーマントとなったインドネシア人花嫁

二人のケースをみると、いずれも業者の仲介、ある

いは親類や友人の紹介によって台湾に嫁入りしてき

た客家系の華人であり、旦那さんの兄弟や花嫁ご自

身の兄弟・姉妹も同様に国際結婚している 20。そのう

ちの 1 人 S 女史（35 才）は、インドネシア、カリマンタ

ン島シンカワン出身の客家系華人で、1995 年に東勢

鎮慶福里の客家の御主人のもとに 18 歳で嫁いでき

た。この旦那さんの兄嫁も、弟の嫁もインドネシアか

ら華人の花嫁をもらっている。もう 1 人の Z 女史（35

才）も 20 才で同じくシカワンから台湾の客家に嫁入

りしたインドネシア客家の華人で、実家の妹は台湾（閩

南）人と国際結婚している。また、同じく 1998 年９月

の震災発生時にすでに大陸（福建省）から嫁いでい

た中国籍の花嫁にもヒアリングすることができた。彼

女らに共通することは、少なくとも言語と文化におい

て、台湾社会に適応するに際してストレスが少なかっ

たという点である。このあたりが、台湾社会の国際結

婚が急速に進んだ要因であろう。

これらの婚姻が成立した背景には、中国系もしくは

華人系花嫁を嫁不足地域に仲介するネットワークが

綿々と生きていることが指摘できる。一旦華人系花

嫁が受容されると、非華人の外国人花嫁を受け入れ

る素地が台湾社会の側で形成され、現在のように、

ベトナム人花嫁が大挙移住してくる受け入れ条件が

整ったのであろう。重層化する台湾移民社会の新た

な再編と創出に、華人が介在していた事実は注目に

値する。

（２）外国籍花嫁移民家庭への支援
これらの結婚移民をサポートするために、1999 年、

内政部は「外国籍花嫁（配偶者）生活適応支援実施

計画」を立案し、2005 年からの中期施政方針のなか

でも国際結婚家庭の支援を謳い、「外国籍配偶者終

身学習体系中期計画」などの実施に予算を組んでい

る。さらに、2005 年には 30 億台湾ドル（約 85 億円）

をかけて「外国籍配偶者ケア支援基金」を創設し、10

年を期間として対策を講じ、結婚移民（花嫁）自身の

学習や、子育て、教育能力の向上を目指している。

台湾の国家予算が 4.8 兆円規模なので、いかに手厚

いケアを試みているかがわかる。教育部も「新移民

文化計画（2005-）」、「新移民と多元文化計畫（2007-

）」を推進し 21、質の高い国民の創出のために余念が

ないのである。我々がヒアリングを行った高学歴の漢

族女性からも、「良質の国民」というこの点を強調し、

外国人花嫁家庭への積極的な支援に多くの台湾人

が肯定的との言質が取れた 22。

さて、2011 年の 3 月 11 日に発生した東日本大震

災は、前述したメガシティ型新移民とは異なる、農山

村漁村に散住する新移民の存在を我々に示した。

被災が甚大であった宮城、岩手、福島の 2010 年年

末時点の外国人人口は 33,623 人であり、そのうち

アジア地区からの割合は 89.2％を占める。アジア人

比率の全国平均 78.8％より 10％以上高い。在住資

格をみると、仙台に大学が集中している宮城で留学

生が多い（21.0％）のを除けば、水産加工場や内陸

の工場などに来ていた「技能実習」・「研修」・「特定

活動」資格の若年外国人女性労働者（3 県それぞれ

1,500 名強で、合せて 5,066 人）が、農山村部と漁村

に嫁いできたアジア人花嫁で、外国人の大半を占め

ていた 23。「日本人の配偶者」資格の外国人は合計

3,947 人であるが、実際帰化して日本国籍を取得し

ている花嫁もいるであろうし、多くの者が「永住」資格

同上、105 頁。

1987 年から 2007 年６月まで台湾に滞在している中国籍配偶者 25 万人のうち、4.1 万人し

か身分証をもっておらず、過度に厳しい台湾の政策が議論のテーマとなっていたが、2007

年７月から2010年２月にかけて、新たに身分証を取得した中国籍配偶者は3.6万人に達し、

馬英九が政権の座についてから中国人花嫁の定住に対する政策は緩和されたとみられてい

る（呉介民・曾女燕芳「「海峡を越えたガバナンスの場」におけるシティズンシップ政治」『中

国２１：特集台湾―走向世界・走向中国』Vol.36,2012 年３月、18 頁）。

この間の事情は、ウ・シンイン「台湾における結婚移民女性に関する動向と支援策」（『東

京大学大学院教育学研究科紀要』第 50 巻、2010 年、24-25 頁）による。

2011 年 11 月 6 日にヒアリング（台中市東勢区新移民家庭関懐協会）実施（科学研究費基盤

B「ジェンダーと災害復興―制度設計と生活再建をめぐる課題に関する国際比較研究」（代表：

山地久美子）第二回台湾調査）。

同注 19、28-29 頁。

M女史へのインタビュー（2010 年８月１日、南投市にて）、前掲「ジェンダーと災害復興」

プロジェクト、第一回台湾調査）。

法務省、登録外国人統計「都道府県別在留資格別外国人登録者」（2010 年末）（http://

www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html　2012 年 8 月 2 日引用）
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を取得していることが想像される。もちろんすべての

永住者が花嫁というわけではないが、「日本人配偶

者」と「永住者」二つの資格をもつ外国人は三県で合

計して 13,380 人となる。この地域では、外国人数の

約 3 割から 4 割にあたる数が「外国人」花嫁の概数

であると推定される。

日本は台湾ほどではないにせよ、ピーク時の 2006

年には婚姻件数の 6.1％が国際結婚であり、2010 年

では 4.3％となっている。実数で 200 万人強となる外

国人総数の割合も、全人口の 4% を占める台湾よりは

低く、2011 年末で 1.66％となっている。しかしながら、

前述したとおり、台湾の非台湾籍花嫁の 7~8 割が中

国もしくは華人系であることを考えれば、異文化によ

る衝撃の度合いは日本のほうが深刻化もしれない。

被災した東北三県では、首都圏や近畿圏などの外国

人集住地に多い「留学生」、「特別永住者（旧植民地

であった朝鮮および台湾人に与えられる資格）」や「定

住者（日系に与えられる就労可能な資格）」の実数が

少ない。この点で、農山村や漁村の過疎地域を擁す

る日本の広範な地域が共通して抱える外国人の課題

―移民花嫁の問題―が、今次の震災で鮮明になった

のである。　

出稼ぎ労働者と高度人材の確保が中心の日本の

「多文化共生」施策に欠落している、散住型花嫁新

移民への対策が求められている 24。具体的には、台

湾の例にあるような、花嫁新移民への民間サポート

と行政支援の多方面からの対策が必要であろう。多

くの問題を抱える花嫁移民家庭が、移民女性への日

本語教育とその子に対する学習・保育支援、ついで

移民女性への生涯学習機会の提供などを通じ、母子

がともに「生きる力」を獲得する必要性が世間一般に

認識され、よりよい国民を育成するという社会的合意

が形成されることがまずは必要である。

（３）慈済基金会と内外における慈善救援活動

台湾の財団法人仏教慈済基金会は、世界最大の

仏教系ＮＧＯ団体であり、自らはホームページで「ボ

ランティアを基盤とする国際的な人道援助組織」と称

している。「慈済」は 1966 年、花蓮にて一人の若い

尼僧と 5 人の出家者、全員女性の 30 人の在家信者

によって、慈済功徳会としてスタートした。現在は会

員 500 万人規模の基金会へと組織を急速に拡大し

ている。元来は法鼓山、仏光山、中台禅寺などと並ぶ、

台湾の新興仏教集団であるが、慈済基金会には個

人の宗教的信条に関わらず慈善目的で入会できるし

くみである。「慈済」は他の仏教団体と異なり、一つは

創設者である証厳法師をトップに女性パワーを結集

している点、一つは医療、看護、介護、教育の領域で

専門性を発揮している点、一つは 1991 年の中国華

中・華東地域の水害災害救援を契機に、大規模な国

際救援活動を展開している点で異彩を放っている。

救援活動を可能にしているのは、独自に運営する大

愛テレビ局などを通じた文化宣伝事業の充実と、経

理の透明性による信頼に基づく募金・集金力と、ボラ

ンティア委員の献身的な活動であろう。慈済は「四大

志業」つまり、①慈善志業、②医療志業、③教育志業、

④人文志業、という 4 つの活動を主たる目標とし、さ

らに、①国際救援、②骨髄バンク、③環境保護、④地

域ボランティアの 4 つを加え、「八大脚印（八つの足跡）」

を具体的に残すべく、委員や会員に対して、社会参

画を提唱する。因習にとらわれない近代性と政治に

与しない公平性によって、現在ひろく各界各層の台

湾人から信頼を得ている 25。

1999年に中部で発生した台湾九二一大地震では、

「希望プロジェクト」として 50 数校の小中学校を慈済

基金会が建設して政府に寄贈した。2009 年に南部で

発生した八八水害では、民間支援としては群を抜い

た素早いスピードで、高雄杉林区に大愛園区を造成

して恒久住宅を建築し、被災半年後の春節には被災

者の入居を可能にした。一年後には 695 世帯、3000

人となる規模の戸建て団地の創出である。

1991 年の中国大陸の華中・華東地域の水害救援

をきっかけに、1992 年のネパール水害、2001 年のエ

ルサルバドル地震、2002 年のジャカルタ水害、2004

年 12 月のスマトラ沖地震によるアチェの津波、スリ

ランカの津波被害においても率先して救済にあたり、

数千におよぶテントや仮設住宅、恒久住宅や学校、

老人ホームの提供などを実施してきた。現在、40 か

国に 200 以上の連絡拠点があり、日本支部は 1999

年に創設され、2001 年には新宿に日本支部ビルが

建設されている。「慈済」が一般的な宗教団体とは異

なるのは、宗教や政治体制の違いを超越している点

であろう。高雄杉林区の大愛園区には、被災先住民

のための教会が建てられ、インドネシアの支援には

モスクが建てられている。2009 年に発生した四川大

地震の復旧事業、甘粛省における旱魃対策、村落移

転の支援活動、貴州省における貧困救援活動、中国

各地における学校建設、貧困学生に対する支援、骨

髄提供、医療支援、環境保護の資源回収等を通し、

政治体制の異なる中国でも大規模な救援活動の実

践を積んできた。そして、2010 年 8 月、中国国務院

により中国における慈済慈善事業基金会の設立が

正式に認可され、蘇州の静思書院で認証式が執り行

われた。

2011 年の東日本大震災では、震災後一年間に、

4,000 名を超える慈済のボランティアが 53 億円（約

21 億 4961 万台湾ドル）の義援金を日本の被災者

のもとに送り、96,000 世帯を超える被災者に直接届

けられ、大地震発生後、台湾の慈済基金会は釜石

市の 18 の学校、3,700 名以上の学生の二学期分

の給食費とスクールバスの運行費用を負担した、と

中国のメディアが慈済の活動を中国の内外で報じ

ている 26。『岩手日報』2011 年 8 月 31 日号の報道

によれば、東北の被災 3 県内の約 17 万世帯に計

85 億円が支給されているという 27。単身世帯では

3 万円、2~3 人世帯では 5 万円、4 人以上の世帯で

は 7 万円と一律に決められ、ボランティアが被災者

に現地で直接配布したという。海外の民間団体の

義援金では、群を抜いて最大規模のものである。

さて、インドネシアでは、かつてオランダ東インド会

社時代の 1740 年 10 月に発生した紅渓（排華）事件

で、惨殺された華僑の血で赤く染まったといわれる

紅渓河（カリアンケ）が、慈済基金会の協力によって

最近整備された。2001 年の水害で滞水した河口近

くの環境悪化で伝染病の流行が心配されたため、慈

済基金会インドネシア支部は延べ数千名を動員して

大規模な清掃を行ない、さらに、寄付金を集めてチェ

ンカレン村（Cengkarang）に 55 棟 1,100 戸の住宅か

らなる「大愛屋」を建てるとともに、インドネシア政府

に協力を求め、もとの住民を移住させ、河川の整備

を行なうことになったのである 28。慈済の海外救援

は、自力更生と現地調達を基本としている。インドネ

シアでは当初こそ現地に進出した台湾人商人の奥さ

んたちが核となり、慈済の活動を実践してきたが、現

在では現地の華人たちが強力にサポートする体制

となっている。現在の執行長は、1990 年代の初めに

夫に従いやってきて、1994 年の支部創設に尽力した

劉素美が務めているが、副執行長の 1 人は現地安

達 (Artha Graha) 集団総裁の華人郭再源 (Sugianto 

Kusuma)29、 も う 1 人 は 同 じ く 現 地 華 人 の 黄 栄 年

(Franky Oesman Widjaya) である。1954 年生まれの

大村昌代「未曾有の大災害、外国人散在地域ではなにが起きたのか」（鈴木江理子編著『東

日本大震災と外国人移住者たち』（明石書店、2012 年２月）34-35 頁。

以下、慈済の概要については金子昭『驚異の仏教ボランティア：台湾の社会参画仏教「慈

済会」』（白馬社、2005 年）を参考にした。

「台湾慈済基金会捐助日本地震災民逾 21 億元新台幣（2012 年 03 月 02 日、来源新華網）」

（http://news.ifeng.com/taiwan/news/detail_2012_03/02/12930213_0.shtml 2012 年８

月８日引用）

金子昭『宗教と社会貢献』第１巻第２号（2011 年 10 月）74 頁。慈済日本支部のホームペ

ージでは 2011 年９月時点の義捐金配布世帯数と義援額が公表されている。

釈昭慧「仏教慈善事業的一個範例―慈済整治印尼紅渓河之成効與意義」『弘誓双月刊』第

71期 (2004 年 )、阮義忠・袁瑶瑶『看見菩薩身影（20）劉素美』（静思文化志業、2004 年）

22-32 頁。

パレンバン（巨港）出身の二世。祖先は福建省漳州。2002年４月、妻林麗萍とともに帰依。

阮義忠・袁瑶瑶『看見菩薩身影 (25) 郭再源』（静思文化志業、2006 年）19、86 頁。
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黄栄年は、インドネシア華人の中でも屈指の財閥とし

て知られている金光 (Sinar Mas) 集団創始者黄奕聡

(Eka Tjipta Widjaya)30 を父に持つ 8 人兄弟姉妹のう

ちの末っ子の六男である。彼の少年時代は、華人の

学校、新聞、社団が禁止されたスハルト政権の時代

に重なり、父は栄年を 3 人の兄とともにシンガポール

にやり、中国語教育を受けさせ、栄年はさらに日本に

留学した。慈済への帰依は 1998 年 5 月であった。こ

の年、アジア金融危機がきっかけとなり、排華運動が

勃発した。この時、金光集団親子は職員を動員して

慈済の救済活動を支援したのである 31。

2004 年のスマトラ沖地震で津波被害にあったア

チェ州でも 2005 年から 3 つの大愛村 3700 戸が次々

と建設され、診療所や学校などの公共施設も建てら

れた 32。慈済基金会は現地華人の協力を得てインド

ネシア政府との交渉を進め、慈善活動の展開を効率

的かつ有意に進めているのである。金光集団は、森

林の伐採による製紙業やパーム油の生産で成功し

た華人企業であるが、地球規模で環境保護が声高

に叫ばれるなか、慈済事業に全面協力することで社

会的責任を果たす姿勢を示している。このように、慈

済による国際慈善救援活動は、海外華人の協力と介

在により、深く現地政府と現地社会に入り込むことで、

いっそうの成功を収めているという側面を強調してお

きたい。

おわりに

以上で、近年東アジア全域で認められる国際移民

の新しい潮流について論じてきた。人の流動化が堰

をきったように始まった背景には、グローバルな潮

流とともに、地域固有の原因が存在する。中国では

1976 年の毛沢東の死によって混乱の十年動乱「文

化大革命」が終焉し、1978 年末の中国共産党 11 期

３中全会を契機に改革開放へと国策が転換し、実質

国外への移動の制限が 80 年代中ごろから緩和され

た。台湾では 1987 年の民主化以降様々な政策が新

たに打ち出され、外国人労働者と外国籍花嫁の流入

が始まった。いまや 80 万人という数に及ぶ。朝鮮半

島では、1992 年の中韓国交回復がきっかけとなり、

主として朝鮮族「華僑」が需要に合わせて韓国社会

に流入し、この総数も 50 万人ほどになる。韓国人ビ

ジネスマンがチャンスを求めて大挙中国の都市部に

進出するという逆方向の移動ベクトルも働き、それに

伴い中国国内の朝鮮族の国内移動も引き起こされ

た。日本に向かった改革開放後の中国からの新移民

の波は、欧米諸国やオーストラリア、シンガポールに

向かったグローバルな新華僑進出現象の一角を形

成している。戦後 40 年間 4~5 万人程度で一定してい

た在日中国人の数は、2007 年には国籍別外国人数

の一位となり、2010 年末には 68 万人強となった。

これらの新たな移民現象の出現は、受け入れ社会

の側の根本的な受容度の変化によって実現したもの

であり、日本の華僑学校に学ぶ日本人が増加したこ

とがこの点を十分に物語っている。池袋中華街の構

想が挫折するという事件もおこったが、これらダブル

アイデンティティの人々の存在をプラス志向で捉える

視点が東アジア構成員国民に共有されることが望ま

れている。東アジア地域の平和的秩序の構築への寄

与のみならず、その存在は社会に新たな可能性を拓

く展開が期待されるからである。

長い歴史をもつ華僑華人のネットワークは様々な

形で生かされてきた。小論で取り上げたのは、一つは、

台湾で増加する外国人花嫁の多くは、文化がある程

度共通する大陸籍中国人か、数代にわたり現地に根

を下ろして住み着いた華人であるという事実である。

その仲介に一役買ったのが、東南アジアに進出した

台湾人ビジネスマンであった。

国境を越えて移動するのはモノやヒトばかりでは

ない。近年頻発する自然災害の被災者への支援の

心や共感の気持ちもたやすく国境を越えている。この

現象を顕著に体現しているのが、変化する台湾社会

の申し子の如く出現した、女性の力を結集して社会

的信頼を勝ち得た、台湾の慈済基金会の国際災害

救援活動であろう。海外にも拠点を急速に増やして

ゆく支援の輪は、台湾人ビジネスマンの海外展開に

よって種が撒かれたとはいえ、インドネシアの例にみ

出身は現在の福建省洛江区羅渓鎮。現在、サリム集団に次ぐインドネシア第二の華人集団

に成長した。袁瑶瑶『印尼金光集団創弁人黄奕聡的故事』（静思文化志業、2007年）35-52頁。

阮義忠・袁瑶瑶『看見菩薩身影（24）黄栄年』（静思文化志業、2005 年）30-31 頁。

同上、93 頁。
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られるように、華人をも巻き込んで強力な体制を築き

つつある。現地社会や現地政治の抑えどころを熟知

した華人の介在によって、善意に基づく支援の実質

が強化されるのである。2 つの文化や社会を理解す

る移民の後世である華僑華人のネットワークが生か

された、二つ目の検証である。

There were dramatic changes in the trend 
of immigration in the North-east Asia in the 
nineteen eighties. In the Korean peninsula, the 
ethnic Koreans of Chinese nationals began 
crossing the border and working as special aliens 
of Korean origins in South Korea especially after 
the normalization of diplomatic relations between 
China and South Korea in 1992. As a whole, 
with reform and opening-up under way, business 
workers from Korea and Japan increased rapidly 
in China. International marriage also became 
popular in Taiwan to the amount of as many as 
nearly one fourth of total marriage. Above all, 
Chinese immigrants toward Japan showed a 
drastic change both in number and in its actual 
conditions. The total Chinese population in 
Japan after the war had been stable until 1980s 
for about forty years at about forty to fifty 
thousand. The population statistics indicates that 
the Chinese living in Japan at the end of 2010 

amounted to 687 thousand as a result of apparent 
increase after the 1980s, though. A sharp conflict 
between Chinese and Japanese occurred as in the 
Ikebukuro Chinatown plan failed in 2008 on the 
one hand, assimilation is going steadily on the 
other hand.   

International rescue operation by “Tsu-chi,” 
a Buddhist benevolent foundation in Taiwan, is 
drawing special attention from all over the world. 
Their activities became more accepted especially 
after their contribution at the time of Sumatra-
Andaman earthquake of 2004 resulting in Indian 
Ocean Tsunami disaster. The characteristics 
of their rescue operation seem to be based 
on the network of the Chinese overseas. This 
kind of transnational activities based upon the 
minority human resources can be the cue to the 
establishment of a new Asian region order.

Abstracts

The New Trend of Immigration in the North-east Asia;
 “Chinese” Overseas and International Disaster Rescue Operation by “Tsu-chi”

 Laixing CHEN 
 University of Hyogo

東アジアにおける国際移民をめぐる新潮流

                ――日本・韓国・朝鮮の「華僑」と「慈済」の国際災害救援
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日本の民主党執政後の対中、対外戦略
        ――自由主義から超現実主義へ

楊  伯江

要旨：
日本の民主党の対外戦略は 3 度の内閣の改造を

経た後に、やっと方向性が明確になった。新たな戦略

は民主党の主流派の意思を体現したばかりでなく、

自民党の政策に対して高い継承性をも表現している。

日本の与党と野党との間は、一連の重要な問題をめ

ぐってすでに共通認識に達している。与党と野党との

間に共有されている戦略は、政治の安全と利益、経

済収益の分与を主題とし、多元化の施行、並びに中

米日の三者対話を核心的なメカニズムとしている。一

連の長期的な要因を基礎とし、持続性と全体的な安

定性を備えているので、政策の方向が逆転すること

は有り得ない。アメリカに関する要因は持続性を強め

るように作用し、日本の政局と財政をめぐる状況は、

戦略が展開するリズムとパワーに影響を与える可能

性がある。日本の中国に対するマイナス感情と心理

は、要因に与える刺激を偶発するか、または衝撃を

突発するような政策の反転をもたらすかもしれない。

研究方向：
大国関係、周辺の安全、日本問題

私の見るところ、“3.11”以来、日本には“内向化”

は見られず、かえって安全政策外交上の振る舞いは

十分に人目を引くものになっている。民主党は 3 度

にわたって内閣を改造し、試行錯誤した後、対外戦

略の方向をやっと確定することができた。重要なのは、

野田内閣の対外政策は現政権または民主党の主要

な潮流を体現しているばかりでなく、自民党の対外

政策への高い継承性を露にし、大方の日本の与野

党の一致した方向を顕著に表している。与党内、そ

して与野党間にある権力闘争など国内の政治の対

立した局面を留保すれば、対外情勢の認識、政策理

念と構想の角度から見て、日本の政界は現実には

すでに一連の重要な問題において共通の認識に達

している。民主党の対外戦略も持続性、全体的な安

定性を備えているため、各種の決定的変数が相互

に影響し合う場合は、戦略を実施する歩調を変える

こともあるが、全体の方向の逆転は有り得ない。

一

日本の民主党は、鳩山内閣が自民党と距離を置

こうとしたのに対して、菅内閣の“自民党回帰”から

始まり、野田内閣はさらに一歩先に進んだ。国内の

政治手法をはじめ、与党と内閣の人事を行う際には

派閥の均衡に重きを置き、政策決定過程において外

務、財務の省庁や官僚などへの依存を大きくするな

ど、いずれも“脱鳩山化”に向かっているように見える。

外交安全政策は野田内閣の最も活発な要点となっ

ており、政治の活動実績が最も顕著になった領域で

ある。構想の着想から政策の具体的な施策までの

全てにわたって、民主党の 2 年あまりの執政に対す

る再認識と総括は、自民党路線に対する暗黙の継承、

情勢に基づく必要と民主党の内部対立によって迫ら

れる政策調整の中に伺いしることができる。野田内

閣の対外政策は、与野党の主流の共通認識が凝縮

されたものと言えるだろう。

（１）日増しに強調される戦略の主体性
冷戦後の日本の対外戦略は、暫く“戦略の漂流期”

を経験した。90 年代の中後期から方向が次第に明

確になり始めたが、しかしながら、国内の政治局面

の変化の影響を繰り返し受けたのである。“失われ

た 20 年”といわれるが、日本は政治の大国化という

目標を掲げ、常に“国際社会でふさわしい役割を果

たす”ことの強化が、目標に近づくためのプロセスで

あった。自民党から民主党に至るまで、これまでの

内閣は対外戦略の方向において一見揺れ動き、姿

勢が定まっていないように見えるが、本質的には目

標実現の道筋で嗜好が異なるというだけで、多くを

アメリカに頼り、また多くをアジアに頼っていることに

は変わりがない。日本が本当に“独立”を欲するなら、

真っ先に衝突するのはアメリカのはずであるが、現

下では日本はアメリカに対抗するには無力で、中国

の台頭がさらに対抗的行動をとる気を失わせている。

そこで、日米同盟の枠組みの下での最大限の発展

を、目下の日本の基本路線の 1 つに置いている。同

時に、アジアの急速な発展も日本の第二の構想を促

進させて、隣国を最大限に頼みとするという要因が、

自国の成長を牽引しているのである。

日本の戦略文化は独特で、強い者に追随すると

いう伝統がある。しかしこれは政治戦略における独

立を追及する衝動の乏しさを説明するものではない。

そうでなければ、2009 年の鳩山がアメリカと“対等”

な関係を標榜して、選挙に勝利できた理由が説明で

きない。現段階では、日本に欠けているのは目標を

実現するための素質と資源である。実際に自民党の

橋本内閣、小泉内閣から民主党の野田内閣に至る

まで、戦略の制定から政策立案まで、日本の外交安

全政策は自らを中心とする主体意識が一層顕著に

なり、国益保護を全ての出発点としている。橋本はク

リントンと手を携え、｢ 日米安全保障共同宣言 ｣ を発

表し、同盟の“再定義”を推進したが、一方ではアメ

リカの国債の投売りに対しても思慮し、日本経済の

利益を守った。小泉はイラクへの自衛隊派遣と引き

換えに、日本による外貨市場への介入、円の抑制の

容認をアメリカに求め、経済回復の外部環境を改善

した。また、同時に多項目の“有事法制”を通じて、

日本の安全保障に政治的役割を発揮させる道をつく

った。同様に、野田は日米同盟の修復のために全力

を注いでいるが、イランの石油輸入など自国の核心

的利益に関る問題においては、却ってアメリカへの

譲歩を嫌っている。しかも、自民党と比べてみると、

“日米同盟”と“日本の戦略”の関係を具体的に言え

ば“日米同盟下の日本の戦略”であり、また“日本の

戦略の中の日米同盟”であり、この類の重大な問題

においては、民主党が出している答えは更にシンプ

ルで明瞭である。日本の利益が核心であり、日米同

盟は利益の保護であり、目標を実現するための段階

的な手段である。

（２）進取型を励行する外向型の政策
世界のいくつかの戦略パワーグループの間で、“新、

旧”または“東、西”の対比からの観点に関らず、過

去 20 年のアメリカの経済総量は、新興国、および非

西側諸国の優勢と比較して弱まっていることは明ら

かだが、日本は唯一の例外となっている。日本の経

済総量は新興国、アジア諸国と比べ縮小したが、成

長スピードはアメリカよりも速い。経済要因が日本の

国力構造の中で特殊で重要な位置を占めているの

を見ると、経済の衰退と国際的パワーバランスの再

分配は、日本が対外的に過去の余裕と優雅さを維持

することを次第に難しくさせている。政策はさらに現

実主義、実用主義の色を帯び、切羽きり詰まった焦

燥感すらある。実際に自民党政権の後期からずっと

これまで、日本は“世界の大競争”に直面しても敗北

したことがなく、苦悩も苦闘 1 もなかった。

自民党と比べ、民主党は国内の政治問題におい

ては自由主義の傾向を強く持っている。新興政党とし

て戦前の政治との関りは薄く、侵略戦争の歴史問題

における態度も進歩的であり、皇族に対しても恭敬す

る態度も大きくない。2005 年に、野田は“A 級戦犯は

戦争犯罪人ではない”とする見解を出したが、この行

動がより反映しているのは、与党と野党の対立という

国内の政治背景である。しかし、一方で民主党はよ

りいっそう対外関係の中の現実の利益を重視してお

り、安全政策外交は、さらに戦略性、新たな取り組み

を強調している。鳩山内閣は“必死の外交”といわれ

るように、経済の失速がもたらす国力の低下を埋め

ることに対外政策の重点をおいた。須川清司氏は日

本の国際的発言力の活路について、次のように述べ

ている。「日本のここ数年の国際的影響力の低下は

外交手腕の稚拙が主要な原因であり、自分で考える

力を強化し、“スマートな外交”を励行することに将来

の日本の活路がある」。また、中国が日本を追い抜く

日本の民主党執政後の対中、対外戦略

　                      ――自由主義から超現実主義へ

楊伯江：｢国際権力の移転と日本の戦略対応 ｣、｢現代の国際関係 ｣2009 年第 9期。1
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日が目前に迫り、「日本経済の不振はおそらく避けら

れないだろうが、国家の没落を何としてでも回避しな

ければならず、鍵となるのは戦略的な外交を効果的

に推進できるかどうかだ」2 と述べている。この後の菅

内閣は重点を“安保”に置き、野田内閣は“戦略的外

交”と“進取型安保”を同時に推進することを重点にし

ている。

政策はいっそう策略性を重視し、その組立ては念

入りである。安倍が 2007 年にインドで“民主的大ア

ジア論”を提出してから、ポスト小泉時代のほとんど

の内閣がすべて自らの“外交キーワード”を持っている。

例えば福田の“共鳴（シナジー）外交”、麻生の“自由

と繁栄の弧”、鳩山の“東アジア共同体”などである

のように。しかしいずれも短期間で入れ替わっている。

比較してみると、現任の野田内閣の対外政策は、素

朴で飾り気がないが“扱いが難しい”。2010 年 7 月

にヒラリーが南シナ海の諸島をめぐる紛争に介入す

る態度を示した時、日本の主要メディアはこの動向

を早くからつかみ、日中、日米関係の問題を参議院

選挙にからめたため、党内選挙をひかえたの菅内閣

は却って反応を示すことができなかった。3 野田内閣

は菅内閣と完全に異なり、積極的にアメリカがアジ

アへ再び帰ることに協力し、外交安全政策の“基軸”

を安定させた。措置の 1 つは 2014 年に普天間基地

問題を解決する交渉目標を回復したこと、2 つ目は、

TPP（環太平洋経済連携協定）交渉への参加を表明

したことである。TPP はアジア太平洋の将来の戦略

構図に関ることであり、日本が交渉に参加してまず

考慮計算したのは経済上の観点ではなく、日米の相

互信頼を回復する政治上の観点からである 4。その

次は、多国間戦略を配慮したものである。TPP は最

終的な実施には至らない可能性があるが、日本が

受け入れたこれらの協力協定の権限はホワイトハウ

スではなく、アメリカ議会にある。日本は最終的に加

入しないかもしれない 5 が、交渉への加入を宣言し

ている。即ち日本の戦略の選択肢を増やすことがで

き、ある程度の自由がきく余地を拡大し、日中韓の“ハ

イレベル協力”を実現する推進力を補助することは

十分可能であると考えている。

日本の外交は常にアメリカとアジアの間のバラン

スをとることに苦慮してきたが、野田内閣は分野と範

囲をともに相互交差、相互補完する多元的な構図の

推進を通じて、この局面を乗り越えることに成功した

ように見える。それは中国と“中国以外のアジア”地

域を分け、同時にアメリカの安全協力、中国経済との

結びつきと東南アジアの地政に対する政治的影響力

を強化した。上述の難題を回避したばかりでなく、対

アメリカ、対中国関係のカードを増やした。周辺には、

日本と韓国の安全協力を速やかに深め、｢ 物品役務

相互提供協定 ｣ 及び ｢ 軍事情報包括保護協定 ｣ を

締結した。東南アジア関係では、ミャンマーと投資保

護協定を締結した。また、「ベトナム、フィリピンとのパ

ートナーシップ関係の強化を通じ、日本はアセアンに

おいてさらに戦略を大きく展開させることになった。こ

れは日本に東南アジア地域における安全の中で鍵

を握る役割を担う機会を提供したばかりでなく、地域

内の国に、中国に対抗するある種の自信を持たせた」

のである。6

野田内閣の対外政策は大国の多国間関係の局

面の動向を非常に強く意識していることは明らかで、

基本的な考えは安全上では伝統的な大国との協力

の強化、経済上では新興大国との協力強化である。

しかし、インドは唯一の例外となっている。日印協力

は日本の大国との多国間関係の局面に関ることであ

り、また地政戦略構図の鍵となるものの一部で、この

ためにインドとの関係は日本の安全及び経済協力の

二重政策を示すものとなっている。インドとの協力に

頼み、中国の“海洋活動”、海上の航路の安全確保

への対応は、90 年代の日印が国際連合安全保障理

事会の非常任理事国の席をめぐった争いが決着した

後、日本が行った重要な政策変更であった。2000 年

に森喜朗がインドを訪問し、日本とインドを“天然の

同盟国”として、“地図を見ただけでも明白だ。インド

は中国の庭の後ろにある”と述べた。2007 年に安倍

晋太郎がインドを訪問し、“民主的大アジア論”を発

表した。2008 年に両国は安全分野で全面的な協力

機構を構築することで合意した。昨年 12 月の野田首

相のインド訪問で、双方は“グローバル戦略パートナ

ーシップ”を強化する声明を共同で発表し、海上の安

全協力を拡大することに同意した。今年、海上自衛

隊は、インド海軍と初めての合同演習を行う。さらに

インドは日本の主要な武器輸出市場の 1 つとなると

予測される。

二

政治上の安全利益を手に入れることと経済上の支

援を配分することは、日本の対外戦略の二大テーマ

であり、それぞれアメリカ、中国を主要な協力対象と

している。多元的戦略構図の中で、日本は日中米の

三者対話を核心とし、経済上の利益と政治上の安全

を接合しようとしている。

（１）安全戦略の二重路線を同時に推進
1994 年に新党さきがけの竹村正義が主張した”小

さくともキラリと光る日本”は、小沢一郎がこの一年前

に発表した“正しい国論”と真っ向から対立しあってい

る。趣旨は、日本は軍事小国となることを主張すると

ともに、環境問題と社会の弱者保護の解決を重視す

ることである。こうした潮流が出された後、日本の経

済はずっと衰退している。自然の資源、文化、人口構

造などの基本的要素から見て、日本の規模縮小は

歴史的に正常な状態への回帰といえるが、鍵となる

のはどの方面を“キラリと光らせるか”の選択である。

この選択は、日本の政界を伝統的な保守派と“戦略

的保守派”に分ける分岐点となるであろう。民主党の

安全政策の変化と内部の権力の移行は同じ歩行の

中にあり、“進取型の安保政策”は主に少壮派の“安

保グループ”の意思を体現しており、彼らは“キラリと

光る”ものの選択について伝統的な保守派とは趣を

大きく異にしている。

近年の民主党の対外戦略は、政策手段をさらに多

様化し、軍事的要素が明らかに増加している。2010

年末に菅内閣は防衛計画大綱を改正し、戦略思想

から部署の構成に至るまで重要な調整を行った。し

かし“3.11”の多重災害が新たな大綱の実施プロセス

を断ち切った。社会保険費用と債務償還支出の財政

圧力を受け、2003 年以降、日本の防衛予算は小幅

に減少した。しかしこれらは却って“安保グループ”を

刺激し、武器輸出の三原則をいっそう緩める傾向が

出てきた。昨年末、野田内閣はこの三原則を大幅に

緩和することを決定し、武器の研究開発と生産の国

際協力に参与することにした。日本の武器輸出は“原

則として禁止”から“原則として禁止しない”に変わった。

こうした変化は、世界の兵器市場への参入のために、

予算への圧力を緩め、軍事産業を支援し、実際の利

益水準を高め、日本が戦後の“戦力の不保持”の目

標を解除し、“進取型安全政策”を牽引することを決

意したことを暗示している。

自主防衛力を高め、日米の軍事の一体化、及び

地域の“民主的セーフティーネットワーク”の構築の

推進は、日本の新たな安全戦略の三大柱である。こ

れには“潜在的路線”と“顕在的路線”がある。最も新

しい事項には、野田内閣が航空自衛隊の新世代の

主力戦闘機としてアメリカの F-35 の購入を決めたこ

とがある。日本は眼目に置いていた F-22 を手に入

れることは出来なかったが、F-35 の購入に関して十

分な成果をあげた。アメリカは日本に対し F-35 の機

体に関するステルス等の機密情報を公開し、一部の

部品及び組み立ても日本で生産することを約束した。

F-35 はアメリカやオーストラリアなどの 9 カ国が共同

で開発を進めており、日本は初めて航空軍事工業技

術の多国間協力の開発に参入することになる。F －

須川清司：「外交力を鍛える」講談社より 2008 年 9 月に出版。

「南シナ海　中国進出の抑止は国際連携で」、読売社説、2010 年 8 月 18 日。

野村証券主席研究員の川崎研一は中日韓 FTA は日本の実質 GDP の成長率を 0.74% 引き上げ

る効果があり、日本が加入する TPP よりも 0.54% 高いと試算した。

日本の専門家の試算では、ゼロ関税の実施は日本に 8.24 億ドルの貿易利益をもたらすが食

糧自給率は現在の 40% からおよそ 14% に低下する。

Asian powers scrambling for regional space, JOSHY M. PAUL, The Japan Tiems, Oct. 

24, 2011.
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35 もアメリカの主力戦闘機の 1 つであり、日本が F-35 

を装備することは、日米空軍作戦システムの整備と

いう軍事の一体化にもプラスとなる。第三の柱である

地域の“民主的セーフティーネット”構築方面におい

ては、日本は韓国、インド、オーストラリア、フィリピン

を重要な協力対象としている。昨年 9 月に日本とフィ

リピンは共同声明にサインし、日本側は ODA（政府

開発援助）の提供を通じてフィリピンの海岸警備隊の

設備を支援することを約束した。これは本来、発展途

上国の経済開発の支援に用いる ODA 政策の意図

が変わり、日本が影響を与える地域情勢の政策手段

も経済外交に限らなくなったことを意味している。

（２）中国を経済投資の配分重点とする
日本を地政的に見ると、政治的には安全上で特殊

な脆弱性を持っており、その点から日米同盟は日本

の生死に関っているといえる。同様に、海外における

経済利益は日本経済の盛衰を決定づけている。政

治と経済はともに重要であるが、双方に十全に配慮

するのは簡単ではない。冷戦後、資本と市場が国際

関係に与える影響は大きくなり、日米同盟の構造は

変化し、日本の対外戦略のモデル転換を迫った。冷

戦期間、日米は互いに太平洋を挟んだ両岸を最も重

要な安全同盟国と経済的パートナーとし、政治経済

の二次元の立場を緊密に融合させた。冷戦後、特に

21 世紀に入ってからは、日米の間が政治と経済の

二次元を同時に重ねることは難しくなった。日本は安

全と経済を分けて考えざるを得なくなり、対外戦略に

おける両面性を補強したが、対中国政策はその典型

である。

小泉内閣の時は、中日関係は政治上で互いに譲

らなかったが、貿易の投資協力は却って急速に発展

する時期にあった。小泉は中国の経済発展は脅威で

はなく、チャンスであると主張し、安倍晋太郎などの

保守的な政治家からも賛同を得た。これに先立ち、

中国の“WTO 加盟”の問題においては日米の利益に

差異が生じており、日本はすでにヨーロッパやアメリ

カとは異なる対中政策を取り始めていた。10 年の時

を隔て、野田はさらに一歩進み、“中国の発展”は挑

戦ではなく、“日本と世界にとってチャンスである”と

主張した。この変化は日本の状況理解と政治的願望

を反映している。つまり、日中協力の深化を通じて、

国内の繁栄を確保しようとしているのである。まさに

大前研一が言うところの“中国をお得意様とする”こと

が 21 世紀の日本の活路を見出す道である。中国の

国債を購入したことは、野田内閣がとった重大な戦

略ステップの一つであった。100 億ドル分の購入は、

日本の巨額の外貨準備金の中では大変小さい値だ

が、その含んでいる意義は非常に深いものと思える。

それは主に貿易リスクなどの短期利益のニーズのた

めではなく、日本の対ドルの長期的な動きを反映して

おり、人民元の国際的地位及び日中の経済協力の

戦略を予期させるものである。

日本の対外戦略の二面性は日本の政治と経済に

内在する矛盾が根底にあり、対中関係上において、

経済利益を引き出す要件が安全政策を制限するの

は明らかである。日本の対中の安全への関心は、現

在すでに戦後の歴史の高潮点に達してしまった。「新

防衛計画大綱」、「年度防衛白書」など政府の発行す

る文書及び防衛省防衛研究所の ｢ 東アジア戦略概

覧 ｣、そして 2011 年 4 月に初めて発表された ｢ 中国

安全保障レポート ｣ は、中国の“海洋行動”及び“軍

事の不透明”にも言及しており、どれも“地域安全の

懸念事項”が記述されている。2011 年に日本の研究

者たちは、沖縄宮古海峡一帯においては中国にたい

して“非対称戦法”をとるよう提言したが、これは中国

がこの地域一帯を領土化するのに反対し、南シナ海

と太平洋とを隔てる群諸列島を中国が突破するのを

阻止することに狙いがある。7

（３）中米日の三国関係は多元的構図の核心
日本の新たな対外戦略下では“国家利益”が突

出しており、政策手段は多様で、構図は多元化の趨

勢にある。日米同盟の位置づけは“相対化”に向か

っており、依然としてトップにあるがすでに唯一のも

のではない。中国の台頭や中米協力の発展につれ

て、“日米同盟の有効性、信頼性が低下したため、

日本の外交は多元的戦略の選択を行わなければな

らず、国家利益に注意を向け、自身の強みを発揮し

ている”。8 同時に中国の要因が占める割合は上昇

し、日米、日中、中米の国家間関係は多国間関係を

相互に活発にし、日中米三カ国関係は日本の多元

的構図の核心となり、その他の国際的環境に直接

影響し、戦略の全体的な成否を決定づけている。

日本は相対的に安定した日中米の三者の対話関

係の形成を求めており、それによって利益の最大化

を実現しようとしている。日本は過去 20 年ずっと三

カ国対話の実現に期待を込め、野田内閣も幾度も呼

びかけている。三カ国対話の意味の 1 つは三者対

話を通じて、経済と安全利益の両面を結びつけ、対

外戦略の中にある矛盾を緩和することである。第二

は、アメリカの力を借り、中国の発展方向を規制する

ことである。小泉から野田が引き継ぐ“中国チャンス

論”は、日本の国家利益を反映するもので、日本は

“中国の発展”を楽観し、中国との長期的な安定した

協力を期待している。日本の中国経済に対する依存

は少子高齢化の程度につれ絶えず重くなり、中国の

成長モデルの転換によって内需が拡大することに期

待している。去年 9 月に日本と台湾が投資協定に調

印したが、実質的には大陸に進出した企業への投

資になり、日本と台湾の投資の拡大は大陸にも利益

を及ぼしている。しかし、日本は安全において中国を

警戒しており、アメリカ頼みの“共同形成”を求めて

いる。第三は、中米の助けを借り、自分自身の価値

を高め、国際的な発言権を増強している。日本は世

界の戦略国家間に挟まれた国家であり、日本が力を

持つ時は“アジアと世界をつなぐ橋”の役割を果たす

ことができるが、力を失うと太平洋両岸間の“戦略の

窪地”へと落ち込むだろう。経済の長期的低迷に加

え、自民党の政権後期の地域外交の失敗が、日本

を北朝鮮核問題など地域安全問題への実質的介入

を難しくさせ、地政的な地位も下がっている。こうした

状況の中で、野田内閣は日本、中国、米国がアジア

太平洋の秩序問題を共同で討論することを何度も呼

びかけており、地域の安全を促進しようとしているの

は十分明らかである。

三

日本の対外戦略は一連の長周期的要因を基礎と

しており、方向性が逆転することは有り得ない。外部

要因の中では、アメリカの戦略が今後も強く有力な推

進作用を発揮していくであろう。国内要因は二つの作

用を持っている。即ち、一方では、政局及び財政状

況が戦略の展開リズムに影響する可能性があり、ま

た一方では中国に対するマイナス心理は潜在する政

策を高進させるリスクがある。

（１）アメリカ要因は日本の持続的な「進取」を
         推進

冷戦後のアジア戦略からその後の対日政策の変

化まで、アメリカは一貫して軍事力を強化し、政治安

全の役割を演じてきた。1953 年 11 月にアメリカ副大

統領だったニクソンが日本を訪れ、数年前にマッカー

サーが“自ら定めた”平和憲法に公然と疑問を呈し、

｢ 戦争を放棄した憲法は誤りである ｣ と述べた。1969

年にニクソンはグアム島談話を発表し、戦略の縮小

を宣言した。“アジアの同盟国が自ら国内の安全と軍

事防衛義務の責任を担う”ことを求め、日本の防衛

政策に激震を起こし、防衛白書、防衛計画大綱の相

次ぐ公布を誘発した。冷戦終結後、アメリカの経済分

野で日本に対し圧力をかけると同時に、日本に“ただ

乗り”の停止を求め、更に多くの国際的政治安全の

責任を負わせた。

中国との均衡をとるために、現在のアメリカは以前

のいかなる時よりも日本に“力の更なる発揮”を求め

ている。オバマは登場以来 1 年間かけて、日本の価

値に新たな評価を与えた。日本に対する新たな価値

の発見は、為替や気候など世界的な問題及び北朝

鮮核問題など地域の安全問題上において、中国に対

する“失望”と歩調を同じくするものであった 9。2010

年 2 月に、アメリカ国防総省は ｢4 年ごとの国防計画

http://the-diplomat.com/2011/07/24/china%E2%80%99s-two-pronged-maritime-rise/

須川清司：「外交力を鍛える」講談社より 2008 年 9 月に出版。

Why Japan Still Matters, Peter Ennis,Brookings Norhteast Asia Commentary, Number 

49, May 16, 20117
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見直し報告（QDR）｣ を発表し、日米などの“緊密な同

盟関係”の重要性をとりわけ強調した。9 月の尖閣諸

島（釣魚島）水域で違法な拘束事件が起きた後、クリ

ントン、オバマ、ゲーツ国防長官は、尖閣諸島（釣魚島）

に ｢ 日米安保条約 ｣ の第 5 条を適用し、アメリカが

その防衛義務を負うことを示した。キャンベル国務次

官補が日本を訪れ、｢ アメリカからすると、もし日本と

強く有力な関係がなければ、外交上は無論、政治上

でもそして戦略上でも、アジアで強力な行動をとるこ

とは決してない ｣ とした。その背景にあるのは“オバ

マ政権は世界に対するアメリカの態度において重大

な再均衡を考慮する際、日本がこういった再均衡の

実現に不可欠であるということだ”10。アメリカが戦略

の重点を東に移し、軍事をアジアに戻すことを宣言し

たが、同時に 60 億ドルの年度防衛予算の削減を宣

言した。地域の軍事部署と普天間基地問題を切り離

し、沖縄に駐在する 8000 人の海軍陸上部隊の一部

をグアムに移転し、一部をオーストラリア、フィリピン、

ハワイに順番に移転することを宣言した。これらは日

本が次に更に進んだ安全政策を促すものであり、米

軍の撤退と駐留後の“防衛の真空”の補填、並びに、

東シナ海海域に対し更に多くの政治と軍事の投入を

求めるものである。実際に早い段階から防衛計画大

綱の改正プロセスにおいては、2009 年、2010 年に自

民党、民主党政権の 2 人の首相が懇談会で相互に

一致した政策を提出した。日本と周囲の国には紛争

となっている島嶼及び周辺水域が存在するが、アメリ

カは有効な抑止力を発揮できなくなっており、日本は

これらの地域で自主的な防衛能力を高める必要があ

るとしている 11。

（２）日本の政局及び財政状況は「余力」がない
2009 年に民主党内閣が登場し、日本の独特の特

色的な二大政党制の骨組みを確立したが、憲政と国

情の特殊な状況の中、議院内閣制下で度々選挙を

繰り返し、参議院の独特な役割から、日本の政局は

依然として安定し難くなった。1994 年の衆議院選挙

制の改革以来、日本は合わせて 6 回の衆議院選挙

を行ったが、与党または与党連盟が勝利したのはわ

ずか 1 回のみである。衆議院選挙によって登壇した

与党は後に続く参議院選挙の敗北で、“ねじれ国会”

を形成した。これが日本の政治の基本構造となり、参

議院は衆議院の多数政党に対する牽制作用を大幅

に高めている。これは有権者の与党の政治に対する

不満と“一党独裁”の解体への期待を反映し、参議院

と内閣及び衆議院との対立構造は今後も長期的に

存在するであろう。その上、与党は長期執政として維

持させるために、党首を改選する方法で政権の交代

を実現する傾向にある。しかし、後続の内閣は衆議

院選挙の経験がなく、民意を検証する舞台に立った

こともなく、合法性と権威は往々にして大いに疑われ

て、政権の施政能力を乏しくさせている。

同様に、財政の行き詰まりも日本の戦略展開の

遅滞、展開力を制限する重要な原因となっている。

日本政府が発表したばかりの 2012 年財政予算案を

例にしてみると、総収入の 49% は新たに発行する国

債に頼らなければならず、割合はこれまでに例を見

ないほど高い。財務省のデータによれば、日本の中

央と地方政府の長期債務残高は 2012 年度末つまり

2013 年 3 月 31 日時点で 937 億円に達する見込みで、

これまでで最も高く GDP に占める割合は 195% に達

し、イタリアとアメリカを抜き先進国のうちトップとなる。

野田内閣は消費税を上げることで財政危機を解決し

ようとしたが、有権者の負担が重くなり、政治リスクが

高くなることは確実である。政局の不安定と財政の窮

迫は日本の対外戦略の基本方向を改めさせるには

不十分であるが、速度とパワーの両面において牽制

し、歩みを緩めさせ、効力を削ぐであろう 12。

（３）中国に対するマイナス心理が引き起こす激
震的な政策の反発の可能性

中国要因が日本の内政と外交に及ぼす影響はこ

れまでにないほど上昇し、かなりのレベルで日本の

対外戦略を決定づけ、とりわけ安全戦略の方向付け

への影響が大きい。歴史上、中華文明が主導した東

南アジアの国際的秩序の中で、日本は長きにわたっ

て独自の道を歩み、日中関係は実用主義的態度をと

り、最終的に“華夷秩序”を拒んだ。現実、近代以降

の“アジアの優等生”としての民族のプライドと、経済

上の中国に対する依存度が高まる現実の間で、日本

は中国の発展に対する心理は複雑である。｢ 読売新

聞 ｣ の 2011 年 12 月 18 日付けの報道によると、同

紙とギャロップが協力して行った世論調査の結果は、

アンケートに答えた人の 67% が経済において中国は

｢ ますます重要になる ｣ と感じており、68% が今後、

中国がアジア太平洋地域に与える影響は大きくなる

と感じている。また 80% の人は中国は日本に対し軍

事的脅威となると感じ、85% が ｢ 中国は信用できない

｣ と感じている。この角度から見ただけでも、中日関

係の脆弱な一面が短期間のうちに変わることは極め

て難しいことがわかる。

このような社会心理の背景と上述の政治状態の環

境の下で、日本国内には方向を転換させようとする

圧力、与党と野党の権力闘争が存在し、どちらも偶

発的な事件を誘発し、外にむけた刺激に転化させる

可能性がある。それは、外交安全政策、特に対中政

策に瞬間に点火させ、態度を亢進させる可能性もあ

る。野党は与党を困惑させ、自らの存在感をアピー

ルするために、往々にして中国の問題を持ち出して

事を語る傾向がある。与党は有権者の歓心を買い政

権維持のために、民衆の気分に同調するであろう。

結果として、与野党は対中関係をめぐって“強硬路線

競争”を繰り広げることになる。一部の政治家の中には、

一線を退いた後に態度を逆行させ、自民党の谷垣禎

一が率いる自党議員が靖国神社を参拝し、内閣に釣

魚島国有化と“自衛隊常駐”を求めた。民主党がこの

問題において強硬な態度をとるよう強要しているが、

これは与野党間に発する強硬路線競争の一例と考

えられる。

Why Japan Still Matters, Peter Ennis,Brookings Norhteast Asia Commentary, Number 

49, May 16, 2011.

Japan Unlikely to Redirect Defense Policy, David Fouse, PacNet, Number 26, May 5, 

2011, Pacific Forum CSIS.

Japan Unlikely to Redirect Defense Policy, David Fouse, PacNet, Number 26, May 5, 

2011, Pacific Forum CSIS.
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日本の民主党執政後の対中、対外戦略

　                      ――自由主義から超現実主義へ
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日本民主党执政以来对外战略评析
    ——从自由主义到超现实主义

杨  伯江

摘要：
日本民主党对外战略在经过三届内阁的摸

索后最终明确了方向。新战略不仅体现了民主

党主流派的意志，也表现出对自民党政策的高

度继承性，说明日本朝野围绕一系列重大问题

已经形成共识。战略以获取政治安全利益、分

享经济红利为主题，实施多元化布局并以中美

日三边对话为核心机制；以一系列长波因素为

基础，具有持续性、总体稳定性，方向不会逆

转。美国因素将持续发挥推动作用，日本政局、

财政状况可能影响到战略展开的节奏与力度，

对华负面心理若遇偶发因素刺激或将导致脉冲

式政策反弹。

“3.11”以来日本并没有“内向化”，相

反在外交安全上的表现十分抢眼。民主党在经

过三届内阁的摸索与试行错误后，对外战略终

于找准了方向。重要的是，野田内阁的对外动

作不仅体现了现政权或民主党主流派的主张，

而且显露出对自民党政策的高度继承性，在很

大程度上代表着日本朝野的统一意志。如果抛

开权力斗争等国内政治层面，从对外形势认知、

政策观念与思路角度看，日本政界实际已就一

系列重大问题达成共识。民主党对外战略也因

此而具有持续性、总体稳定性，各种决定性变

量的互动时而会影响战略实施的节奏，但方向

不会逆转。

一

日本民主党从菅内阁开始“回归自民党”，

到野田内阁更进一步。包括在国内政治手法上，

执政党和内阁人事安排搞派系平衡，决策借重

外务、财务省厅官僚等等，无处不“去鸠山化”。

外交安全是野田内阁最活跃、政绩最突出的领

域，从布局思路到政策策略，都可窥见民主党

对两年多执政的反思与总结，对自民党路线的

悄然承袭，以及根据形势需要和民主党自身特

点所做的调整。野田内阁对外政策，堪称日本

朝野主流派共识的集中体现。

（一）	战略主体性日益增强
冷战后日本对外战略经历了短暂的“战略

漂流期”，从 90年代中后期开始方向逐步明确，

但反复受到国内政治变局的影响。尽管“失去”

了 20 年，日本仍在坚持政治大国化目标，而不

断增加“在国际社会发挥合宜的作用”是趋近

目标的过程。从自民党到民主党，历届内阁在

对外战略方向上看似摇摆不定，但本质上只是

对实现目标的路径偏好有所不同——是借重美

国多一些，还是借重亚洲多一些。日本要真正“独

立”，首当其冲的是美国，但现阶段日本无力

向美国叫板，中国崛起更使它无意这样做。于是，

在日美同盟框架下，最大限度地自我发展成为

当下日本的基本思路之一。同时，亚洲的快速

发展又促成了日本的第二条思路，即最大限度

地借助邻国因素带动本国增长。

日本战略文化独特，有追随强者的传统，

但这并不说明它缺乏追求政治战略独立的冲动，

否则就无法解释2009年鸠山能靠标榜与美国“对

等”而赢得选举。现阶段日本缺乏的是实现目

标的禀赋与资源。实际上，从自民党桥本内阁、

小泉内阁到民主党野田内阁，从战略制定到政

策设计，日本外交安全政策以自我为中心的主

体意识表现得越来越明显，一切以维护本国利

益为出发点。桥本一面携手克林顿发表《日美

安全保障联合宣言》，推动同盟“再定义”，

一面考虑抛售美国国债，维护日本经济利益。

小泉以派兵伊拉克换取美国容忍日本干预汇市、

压低日元，改善恢复经济的外部环境，同时通

过多项“有事法制”，为日本发挥政治安全作

用铺路。同样，野田为修复日美同盟不遗余力，

但在进口伊朗石油等涉及本国核心利益的问题

上却对美不肯让步。而且，与自民党相比，在

对待“日美同盟”与“日本战略”的关系、具

体讲是“日美同盟下的日本战略”还是“日本

战略中的日美同盟”这类重大问题上，民主党

给出的答案更为简单明了——日本利益是核心，

日美同盟是维护利益、追求目标的阶段性工具。

（二）	奉行进取型外向型政策
在世界几大战略力量板块之间，无论从“新、

旧”还是从“东、西”对比看，过去 20 年美国

在经济总量上对新兴国家、非西方国家的优势

都有明显削弱，但日本是唯一例外。日本经济

总量与新兴国家、亚洲邻国之比下降得甚至比

美国还快。鉴于经济要素在日本的国力结构中

占有特殊重要的位置，经济衰退及国际权力的

重新分配，使日本对外越来越难以保持过去的

从容与优雅，政策更具现实主义、实用主义色彩，

急促甚至焦躁。实际上，从自民党政权后期开始，

日本就一直为如何不输掉“全球大竞争”而苦

思苦斗 1。

与自民党相比，民主党在国内政治问题

上更具自由主义倾向。它作为新兴政党与战前

政治没有太多瓜葛，在侵略战争历史问题上态

度开明，对皇室一族也不像自民党那般恭敬。

2005 年野田曾提出“甲级战犯非战犯”论，但

此举更多反映的是朝野斗争的国内政治背景。

但是，另一方面，民主党更重视对外关系中的

现实利益，外交安全政策更强调战略性、进取性。

鸠山内阁重点借助“拼外交”弥补经济失速造

成的国力下滑。如须川清司所述，“外交拙劣

是导致日本近年来国际影响力下降的关键因素，

强化自主思考、奉行‘智慧外交’是未来日本

的出路所在”。中国赶超日本已近在眼前，“日

本经济上的沉沦或许在所难免，但国家的没落

并非不可回避，关键是能否成效地推进战略性

外交”。2 之后的菅内阁把重点置于“拼安保”，

野田内阁则是同步推进“战略性外交”和“进

取型安保”。

政策更重谋略性，布局精心。从安倍 2007

年在印度提出“民主大亚洲论”开始，后小泉

时代几乎每届内阁都有自己的“外交关键词”，

如福田的“共鸣外交”、麻生的“自由与繁荣

之弧”、鸠山的“东亚共同体”，但无不昙花

一现。相比之下，现任内阁的对外政策平实而“手

辣”。2010 年 7 月希拉里表态介入南海争端，

日本主流媒体抓着了这一动向，深陷参议院选

举、党内选举的菅内阁却未能做出反应 3。野田

内阁完全不同，它积极配合美国重返亚洲，稳

住外交安全政策“基轴”，措施一是恢复 2014

年解决普天间基地问题的谈判目标，二是表态

参加 TPP（跨太平洋战略经济伙伴关系协定）

谈判。TPP 事关亚太未来战略格局，日本参加

谈判，首先算的不是经济账而是修复日美互信

的政治账 4，其次是多边战略考量。TPP 最终可

能搞不成，日本了解批准此类合作协定的权限

不在白宫而在美国国会；日本最终也许不会加

入 5，但宣布加入谈判，即可以增加日本的战略

选项、扩大回旋余地，而且极可能借此推动中

日韩实现“高层次合作”。

日本外交常为美国与亚洲之间找平衡而纠

结，但野田内阁通过按领域、范围推进相互交

叉、相辅相成的多元布局，成功跨过了这一层

面。它将中国与“中国之外的亚洲”区隔开来，

同步强化对美安全合作、对华经济纽带与对东

南亚的地缘政治影响力，不仅避开了上述难题，

而且增加了对美、对华关系的筹码。在周边，

日本与韩国安全合作悄然深化，开始商签《物

资劳务相互提供协定》及《军事情报保护协定》；

日本民主党执政以来对外战略评析——从自由主义到超现实主义

杨伯江，《国际权力转移与日本的战略应对》，《现代国际关系》，2009 年第 9期。

須川清司：『外交力を鍛える』，日本講談社出版，2008 年 9 月。

「南シナ海　中国進出の抑止は国際連携で」、読売社説、2010 年 8 月 18 日。

日本野村证券首席研究员川崎研一测算，建立中日韩 FTA 能对日本实质 GDP 增长率产生

0.74% 的拉上效果，高于日本加入TPP 所产生的 0.54%。

日本专家测算，实施零关税将给日本带来 8.24 亿美元的贸易红利，但粮食自给率将从目前的

40%降低到约 14%。

1

2

3

4

5
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与东南亚关系明显升温，包括与缅甸商签投资

保护协定。尤其是“通过加强与越南、菲律宾

的战略伙伴关系，日本在东盟获取了更大的战

略纵深。这不仅能为日本提供在东南亚地区安

全中扮演关键性角色的机会，而且能让地区内

国家产生某种抵抗中国的自信”6。

野田内阁对外政策显露出对大国多边博弈

的强烈意识，基本思路是安全上加强与传统大

国合作，经济上加强与新兴大国合作，但印度

是唯一例外。日印合作事关日本大国多边博弈，

又是地缘战略布局的关键环节，印度由此成为

日本加强安全及经济合作的双料政策标的。借

与印度合作应对中国“海洋活动”、确保海上

航道安全，是 90 年代日印围绕安理会非常任理

事国席位之争告一段落后日本做出的一项重要

调整。2000 年森喜朗访印，称日印是“天然盟

友”，“只要看看地图就能明白——印度处在

中国的后庭”。2007年安倍访问印度，提出“民

主大亚洲论”。2008 年两国就在安全领域建立

全面合作机制达成协议。去年 12 月野田访印，

双方发表加强“全球战略伙伴关系”联合声明，

同意扩大海上安全合作。今年海上自卫队将与

印度海军举行首次联合军演。下一步，预计印

度将成为日本主要武器出口市场之一。

二

获取政治安全利益与分享经济红利是日本

对外战略的两大主题，分别以美国、中国为主

要合作对象。在多元化战略布局中，日本将中

美日三边对话作为核心机制，欲借此实现经济

利益与政治安全利益的对接。

（一）	安全战略两线并进
1994 年日本先驱新党党魁武村正义曾出版

《小而闪光的日本》（「小さくともキラリト

光る日本」）一书，与小泽一郎此前一年提出

的“正常国家论”针锋相对，主张日本做军事

小国，同时注重解决环境问题与保护社会弱者。

此后日本一直在变小。从自然禀赋、战略文化、

人口结构等基本要件看，日本体量缩水实属回

归历史常态，但关键是它将选择哪方面“闪光”。

这是区别日本政坛传统保守派与“战略保守派”

的一道分水岭。民主党安全政策的变化与它内

部权力转移相同步，“进取型安保政策”主要

体现了少壮派“安保团队”的意志，而他们对“闪

光点”的选择与传统保守派大异其趣。

调整后的民主党对外战略，政策手段更为

多样化，军事要素占比明显增加。2010 年底菅

内阁修订防卫计划大纲，从战略思想到军事部

署都有重大调整，但“3.11”复合型灾难打断

了落实新大纲的进程。受社保费用与偿债开支

的挤压，2003 年以来日本防卫预算逐年小幅下

降，财政压力极大，“3.11”后雪上加霜，但

这反而刺激了“安保团队”加紧放宽禁止武器

出口三原则。去年底野田内阁最终决定大幅放

宽该项禁令，参与武器研发和生产的国际合作。

日本武器出口从“原则上禁止”变为“原则上

不禁止”，既是为参与世界军火市场、缓解预

算压力、扶助军工产业、提升装备水平的现实

利益，更预示着日本决意进一步解除战后“自

我强加的约束”，拉动“进取型安全政策”继

续上行。

加强自主防卫力量、推进日美军事一体化

及构筑地区“民主安全网”是日本新安全战略

的三大支柱。其中，一属“隐形主线”，二是“显

性主线”，最新表现是野田内阁决定采购美国

F-35 作为航空自卫队新一代主力战机。日本虽

然未获得原本属意的 F-22，但 F-35 采购项目

也足令它收益颇丰：美国承诺 F-35 可向日本展

示有关机身隐形等机密情报，部分零部件及组

装也将在日本生产；F-35 属美澳等 9 国联合研

制，日本将首次得以加入航空军工技术的多国

合作开发；F-35 也是美国主力战机之一，日本

装备 F-35 有利于日美空军作战系统兼容。在第

三项构筑地区“民主安全网”方面，日本把韩

国、印度、澳大利亚、菲律宾列为重点合作对象。

去年 9 月日菲签署联合声明，日方承诺通过提

供 DOA（政府开发援助）帮助菲加强海岸警备

队装备。这标志着原本用于援助发展中国家经

济开发的 ODA 政策开始变异，日本影响地区形

势的政策手段也不再限于经济外交。

（二）	以中国为重点分享经济红利
日本因地缘、政治因素而在安全上具有特

殊脆弱性，对它来说日美同盟事关生死。同样，

海外经济利益决定着日本的兴衰。两者都重要，

但兼顾不容易。冷战后资本、市场要素对国际

关系影响的上升、日美同盟的结构性变化，迫

使日本对外战略转型。冷战时期，日美互为太

平洋彼岸最重要的安全盟友与经济伙伴，两种

身份高度融合，但冷战后特别是进入 21 世纪，

日美之间不再同时兼有这两种身份。日本不得

不将安全与经济分开考虑，对外战略的两面性

由此增强，对华政策尤为典型。

小泉任内，中日关系政治上僵持，但贸易

投资合作却处于迅猛发展期。小泉主张中国在

经济上的发展不是威胁、是机遇，而且得到安

倍等右倾保守政治家的普遍赞同。在此之前，

在中国“入世”问题上，由于利益诉求不同，

日本已开始采取有别于欧美的对华政策。时隔

10 年，野田更进一步，主张“中国的发展”不

是挑战，“对日本和世界都是机遇”。这一变化，

反映了日本日渐明朗的形势认知与强烈的政治

意愿——通过不断深化日中合作确保国内繁荣。

也就是大前研一所说的，“以中国为主顾”是

21 世纪日本的出路所在。购买中国国债，是野

田内阁为此采取的一项重大战略步骤。100 亿美

元的分批认购量在日本巨额外汇储备中所占甚

微，但涵义颇深，它主要还不是出于贸易避险

等短期利益需要，而是反映了日本对美元长期

走势、人民币国际地位以及日中经济合作的战

略预期。

日本对外战略的两面性源自其内在矛盾性，

表现在对华关系上，经济利益的牵绊会对其安

全政策产生明显的限制作用。日本对华安全关

注目前已达到战后历史高点，新防卫计划大纲、

年度防卫白皮书等官方文件及防卫省防卫研究

所《东亚战略概览》、去年 4 月首发的《中国

安全战略》，无不连篇罗列中国的“海洋行动”

及“军事不透明”，但表述均止于“地区安全

的忧虑事项”。去年日本研究界提出要在冲绳

宫古海峡一带对中国采用“非对称战法”，以“区

域性拒止”阻止中国突破第一岛链。7“非对称

战法”的提出，说明日本面临防卫预算的压力，

同时也尚未决心与中国展开全面对抗。

（三）	多元布局以中美日三角为核心
日本新的对外战略下，“国家利益”突出，

政策手段丰富，布局趋向多元。日美同盟的定

位呈现“相对化”趋势，仍处首位但已非唯一。

因为随着中国崛起及中美合作的发展，“日美

同盟的有效性、可靠性在下降，日本外交需要

进行多元战略选择，紧扣国家利益，发挥自身

优势”。8 同时，中国因素占比上升，日美、日

中、中美三对双边关系互动活跃，中美日三角

占据日本多元布局的核心，直接影响其他环节，

决定战略整体的成败。

日本渴望形成相对稳定的中美日三边对话

机制，以实现利益最大化。日本过去 20 年一直

对三国对话满含期待，野田内阁也多次呼吁，

潜台词一是通过三边机制实现经济与安全利益

对接，缓解对外战略的内在矛盾，二是借助美

国因素规范中国发展方向。从小泉到野田的“中

国机遇论”反映了日本的国家利益，日本有乐

见“中国的发展”、希望与中国长期稳定合作

的一面。日本对华经济依赖随着它老龄少子化

程度不断加重以及中国增长模式转型、扩大内

需而日渐明显。去年 9 月日本与台湾签署投资

协定，本质上也是要借道海峡、取利于大陆。

但日本在安全上对中国不放心，需要仰仗美国

“共同塑造”。三是借助中美自抬身价，增强

日本民主党执政以来对外战略评析——从自由主义到超现实主义

Asian powers scrambling for regional space, JOSHY M. PAUL, The Japan Tiems, 

Oct. 24, 2011.

http://the-diplomat.com/2011/07/24/china%E2%80%99s-two-pronged-maritime-

rise/

須川清司：『外交力を鍛える』，日本講談社出版，2008 年 9 月。
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国际地区话语权。日本属世界战略力量板块之

间的边际国家，盛时可以充作“连接亚洲与世

界的桥梁”，式微则会跌入太平洋两岸间的“战

略洼地”。经济长期低迷加上自民党政权后期

地区外交的失败，使日本对朝核等地区安全问

题难以实质性介入，地缘政治地位下滑。野田

内阁多次提出与中美共同讨论亚太秩序问题、

以促进地区安全，用意十分明了。

三

日本对外战略以一系列长波因素为基础，

方向不会逆转。在外部因素中，美国战略将继

续发挥强有力的推动作用。国内因素具有双重

作用，一方面政局及财政状况可能影响战略展

开的节奏，另方面对华负面心理则暗藏政策亢

进的危险。

（一）	美国因素将推动日本持续“进取”
从冷战之初调整亚洲战略、对日政策变削

弱为扶植开始，美国在不同历史时期一直对日

本恢复、强化军力及扮演政治安全角色起着推

动作用。1953 年 11 月，美国副总统尼克松访

日，公然质疑几年前麦克阿瑟为日本“钦定”

的和平宪法，称“放弃战争的宪法是错误的”。

1969 年尼克松发表关岛讲话，宣布实行战略收

缩，要求“亚洲盟友自己承担起国内安全和军

事防务的责任”，引发日本防卫政策一波躁动，

第一份防卫白皮书、防卫计划大纲相继出台。

冷战结束后，美国在经贸领域对日打压的同时，

要求日本停止“蹭车”，承担起更多的国际政

治安全责任。

出于平衡中国的需要，当前美国比以往任

何时候都希望看到日本“更强有力”。奥巴马

上台后用了一年的时间重新评估日本的价值，

而新的价值发现是与在汇率、气候等全球性问

题及朝核等地区安全问题上对中国“失望”同

步产生的 9。2010 年 2 月，美国国防部发布《四

年防务评估报告》（QDR），突出强调美日等

“紧密同盟关系”的重要性。9 月钓鱼岛水域非

法抓扣事件后，希拉里、奥巴马、国防部长盖

茨分头对日方表态：钓鱼岛适用《美日安保条约》

第 5 条，美国对其负有防卫义务。助理国务卿

坎贝尔访日，表示“对美国来说，如果没有与

日本强有力的关系，无论是在外交上、政治上

还是在战略上，都将无法在亚洲采取强有力的

行动”，而背景是“奥巴马政府在考虑对美国

的全球态势进行重大的再平衡，日本对这种再

平衡的实现不可或缺”10。

美国宣布战略重点东移、军事重返亚洲，

但同时削减 60 亿美元年度防务预算；宣布地

区军事部署与普天间基地问题脱钩，将驻冲绳

8000 名海军陆战队部分回撤关岛，部分轮防澳

大利亚、菲律宾与夏威夷。这些都将刺激日本

下一步采取更具进取性的安全政策，包括填补

美军后撤留下的“防卫真空”，对东海海域给

予更多的政治和军事投入。实际上，早在防卫

计划大纲修订过程中，2009 年、2010 年分别于

效力于自民党、民主党政权的两个首相咨询班

子（“恳谈会”）即提出了相互一致的政策建议：

在日本与其他国家存在争议的岛屿及周边水域，

美国越来越不能提供有效的威慑，日本需要在

这些区域强化自主防卫能力。11

（二）	日本政局及财政状况“不给力”
2009 年民主党上台，日本特色的两党制框

架确立，但基于宪政与国情的特殊性，包括议

会内阁制下的高频率选举及参议院的独特作用，

日本政局仍难以就此稳定。1994 众议院选制改

革以来日本共进行了 6 次参议院选举，但仅有 1

次是执政党或执政联盟获胜。靠众议院选举上

台的执政党在随后的参议院选举中落败、形成

“扭曲国会”，几乎成为日本政治的一条铁律，

参议院对众议院多数党即执政党的牵制作用大

幅上升。这实际反映了选民对执政党政绩不满

及对“一党独大”格局的排斥，参议院对峙内阁、

众议院的格局今后将长期存在。而且，执政党

为本党长期执政，倾向以改选党首的方式实现

权力交接，但后续内阁未经众议院大选、未经

民意检验而上台，合法性、权威性往往备受质疑，

作为弱势政权施政乏力。

同样，财政窘迫也是可能导致日本战略展

开迟滞、展开力度受限的重要因素。以日本官

方刚刚发表的 2012 财年预算草案为例，总收入

的49%要靠发行新债获得，比例之高史无前例。

据财务省数据，日本中央和地方政府的长期债

务余额到 2012 年度末、即 2013 年 3 月 31 日预

计将达到 937 万亿日元，创历史新高，占 GDP

之比将达到 195%，超过意大利和美国，在传统

发达国家中高居首位。野田内阁试图借提高消

费税解决财政危机，但这势必加重选民负担进

而抬高政治风险系数。政局不稳与财政拮据不

足以改变日本对外战略的基本方向，但可能在

速度和力度两方面构成牵制，迫使其步伐放缓，

力道有所削弱。12

（三）	对华负面心理可能引发脉冲式政

策反弹
中国因素对日本内政外交的影响目前空前

上升，在很大程度上决定着日本对外战略特别

是安全战略的走向。历史上，在中华文明主导

的东亚国际秩序中，日本曾长期特立独行，对

日中关系采取实用主义态度，抵制并最终挑战

“华夷秩序”。现实中，在近代以来作为“亚

洲优等生”的民族自豪感与经济上对华深度依

赖的现实之间，日本对中国的发展心态复杂。《读

卖新闻》2011 年 12 月 18 日报道，根据该报与

美国盖洛普联合民调，日本受访者中，67% 认

日本民主党执政以来对外战略评析——从自由主义到超现实主义

为在经济领域中国会“越来越重要”，68% 认

为今后中国在亚太地区的影响力会进一步增强。

同时，80% 认为中国对日本构成军事威胁，85%

表示“不信任中国”。仅从这一角度看，中日

关系脆弱的一面短期内也很难改变。

在这样的社会心理背景及上述政治生态环

境下，日本国内转型的内在压力、朝野权力斗争，

都可能在偶发事件等刺激下，转化为对外冲力，

导致外交安全政策特别是对华政策瞬间虚火上

升，态度亢进。在野党为困扰执政党、显示自

身存在感，往往拿中国问题说事儿，而执政党

为取悦选民、维护政权也必须同调回应，结果

是朝野围绕对华关系展开“示强比赛”。一些

政治家在下野后对华态度倒退，并非右倾保守

派的自民党党首谷垣祯一率领本党议员参拜靖

国神社，要求内阁将钓鱼岛收归国有并“考虑

常驻自卫队”，倒逼民主党在该问题上对华强硬，

即是一例。

Why Japan Still Matters, Peter Ennis,Brookings Norhteast Asia Commentary, Number 

49, May 16, 2011．

Why Japan Still Matters, Peter Ennis,Brookings Norhteast Asia Commentary, Number 

49, May 16, 2011.

Japan Unlikely to Redirect Defense Policy, David Fouse, PacNet, Number 26, May 5, 

2011, Pacific Forum CSIS.
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11
Japan Unlikely to Redirect Defense Policy, David Fouse, PacNet, Number 26, May 5, 

2011, Pacific Forum CSIS.
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日中 150 年史のダイナミズム
        ——憧憬・敵対・友好・競存

川島  真

日中関係は現在、さまざまな変化を迎えている。

その最も大きなものは、中国の急速な経済成長にと

もなう、パワーシフトであろう。そして眼前には領土問

題をはじめとして数多くの問題があり、将来の「和平

友好」の維持さえも難しいと言われ始めている。だが、

1972 年の国交正常化から 40 年を経た今、その 72

年からさらに 40 年前を見据えるとき、満洲事件の翌

年の 1932 年からの 40 年と、72 年からの 40 年を比

較した場合、やはり「和平友好」の下に経済を中心に

した関係がきわめて密接になったとみることもできる

であろう。

　だが、それでもこの複雑、多元的になった関係を

いかに見据え、今後の課題を設定していくべきか。こ

こでは、近代以来の歴史を振り返り、それぞれの時

期における特徴などについて整理してみたい。

１．憧憬の時代

（１）日清修好条規　
近代日中関係は、1871 年の日清修好条規によっ

てはじまると言っていい。無論、長崎貿易の時代から、

1859 年の五港開港によって華商が函館を含む各開

港場に展開する時代へと、状況は既に転換しつつあ

った。また、日本側も千歳丸、健順丸の派遣に見られ

るように、新たな開港場たる上海への日本側からの

アクセスもあった。

1871 年の日清修好条規は、いわば長崎貿易をめ

ぐる枠組みが弛緩した後の日中関係を位置づけ直そ

うとするものであった。結論から述べれば、この条約

（条規）は両国にとって唯一の対等条約であったが、

その交渉過程は明らかに清主導でおこなわれ、その

条文の内容は清に有利なものであった 1。たとえば、

「第六条　此後両国往復する公文、大清は漢文を用い、

大日本は日本文を用い、漢訳文を副うべし。或は只

漢文のみを用い其便に従う」という部分などは、たと

え日本側の漢文能力が高かったにしても、清が優位

であることを示している。

この日清修好条規に基づいて、日清双方で公使

館が開設された。当時の在外公館館員の多くは科挙

官僚、あるいは伝統的な教育を受けた者であったこ

ともあり、いわゆる文人交流がおこなわれたことが知

られている。とりわけ、大河内輝聲と何如璋、黄遵憲

のやりとりは著名である。これは清側による一種の

情報収集活動でもあったが、清側による日本理解の

一助となった。他方で、日本側からは北京での公使

館開設後から北京官話の言語能力が問題となり、留

学生が派遣された。小田切萬寿之助などはこういっ

た初期の清への留学生であった。このほか、来日し

た清の官僚たちが日本で既に中国では失われた漢

籍の刊本を発見して、それを収集しもちかえることに

なった。公使となった黎庶昌などがその代表であった。

相互認識という面から見れば、日本の側には既に

国学の影響などもあって、日本の自立性を主張したり、

西洋化を以て日本の優位性を説いたりするような言

論もあったものの、20 世紀と比べれば、総じて実質

的交流が限定的であり、依然として知識の中の言論

であったと考えられる。それは、1870 年代早々に長

崎と上海間に、デンマークの大北公司を介して電線

が敷設されて電報が行き来し、また航路が少なから

ず開かれても、同様であった。日本の側では漢学以

来の伝統的な中国認識があったであろうし、また清

の側の対日認識は相当に限定的であった。黄遵憲

の『日本国志』が双方に読まれるようになるのも、戊

戌変法期にそれが再版されたときのことである。

一般に日本近代は明治維新の成功から説き起こ

されることが多いが、たとえば西南戦争直後の財政

状況に鑑みて維新に対して否定的な評価がなされた

ことでも知られるように、維新が成功体験として認識

されていくのは、日清日露戦争を経ていく過程におい

てであった。1880 年代には、朝鮮半島における清の

優勢は顕著だったし、また海軍力においても長崎清

国水兵事件に見られるように、日本側の方が劣勢で

あった。そうした意味で、「脱亜論」も昨今は朝鮮半島

政策が思うように進まない中で生じた言説として、位

置づけ直されつつあるのである 2。

とはいえ、日本の対琉球政策、1871 年の台湾出

兵などといった動きは中国の海防論を刺激し、清と

朝鮮の宗藩関係を「虚」なるものとして位置づけてい

こうとする日本の動きが清の朝鮮への実質的な関与

の動きを促した一因となったことも確かである。しか

し、20 世紀、とりわけ 1910 年代以降と比較すれば、

日本の対中政策はイギリスを中心とする諸列強との

調整の下におこなわれ、また欧米言語による日清双

方の宣伝活動に見られるように、欧米からの肯定的

な評価を得つつおこなわれた面がある。

（２）日清戦争と「近代」
日清戦争の結果、日中関係は不平等条約に基づ

く関係となった。台湾・澎湖は日本に割譲され、日本

は植民地帝国となった。だが、一連の公車上書に示

されたように、「日本」は立憲君主制下にある近代国

家のモデルとして、また西洋近代を吸収した存在とし

て位置づけられるようになる。義和団事件を経た 20

世紀初頭の十年には、科挙制度の変更にともなって

海外での学位が官途につくうえでの重要な要件のひ

とつとなったこともあり、多くの中国人留学生が日本

で「西洋近代」を学ぶことになった。留学生は日本理

解のために来日したわけではなく、黄尊三や宋教仁

の日記を見れば、日本社会に対する驚きなどに満ち

ている。だが、周作仁の回想などにもあるように、た

とえば本郷の下宿で女性が裸足で家事をしている姿

に驚き、纏足の問題性を意識するなどということもあ

った。蔣介石もまた、日本での生活に不便を感じなが

らも、振武学校、第十三師団野砲兵第十九師団での

軍人生活が彼の後の人生における生活規律の基礎

となったとしている。

この 20 世紀初頭の留学生たちの日本経験をいか

に見るべきか 3。むろん、魯迅の藤野先生との交流を

重視し、“（民間の）友好”の視点を以て見ることも可

能であろう。だが、同時に人類館事件における中国

人留学生の動向、あるいは拒俄運動などをめぐる動

向に見られるように、国家、国民の意識が強まったこ

とからもうかがえるように、日中ともに“ナショナリズム”

の涵養という共通体験をしていたということもできる。

また、中国人留学生が（多くは中国語で）日本におい

て法律や政治に関する基礎を学んだことは、前述の

電報や交通などのインフラ整備とともに、一定程度の

規範の共有がなされたともまた指摘できるであろう。

西洋諸語から日本語に訳された書籍が多く中国語に

翻訳され、さまざまな訳語が中国に流入し、中国では

その訳語を利用しないようにする運動が発生したほ

どであった。

　19 世紀における日本の清への憧憬、また 20 世

紀初頭における中国の日本近代に対する憧憬、それ

ぞれがしばしば話題になる。だが、その憧憬が後に

敵対に転じたということだけでは必ずしもなく、やはり

「歴史の共通体験」を日中ともにおこない、またそこ

において（たとえそれが西洋起源であれ）一定の規範

や思想を共有していく素地があったことも見逃しては

ならない。

だが、このことは戦前期においても肯定的には捉

えられなかったようである。以下は 1939 年の座談会

の模様である。

日中 150 年史のダイナミズム—— 憧 憬・敵対・友好・競存

日清修好条規については、昨今、あらたな解釈、観点が若手研究者によりはぐくまれてき

ている。岡本隆司・川島真『中国近代外交の胎動』（東京大学出版会、2009 年）参照。

1 酒井哲哉『近代日本の国際秩序論』（岩波書店、2007 年）。

拙著『近代国家への模索：1894 − 1925』（岩波書店、2010 年）参照。

2
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（３）「支那留学生の料簡」
白鳥庫吉 あれは日露戦争の時かな、支那人の 

 留学生が日本に来たのは。

石田幹之助 日清戦争後ぼつぼつ来るやうになっ 

 たでせうが、目だって多くなったのは 

 日露戦争以後ではないかと思ひます。

竹田　復 さうですね、一高あたりに沢山来たの 

 は。

白鳥庫吉 日露戦争以後支那の留学生が殖え 

 て、それを相手に学校商売が始った 

 のですね。

石田幹之助 神田あたりに大分出来た、あれですね。

白鳥庫吉 学校商売で大に儲けようとした。さう 

 するとそれを支那人が見透かしたの 

 だね。だから仲々支那人が威張って、

 自分等が居なくなれば、日本の学校 

 は立たないだらうといふのだ。大いに 

 学校も優待して居た気味がある。そ 

 れでは支那人を教育しようとしても駄 

 目で、金を取る主義だといふことを見 

 透かされては、支那人はその方は敏 

 いからね（笑声）

石田幹之助 上は手ですからね。

白鳥庫吉 その時支那人が日本に留学してくる 

 本音を聴いて見ると、日本に来るの 

 は、何も日本の文化を慕って、日本 

 の学術が優秀であるが為に来るので 

 はない。日本人は我々よりは一歩先 

 に西洋の学術を学んだ、それで西洋 

 に行くには費用も掛る、日本に来るの

 は近いから費用も要らん、滞在費も 

 廉く済むから、西洋の文物を学ぶ為 

 に日本に来る。かういふ訳なんだ。そ 

 の精神が今日に於ても残って居やせ 

 んかと思ふ。

小柳司気太 大に残って居ります。

市村瓉次郎 さうだらうね、どうも日本の固有の文 

 化を慕って来るのではない。

小柳司気太 先般来た支那人の説を聴いて見ると、

 要するに今白鳥さんの仰しやる通り 

 で、こっちに来て西洋科学なり、技術 

 なりを練習して行けば、直ぐ自分の国 

 が日本のやうに強くなる。かう思って

 居るから、私はそれは大なる誤った 

 考である、固より日本は西洋の科学 

 なり文化なりを採用して強くなったこと

 は事実であるけれども、決して日本 

 が強くなったのは、それだけで強くな 

 ったのではない。まだもっと外に原因 

 があることを知らねばならん。それを 

 忘れて唯西洋のものを真似しても、 

 丁度昔からあなたの国がその流儀が 

 あって、実は西洋の文化を輸入する 

 ことは、日本より支那の方が早い。に 

 も拘らず何時まで経っても却って日本 

 に後れをとるのは、どういふ所に原因 

 があるか、そこを能くあなた方は研究 

 しなければ、唯軍艦を備へた、いや 

 速射砲を備へたからと云ふて、決して 

 その国は強くならない、そこをあなた 

 方お考にならんといかんと云ふたが、 

 白鳥さんの云ふやうに、今でもその 

 考が支那人の頭にこびりついて居る。

飯島忠夫 それは大変面白いお説ですね、それ 

 を支那人は考へてもどうにもすること 

 が出来ない 4。

２．敵対の時代

（１）21 箇条要求　
日中関係が敵対局面にはいったのは、必ずしも日

清戦争ではないであろう。もちろん、日本が「支那」と

いう用語を使いだし中国を蔑視しはじめるであるとか、

あるいは第二辰丸事件が生じて排日運動が生じるな

どといったことがあった。だが、それは広範な社会運

動とは言いがたい面があった。また辛亥革命期にお

いても、日本の対中関与は諸勢力に対して多元的に

展開され、そこにはイギリスよりも前に出ようとする傾

向も見られたものの、それでも日露戦争以来の列強

間の利権の調整原則が機能していた面がある。

総じて近代日中関係史の転換点、とりわけ敵対へ

の分岐点として指摘されるのは、二十一箇条要求で

ある。日本が日露戦争で多くの犠牲を払った結果と

してロシアから獲得した南満洲利権をより確実にし、

新たに獲得した山東のドイツ利権を法的に継承する

ことを目的としていたこの要求は、列強との協調路線

の下にあったとは言いがたく、また中国側からもきわ

めて強い反発を招いた。

昨今、台湾の研究者である唐啓華によって、この

二十一箇条要求およびその後の一連の諸条約につ

いて、それが中国における抗日、あるいは国権回収

神話の象徴として語られ続けてきたこと、それを歴

史叙述として脱政治化させる必要性が提唱されてい

る 5。そうした意味では、この二十一箇条要求を日中

関係史の分岐点とすることには、外交史的に疑義が

残る。だが、当時の日中双方の世論、言論を見れば

二十一箇条要求が同時代的にも中国の対日姿勢の

分岐点として位置づけられていたようである。狩野直

喜は 1920 年代に次のように指摘している。

吾々は外交の事は薩張り知らんが二十一ヶ條と

云ふ樣な事が排日の原因の一つであるが、然らば

二十一ヶ條とは何かと支那人に尋ねたら其一ヶ條も

知らん人間が澤山ある、而し只二十一ヶ條と云ふだ

けで吾々を侮辱したと云ふので名義と云ふ上より非

常に惡い印象を與へてゐる 6。

第一次世界大戦中に日本が列強から離れて（基

本的に）単独行動で中国から新たな利権を求めよう

としたことが、国権喪失に敏感となっていた中国政府

や中国のひとびとから強い反発を招く契機となったも

のと思われる。これ以後、1919 年の五四運動はもち

ろんのこと、中国における排日運動は以後も盛んに

なっていった。

実際、日中間の最初の日中歴史教科書問題が最

初に発生したのも 1914 年であった。これは日本側が

中国の教科書（と思われたが実際には副読本）を反

日的であるとして抗議した事件であった。以後も、日

本側は中国側の教科書を反日教科書として批判す

るようになる 7。

（２）ワシントン体制論と日中関係
1921 年から 22 年にかけておこなわれたワシント

ン会議では、中国および太平洋での利権、そして海

軍力について、日米英間に協調関係が生まれた。こ

れはワシントン体制とされ、日本の対中外交でも強

硬路線が後退し、経済面における中国進出が中心と

なった。その結果、確かに 1910 年代ほどの緊張感

は亡くなった面があるが、当時には「ワシントン体制」

という用語があるわけでも、そのような「協調体制」下

にあるという理解が、少なくとも中国側にあったわけ

ではなかった。それだけに、排日運動は比較的活発

に生じていた。

その排日運動も、1923 年９月 1 日の関東大震災

に際して、一時的に緩和されたものの、1924 年にも

なれば日本に対する批判は高まることになった。周

知の通り、1924 年には孫文が神戸でいわゆる大アジ

ア講演をおこない、その内容が日本にも広がることに

なるが、それは必ずしも日本の議論を方向付けるこ

とにはならなかったようである。たとえば桑原隲蔵は

次のように述べている。

孫文氏に限らず、支那人はよく日本の侵略を攻撃

して排日の題目にするが、その實日本は支那に對し

て毫も侵略を行つて居らぬ。臺灣の割讓は當然のこ

ととて問題にならぬ。臺灣を除くと、支那人が日本攻

撃の的にした、若くば的にする、山東でも、旅大でも、

日中 150 年史のダイナミズム—— 憧 憬・敵対・友好・競存

「支那学者時局を憂ふ・座談会」（『文芸春秋』1939 年 1 月号）4

唐啓華『被廃除不平等条約遮蔽的北洋修約史（1912－1928）』（社会科学文献出版社、2010年）。

狩野直喜「支那研究に就て」（『支那學文藪』みすず書房、1973 年、初出：「和歌山高等

商業學校パンフレット、特別號」1925 年 2 月）。

拙稿「日中外交懸案としての教科書問題―1910 ～ 40 年代」 （並木頼寿・大里浩秋・砂山

幸雄編著『近代中国・教科書と日本』研文出版、2009 年）。

5

6

7



グローバル化の中の社会変容―新しい東アジア像を形成するために―

151 152

日本は支那から獲得したものでない。列國の利權は

多く口舌の間に、直接支那から獲得したが、日本の

みは多大の人命金錢を擲つて、然も事實上支那の

既に放棄して仕舞つた土地や利權を、露國やドイツ

から讓り受け又は繼承したのである。格別支那人か

ら彼是非議さるべき筋合のものでない。勿論長い間

には日本の對支政策にも感心出來ぬ點があつて、

支那人の感情を害したこともあらう。されどこれとてそ

の時代の趨勢やら支那の状態やら、乃至日本として

の立場を考慮したらば、一概に日本のみを咎め難い

と思ふ。日本人は早くから白禍の横溢に焦慮して居る。

從つて日支親善の必要をも痛感して居る。最近數年

間に亙る我が國の新聞雜誌を通覽しても、萬口一調

に日支の親善を主張して、殆ど一人の異議を唱へる

者がない。寧ろ日支親善に傾き過ぎずやと氣遣はれ

る位である。吾が輩も無論日支の親善を結構と思ふ

が、親善には相手が必要である、相手の實情をも考

慮せずに、日本のみが親善に齷齪するのは、聊か餘

計なことかとも思ふ。支那人の對日感情は近來可な

り良好となつたと傳へられて居るが、併し關税會議に

日本の委員が支那の主張に贊成したからとて、直に

親日の氣運が濃厚になり、刻下の騷亂に、我が在滿

居留民保護の爲に出兵の噂があると、直に排日の

運動を開始せんとするが如き、手を飜せば雲となり、

手を覆せば雨となる樣な、輕薄にして打算的な親善

ならば見合せたがよい。眞に日支の親善を成立せし

めんには、先づ支那人が覺醒して、過去の弊竇から

擺脱することが必要である 8。

唐啓華の問題提起があるにせよ、政治史、外交史

的に 1910 年代に緊張した日中関係ではあったが、

1920 年代、とりわけその前半には一定の落ち着きを

見せると説明されることが少なくない。その背景には

“ワシントン体制”論がある。1921-22 年に開催された

ワシントン会議により、中国をめぐる国際政治に於い

て日英米などの協調路線が定まり、日本も幣原外交

の下で中国に対する強硬路線が後退し、経済中心の

政策がとられるようになったという観点である。むろん、

大正デモクラシーという用語同様、このワシントン体

制論という議論も戦後になって生まれたものである。

確かに、たとえば教科書問題にしても、1920 年代前

半には 10 年代後半に日本側が問題視していた中国

の教科書について、それを反日教科書として取り上

げないような雰囲気があった。また、さまざまな公的

な対中文化事業が実施されたのも、この 20 年代の

特徴である。しかし、それでも中国側の日本に対する

不満は継続し、北伐の過程での“反帝国主義”“革命

外交”のスローガンの下で、そうした不満が高まって

いく。だが、それでも五三〇運動が反英運動であった

ように、その“帝国主義”は日本だけであったわけで

はない。

しかし、二度にわたる山東出兵の過程で、蔣介石

はその日記に“雪恥”と毎日記すようになるなど、日

中関係は政治外交面で厳しい状態に至る。南京国民

政府の承認、関税協定の調印も列強の中で遅れ気

味になったのであった。しかし、1920 年代は、在華紡

の進出、あるいは上海航路の就航などにも見られる

ように、日中間の経済的、人的交流は急速に進んだ

のだった。

だが、いずれにせよワシントン体制なるものは列

強間の協調という側面があり、日本が突出した“帝国

主義者”と認識される面を抑制したものの、九カ国条

約に調印した北京政府を日本が保護することもなく、

結局、日中関係に即してみればその敵対的傾向が

大幅に修正されたわけではなかった。

（３）戦争の時代

1931 年 9 月 18 日に満洲事変がはじまってから、

日中関係は厳しい局面に入っていくことになる。中国

側が安内攘外政策をとり全面衝突にはいたらなかっ

たものの、日本は華北などへの侵出を強化していっ

た。1930 年代は、日中間の経済関係がいっそう緊密

になっていく過程でもあったが、満洲事変後に満洲国

が建国されるなど、日本の対中侵略が顕著になる時

期でもあった。この 1931 年から、日中戦争が始まる

1937 年の過程をいかにとらえるのかについては、日

中間で見解が分かれる。1933 年のタンクー停戦協定

を経て、日中間の和平工作が少なからずなされ、大

使館昇格などを含む広田外交がおこなわれたことも

あり、単純に“戦争への道”としてのみ描くことへの疑

義が日本の学界にはある。だが、華北への侵出、満

洲国の維持発展、国際連盟脱退などの事実を以て、

戦争への道程として描く歴史観もある。日本でも十五

年戦争論などがこれにあたるだろう。

こうした議論の分岐は、それはそれで見逃すこと

はできない。だが、戦争それ自体、あるいは占領統

治の歴史については、まだまだ実証的に研究を進め

ねばならないことが少なくない。南京大虐殺もふくめ、

日本の侵略行為であることは大前提として、“評価”

については実証研究の蓄積の後におこなうべきだろ

う。とりわけ、戦争史研究が立ち後れている現実は受

け止めねばならない。また、日本は東南アジアなどで

も華僑虐殺事件をおこしている。こうした海外華僑に

対する日本の迫害行為なども含めた検討が必要で

ある。

この戦争の時代を日中関係史の相対として見た場

合、確かに“敵対”と位置づけることができるだろう。

それは軍事的、政治的対立のみを意味せず、経済的

にも、また文化的な対立も顕著になった時期であった。

しかし、たとえば 37 年の日中戦争開始以前には上

海を中心にして、日本関連の雑誌が数多く出版され

るなど、“日本研究ブーム”がおこなったのだった。日

中戦争が勃発すると、日本は中国大陸の占領下に

おける学校教科書を改訂し、日本に都合の悪い部分

を削除した。また、ラジオなどの多様なメディアを通じ

た宣伝工作をおこなったのであった 9。

日本占領下から日本への留学生も多く、20 世紀

初頭の 1 万人に匹敵、あるいはそれ以上の学生が

文部省、大東亜省の留学生として来日したのだった。

帝国日本としては、大東亜共栄圏の学生たちに日本

を見せることで、自ずから“日本的なるもの（日本精神）”

を体験すること、そうすることで帰国後に対日協力者

となることを期待したのであった。その“日本的なるも

の”を身につけるためには“日本語”が必須と考えら

れていたので、最終的には日本人の優位性を前提と

した議論であり、対等な交流ではなく、多々強制性が

含まれていたが、中国における日本語学習や、日本

文化紹介、日本への旅行などが数多くくまれたことは

確かであった。

双方がメディアを通じた宣伝工作をおこなう過程

で、日中の近代史についても日中双方でそれぞれ

の「正しい歴史」が喧伝された。中国側は、リットン

報告書をめぐる会議における主張と同様に、田中

上奏文などの“史料”を用いて宣伝をおこない、日

本側も日露戦争におけるアジア民族鼓舞論や孫文

の大アジア主義をもちいて宣伝をおこなったのであ

った 10。そして、戦時中はもっとも多くの日本人が中

国大陸に暮らした時代でもあった。それが侵略行為

の下におこなわれたものであったとしても、中国で

の生活経験が戦後の日中関係にいかなる影響を与

えることになったのか、検討を加えていく必要があ

るだろう。

敵対の時代についても、“敵対”だけで説明しき

れない要素がある。あるいは、敵対の下の多様性

がある。これは決して日本の侵略性や、侵略の事

実を隠蔽するための議論ではなく、その行為の事

実をいっそう見極める上で必要な観点だと考えられ

るのである。

　昨今、日本の学界では日本がなぜ戦争への道を

歩んだのか、なぜこのような選択をしたのか、という

研究が盛んにおこなわれている。そこでは、ここの時

期における判断ミスだけでなく、世論の要素が大きく

取り上げられ始めている。軍部の暴走、という観点で

は説明されにくくなってきているのである。また、この

戦争から学ぶべきもう一点は、経済関係の緊密化、

人的往来の緊密化が対立を抑制できてはいなかっ

た、ということである。

日中 150 年史のダイナミズム—— 憧 憬・敵対・友好・競存

桑原隲蔵「支那猥談」（『外交時報』第 43 巻第 1号、1926 年 1 月）。8 貴志俊彦ほか編著『戦争・ラジオ・記憶』（勉誠出版社、2006 年）参照。

服部龍二『日中歴史認識』（東京大学出版会、2010 年）。

9

10
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3．友好から競存の時代へ

（１）日本の敗戦
しかし、日本の敗戦は日中の近代史のさまざまな

問題の清算にはならなかった面がある。それはソ連

による東北の接収、国共内線の発生、アメリカ主導

の日本占領などといった背景がある。むろん、極東

軍事裁判に中国の判事がいて A 級戦犯の審判など

に従事し、また極東委員会にも中国代表がおり日本

国憲法の制定過程、たとえば芦田修正案に対する文

民条項（憲法 66 条）挿入などに関しても一定の役割

を果たした。しかし、中国から日本への二個師団派

遣（中京地区駐留予定）は実現できず、中国の対日

占領政策には限界があった。とりわけ、アメリカが対

日占領政策を転換して対日賠償放棄、経済復興重

視へと向かった 1947-48 年以後、中国の意向は政

策に反映されにくくなっていく。

他方で、国際連合の常任理事国となった中国で

は、国共内線の激化の下で、国共の融和が模索さ

れながらも、最終的には国民党が敗北して 1949 年

10 月に中華人民共和国が成立し、12 月に蔣介石

らが台北に遷った。この段階では、アメリカは国府

支持を明確にしておらず、戦後の様々な可能性が

あった。だが、1950 年 6 月になって朝鮮戦争が勃

発して、アメリカが台湾海峡維持を決定、朝鮮戦争

の終結を経て、朝鮮半島と台湾海峡に分断線が形

成され、また東アジアの冷戦（熱戦）のかたちがで

きあがった。また、この間、1951 年に日本はサンフ

ランシスコ講和条約に中国不在のまま調印し、1952

年にはアメリカの意向の下に、同講和条約をふまえ

て中華民国と講和条約を締結した。以後、中華人民

共和国とは国交のない時代にはいる。

（２）友好の時代
戦争終結直後から、蔣介石も毛沢東も、いわゆる

軍民二元論をもちい、日本の民衆は被害者として日

中融和論を展開した。これは、戦争終結当時、依然

として中国大陸の最大の軍事力であった日本軍、あ

るいは日本の技術者などとの協力を模索するためで

あったなどとされることもあるが、今後も検討が必要

である。

1949 年以後、また 1952 年の日華講和条約以後、

日本では中国との間で民間の経済関係をもつことが

模索され、それが以後の関係の基調になった。だが

他方で、同時に友好運動も展開され、いわゆる“友好

人士”を日本に求める工作が展開されたのであった。

むろん、中華人民共和国も台湾側も“漢族不両立”の

姿勢を崩しておらず、二重承認は想定されていなか

ったので、長崎国旗事件をはじめ、しばしば厳しい問

題がおきた。

1972 年の日中国交正常化は、米ソ対立、中ソ対立、

そして中国の国連加盟などといった国際政治を背景

として実現したもの、上述のような日中友好運動の成

果として捉えられる面もある 11。それ以後、1980 年代

に至るまでの時期は、とりわけ 1978 年に日中平和

友好条約が締結され、79 年に対中 ODA が開始され

ることになると、日本を経済の師とする、“友好”関係

が築かれることになり、これが少なくとも天安門事件

を経た 1990 年代前半までは継続することになる。し

しかし、ここで留意すべきことは、『鄧小平年譜』を見

れば明らかなように、中国側は“経済”面で日本に学

びつつ、“歴史”もまた強調する必要があるとしていた

点である。また、この“友好”の時代にトラブルがなか

ったわけではなく、対中経済協力をおこなううえでの

様々な問題があったことはいうまでもなく、そのほか

にも教科書問題や靖国神社参拝問題などが立ち現

れていたのである。だが、この時期には日中双方の

政治家、経済界がそれぞれ意思をもって問題の拡大

を阻止し、“平和・友好”のために努力しようとする意

思があった、と見ることができるだろう。

（３）競存の時代へ
1990 年代の半ばにいたり、“経済”と“歴史”の両

輪体制に変化が見られ始めた。“経済”の面が後退

し、“歴史”が浮かび上がるかたちとなった。21 世紀

日中 150 年史のダイナミズム—— 憧 憬・敵対・友好・競存

にはいると、今度は日本が経済の師ではなく、日本

経済が中国経済に依存するようになる。また、“歴史”

が単なる“歴史”ではなく、領土問題、教科書問題、

靖国神社参拝問題、国連安保理問題などが密接に

絡まり、情緒化しやすい問題の複合体となる。

これまで述べてきたように、日中関係はきわめて

複雑な経緯をたどりつつあったが、国交正常化 40 周

年を経て、大きな変化が 21 世紀に入って生じつつあ

る。それは、中国が世界第二の経済大国に躍進した

ことにも見られるように、日中間で明らかなパワーシ

フトが生じたことである。まさに、19-20 世紀初頭にか

けて生じたパワーシフトから 1 世紀を経て、新たなパ

ワーシフトが生じたのであった。そして、そのパワー

は東アジア地域の、あるいはグローバルの決して無

視できないパワーどうしともなった。それだけに摩擦

や問題も少なくなく、また世界から注目されることにも

なったのである。

だが、ここで留意すべきことは、この近現代日中関

係を振り返ると、ある意味で対等に、また平和裏に、

それぞれが国益を追求しながら関係を結んだ経験が

川島真・服部龍二編著『東アジア国際政治史』（名古屋大学出版会、2007 年）。11

決して豊富ではないということである。

　また、21 世紀にはいり、日中の経済関係がきわ

めて緊密化し、人的往来が活発化しているにもかか

わらず、対立の芽がとぎれもなく出現しているという

歴史的に参照可能な事象もあり、またネット、そして

世論調査、さらにはグローバルな諸要因など、新た

な要素もある。前述のように、世論が戦争を導いた側

面に留意しつつ、1972 年以後における政治家の意

思と判断を回復し、関係が緊密化する時代に合わせ

て、多様な階層による対話、問題解決の枠組みを形

成していく必要があろう。

　以上のように、日中 150 年の歴史にはさまざま

なダイナミズムが見られる。その変化とともに、一貫性、

あるいは時期を超えて参照可能な事例も見られてい

る。国交正常化 40 周年を経た今、この 40 年の成果

をふまえ、近代以来の歴史過程と個々の事例を参照

しつつ、「和平友好」という言葉がきわめて現実的で

重いものとなり、双方ともに大きな国益を失うことなく、

また、誤解を恐れずに言えば、単なる空気のようなも

のになるよう、知恵をしぼる時期にさしかかっている。

Dynamism of Sino-Japanese History in150 years: 
             Adoration, Opposition and Competitiveness

Shin Kawashima
University of Tokyo

It has passed 40 years since Japan and 
China normalized their diplomatic relations in 
1972. The spirits of normalization were peace, 
friendship and development under historical 
reflection and future oriented consensus.

The bi la teral  re lat ions have widely 
developed and mutual understanding has been 
deepened so much. It was probably difficult for 
Chinese teachers of ‘Daping-ban’ in 1980s to 
imagine that such a large scale of young Chinese 

students study Japanese language after 1990s, 
and young Chinese who watched Japanese films 
with adoration in 1980s couldn’t imagine young 
Chinese can share Japanese pop-culture in a few 
decades later.

On the other hand, it is the most outstanding 
change in bilateral relations that Chinese rapid 
economic growth and the power shift between 
them with crucial frictions. Now that China 
comes to be one of the most important economic 



グローバル化の中の社会変容―新しい東アジア像を形成するために―

155 156

And we have to pay attention to changes of 
mutual images in these 150 years. For example, 
in 1980s, China recognized Japan as ‘teacher’ 
of economic development, but Chinese leader, 
Deng Xiaoping, also strengthened the importance 
of history. He decided to open large historical 
museums at Nanjing and Beijing, and revised 
the contents of textbooks before the textbook 
problems in 1982. And in 1990s, Japan’s status 
was changed, and the image of ‘teacher’ was 
also declined so much. So one of the two points, 
which Deng strengthened, ‘history’ left alone 
between Japan and China in 1990s. And Japanese 
politician, media and society trend to have some 
kind of political atmosphere, just populism. 
Historical problem easily combined such 
populism atmospheres.   

Historical problems, which include complex 
matters, are a kind of symbolic one between 
Japan and China at present. These problems are 
not independent one, but many emotional and 
other complex problems were spilled over, as 
historical problems on surficial level.

This presentation traces the historical 
dynamism of bilateral history including mutual 
understandings and historical problems.

partners for Japan as previous ‘teacher’ of 
Chinese economic development.  

As developed, deepened and changed in 40 
years, whether two countries can keep the sprits 
of normalization in 1972---peace, friendship and 
development? Though Sino-Japanese relations 
has been developed economically, but ‘peace’ 
and ‘friendship’ has been faced with hard 
challenges. We can point out several reasons 
why such problems emerged. One of the most 
typical explanation focuses on vulnerability of 
emotional feelings on both countries. Under the 
China’s uprising and Japanese relative declining, 
Japan was getting sensitive to Chinese behavior 
and uneasiness of Japanese people was often 
stimulated and utilized by Japanese politicians 
and Medias. China gradually wants to behave 
as ‘great power’ and recover lost national rights 
to come back to original national image. From 
Japanese point of view, China comes to be more 
assertive under strong nationalism.

From 1871, when the starting point of new 
relations between Japan and China, at least from 
1895, this bilateral relations was not equal and 
not normalized until 1972. In 1970-80s, this 
bilateral relation kept so-called ‘friendship’ and in 
1990s finally started normal relation under each 
national interest. This bilateral relation has been 
under the process of learn so-called normalized 
relations of nation-state which pursuits national 
interest. If this bilateral relation cannot learn the 
manner of ‘diplomacy’, ‘keeping peace’, as the 
bottom line of both national interest, becomes 
difficult mission.

The reasons why it’s difficult for them 
to learn it are lack of mutual confidence and 
understanding. Chinese public memory about 
Japanese invasion holds strong antagonism in 
China, and Chinese uprising stimulated Japanese 
self-confidence. 
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シンポジウム講評

青木　保

本日は日中国交正常化 40 周年を記念したシンポ

ジウムにお招きいただき、有り難うございます。この

様な学術シンポジウムを企画、実施された中国社会

科学院社会学研究所の李培林所長、日本学術振興

会北京事務所の佐々木衞先生に敬意を表したいと

存じます。また、中国社会科学院日本研究所の李薇

先生は一昨日と昨日行われました社会科学院日本

研究所主催の同じく日中国交正常化４０周年を記念

する学術シンポジウムの実現のために大変な尽力を

されました。私も出席させていただきました。あらため

て心から敬意と感謝を申し上げます。私は中国社会

科学院の先生方と知り合いになって 20 年に近い歳

月が経ちますが、こうした研究機関が存在して多方

面での研究活動が活発に行われていることは、中国

にとってはむろん、東アジアにとっても大変重要なこ

とだと考えています。社会科学的な研究に基づいた

政府のシンクタンクとしての活動と大学院レベルでの

高等教育とが一体として結びついているこのような組

織は、フランスとロシアには類似のものがありますが、

日本には存在していません。こうした研究組織が日

本にどうして存在することが出来ないのかと残念に感

じ、中国に来る度にうらやましく感じている次第です。

日本と中国の関係はいま、ご承知のような困難な

問題に直面しておりますが、最初に李培林先生が仰

っていたように、こういう時だからこそ、理性的に長期

的な展望でもって議論を重ねることが必要なのです。

一般の世論やマスコミにも、あるいは政治家にも、目

先の問題だけにとらわれた近視眼的で、挑発的な発

言をすることが最近見られるのですが、本日のシンポ

ジウムでは理性的で長期的な展望のもとでの意見が

述べられ議論がしっかりと交わされたという印象を抱

いています。国際政治や経済また文化などさまざま

なテーマについての意見が長時間にわたって交わさ

れました。それぞれ非常に興味深い内容でした。

国際政治から見た東アジアの新しい関係をどのよ

うにとらえるのか。先ほど楊伯江先生がお話になった

ように、東アジア共同体の構築に関する問題ですが、

ここでも日中ともに非常に重要な問題について意見

が交換されました。私は日本と中国を含む東アジア

地域に何らかの国際連合、国際的連帯が出来なけ

れば、世界の中でもっとも大きく発展をして注目され

ているこの地域の中に巨大な空白、大きな穴ができ

たようになってしまうと思います。いろんなことを勘案

しながらも、何らかの形で東アジア共同体を構想する

ことは日・中双方の学術的なテーマだと考えています。

天児先生は、歴史的の表面に見られる面とその水面

下におきていた面の両面を見なければ、日・中交流

の歴史は深く理解できないとして、今後の展望も新し

く開けないと指摘されました。特に、個人の信頼関係、

その役割に焦点を当てて報告されました。日中関係

は、例えば孫文や周恩来、そして内山完造や岡崎嘉

平太などの果たした役割については知られています

が、実は、一般の市井の方々の豊かな交流活動もあ

った。こうした人々の活動を丁寧に追うこともいま重

要ではないかと考えます。

今回のシンポジウムでは、「ポピュラーカルチャー」

もテーマとなりました。一昨日のシンポジウムでは、

文化交流の問題は最後の部におかれて、中国社会

科学院の戴先生は文化をおろそかにすると批判され

ました。いつもシンポジウムではよくあることですが、

本シンポジウムは文化の部が第二部におかれ、そし

てポピュラーカルチャーに関心を向けたことに敬意を

表します。文化の問題は私も専門家の 1 人として後

で触れることにします。

さて、本シンポジウムは、自然の変化、とくに気候

変動と人の移動の関係も議論の対象になりました。

自然の変化に論ぜられる問題にも社会の変化が大

きく影響を与えていることが指摘されました。これは

21 世紀の世界の問題として喫緊のテーマです。

王暁毅先生は気候変動と草地の砂漠化について

報告されましたが、その背後には、従来の土地の管

理が失われるなどの社会システムの変化が大きな

要因となっていることを説明されました。気候変動が

自然現象の変化から引き起こされるばかりでなく、自

然を管理利用する社会システムの変化が影響してい

るというご指摘は重要だと思いました。

また、人の移動は、東アジアにおける 21 世紀の大

きな問題となろうとしています。移動と民族、そして国

家と社会の問題は深く関連しており、東アジアという

地域と文化を考える場合、欠かすことが出来ない研

究テーマです。陳來幸先生の華僑華人に関する報告、

そして王春光先生の「パリの中国人」という報告は大

変興味深いものでした。私は「巴里のアメリカ人」とい

う映画を思い起こしました。アメリカの若い画家がパ

リ修行中に出会うフランス人の女性とのラブロマンス

を描いた映画です。「パリの中国人」は如何でしょうか。

もう二代目、三代目となって人々の生活も意識も変

わってきているのではないでしょうか。さらなるご報告

に期待します。

文化的な多様さは、中国の大きな特徴でもあります。

空間的に広大な面積を持っており、56 の異民族が存

在し、様々な文化と歴史が層をなしています。政治と

社会と文化とは互いに異なる面も示すのです。ある

現象を見て、「中国は・・」といって一括するようには

簡単に理解が出来ないのです。文化の多様性を単

純化できないという問題は、日本においても同様です。

川島先生のご指摘があったように、この 20 年間に首

相は 26 人がかわりました。しかし、首相がいくらかわ

っても、社会はほとんど動揺しないのです。人々の日

常生活は変化しないのです。政治は揺れているので

すが、社会的にはあまり影響がなく、といっても問題

はありますが。社会秩序はきちんと守られているとは

誰もが認めるところです。こうした国における人々の

社会生活と意識を理解するためには、表面的なとこ

ろだけを見ていてもわかりません。

今日の日中関係では、一般の人々が相手をどの

様に見るか、相手からどの様に見られているかという、

互いの視線の交差、そして双方の、世論の形成が大

きなテーマとなっています。孫歌先生の報告と川島先

生の報告では世論の形成にマスコミが大きな役割を

果たしていることが述べられました。ジャーナリズム

やマスコミはとかく目先の現象にとらわれて情報を伝

えるところがあります。川島先生の報告では、軍部が

暴走したことについても、世論が軍部の暴走を後押

ししていたことを紹介されました。マスコミが世論を軍

部に、そして軍部の行動を世論として伝えていたので

す。国民がこれに共感して先頭を走ったという経験は、

戦前の日本だけに限りません。戦後、アメリカのマッ

カーシズムでも経験したことです。今日、コミュニケー

ションの手段がかつてなく拡大していますが、乏しい

知識、不完全な知識が拡大されて、誤解を重ね、相

互不信の波を繰り返し起こさせるのです。この様な時

こそ、李培林先生が最初におっしゃったように、自省

と相手に対する尊敬とでもって相互に理解しようとす

る意思、人格的な理解が必要なのだと考えます。こう

した力が、私のかねて主張する「文化力」なのです。

21 世紀は、文化というものが、政治や経済と肩を並

べる重要さを持ってくると考えます。

さて、日本はこの様な文化力を育てているでしょう

か。中国はどうでしょうか。中国は国策として文化強

国として生きようとしています。対外的には、孔子学

院があります。中国文化を紹介する学術文化施設が

世界中に建設されています。また文化強国といって、

博物館や美術館を強化しています。多くもの博物館・

美術館を建設して、未来に向かって文化による発展

をしようとしています。

この様な状況を踏まえて文化交流には様々な側

面があるということを考えなければなりません。アニ

メ・マンガといえども、そのあり方次第で扇動的な役

割を担い戦争を招来してしまうような傾向を社会に生

み出すことも起こりうるのです。二つの面をよく見なけ

ればなりません。この例を示す人として、藤田嗣治と

いう有名な画家がいます。皆さんよくご存じのように、

藤田嗣治は戦前パリでピカソなどと共に活躍した後、

シンポジウム講評
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日本に帰り、戦意昂揚の絵を描きました。しかし、戦

争末期になると、戦闘の悲惨さを描き込むようになっ

ています。現実を深く見ることが出来たのだと思いま

すが、ここに芸術家としての力があるのです。現代の

我々も文化交流の二つの面をよくながめながら進め

ていく必要があるのだと思います。孫歌先生の報告

では、現代中国のテレビドラマの中で日本人がどの

様に描かれているかを紹介され、日本人の描き方が、

戦争を遂行する集団に埋没したメージから、個人を

描くことへ転換していることが述べられました。中国

では、日本人のイメージもテレビドラマの中ではあり

ますが、変化を出現させています。多くの日本人は、

中国の歴史と文化にずっと関心を持ってきました。現

代の小説でも『三国志』、『水滸伝』などが繰り返し主

題となってきました。中国の歴史の中に、人間の悲劇

と喜劇を見てきたのです。現在でも、北方謙三などの

流行作家がこうしたテーマに取り組みベストセラーと

なっています。

文化力が重要なことを申し上げましたが、日本人

のアメリカへの関心の表れ方にその実例を見ること

が出来ます。戦時中はアメリカとイギリスを鬼畜米英

といっていましたが、戦後、アメリカへのあこがれと賞

賛に一転しました。ハリウッド映画やアメリカ人の生

活様式を、みんなが好きになったのです。突然、戦後、

この様な一転がおきたのではなく、戦前からアメリカ

の文化が入っていました。ジャズ音楽や映画が好き

だったのです。戦争状態では何も言えませんでしたが、

戦後自由になると、一気に人々の気持ちが解放され

アメリカ文化好きが大きく示されたのです。やはりアメ

リカの人々を惹きつける文化の力が充実していたか

らではないでしょうか。つまり、一般の人々が、映画

やテレビはじめ、ドラマやスター、音楽や芸術を通し

て、相手をどの様に理解しているかが重要なことを示

しています。

再び東アジアの状況を振り返ってみます。韓国に

ついて、「韓流」と呼ばれるブームに表れているよう

な文化的関心が２１世紀初めから起きています。か

つては、日本人は韓国の現代文化への関心はほと

んどなかったのです。しかし、テレビドラマ「冬のソナタ」

を機に、その傾向は一変しました。「冬のソナタ」は、

美男美女のラブストーリーで、美しい自然や町が舞

台となっています。これまで関心のなかった中年の

女性が、韓国語を学んだり、韓国に旅行するばかり

でなく、ロケ地に足を運んだりもします。これは一見

単純なように見えますが、文化が非常に大きな影響

力とエネルギーを引き出すことを現しています。

そして、一般の人々が映画をはじめ音楽など、日

頃から東アジアの文化にどの様に接して、理解して

いるかがとても大きな問題だと気づかせます。こうし

た相互の文化への関心と理解が、東アジア全体で活

発になることを目ざしたいと心から望むものです。

今日のシンポジウムでは、いろんな問題が提起さ

れました。こうした刺激的で、率直な意見の交換は、

これからも是非続けて欲しいと期待しています。

最後になりましたが、シンポジウムを企画され実施

された中国社会科学院社会学研究所の李培林所長、

日本研究所の李薇所長、並びに、日本学術振興会

北京事務所の佐々木衞所長に重ねて感謝をいたし

ます。

シンポジウム講評

李  培林

今日一日をかけて開催された本大会ですが、皆様

お疲れのようですので、私の総括もできるだけ簡潔

にしたいと思います。本日の会議は私個人の予想よ

りも成功したように思います。最初は日本学術振興

会北京代表の佐々木衛所長よりお話を頂き、私たち

社会科学院にこの会議の主管をしてもらえないかと

いうことでした。私は承諾したのですが、少しばかり

の心配もしておりました。一つには、このような会議

は一般的に中日関係に関する研究者によって行わ

れ、中日関係そのものにも波及するためであります。

ですので、後から私は古くからの友人であり日本研

究所所長でもある李薇さんにお願いをして、共同で

本大会を執り行うことにしました。二つには、今回の

会議に参加した研究者が社会学・政治学・国際関係

学・文学・歴史学といった異なる学術領域に属する方

たちであるため、これほど多くの異なる学科や研究

領域、知識背景を持った研究者たちが一堂に会して

議論を行うことで、果たしてお互いに理解し対話する

ことなど可能なのかと心配したわけです。当然のこと

ながら、佐々木所長が私たち社会科学院に本大会

の主管を依頼したのも彼なりの考えがあったのでしょ

う。それは、中日関係に関する研究がもはや中日関

係の専門家に制限するものではなく、その研究や討

論に参加できる範囲を拡大する必要に迫られたとい

うことだろうと思います。

「グローバリゼーションにおける社会の変遷」が本

会議の主題でしたが、このような非常に広範にわた

る主題を選択したのは、それぞれ異なる議題を包容

できるようにするためでした。東アジア問題に関する

専門家である張蘊岭教授や天児慧教授による基調

講演を除いては、本大会では「グローバリゼーション

と大衆文化」「環境と移民」「日中関係の新たなモデル」

といった異なる特定のテーマを設定しましたが、これ

らは決して社会変遷の主な論点を概括したものでは

ありません。最初の段階では「中産階級」や「新世代

青年」など別のテーマ設定を行っていました。しかし

ながら、これらは時間的に都合の合わない研究者た

ちがおられたので成立するには到りませんでした。目

下、これら特定のテーマは実際には根拠に基づき研

究者が設定したものです。しかし、私は思うのです。

このような社会の変遷を構成する枠組みに関する全

体的な想定もやはり重要なことであると。つまり、私

たちは社会変遷、この視点を通して中日関係に対処

したいと思うのです。では、社会変遷と中日関係との

間にはどのような関係性が見出せるのでしょうか。私

はこれらが持つ関係は多方面にわたるものであり、

また非常に根深いものであると思います。災害を例

にお話ししますが、中国内モンゴル地方の気候の変

遷がもたらす砂塵に関する問題は、もし上手く解決で

きなければ、もしかすると東京にまで舞い飛ぶかもし

れないのです。更に、この度の釣魚島（日本名：尖閣

諸島）の問題についても、日本でも数多くの理解が存

在しています。一つの理解としては、これは中国が経

済の勃興に適応しようとする政治態度の表現を追求

したものであり、そのため、日本と韓国の領海を巡る

衝突に留まらず、南シナ海においてもベトナムとフィ

リピンとの間で激しい衝突が起きているのです。した

がって、日本にとって大切なことはアメリカの戦略転

換に適応していくことであり、東アジアにおいて中国

を牽制していく新機軸を打ち立てることなのです。ま

た、中国においても異なる声が上がってきています。

例えば、ある著名な経済学者は次のように述べてい

ます。その何発かの砲弾によって爆破され粉々にさ

れたちっぽけな島はもう GDP を産み出すことなどで

きず、所謂島々に対する領有問題というのは、中日

両国の政治家達による一種のゲームのようなもので

あり、国内に充満する矛盾と不満とを転移させるため

であると。

シンポジウム講評
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これらの異なる理解が反映しているのは社会の

変遷の深い部分ですが、それは深刻な社会の変遷

が気付かないうちに中日関係に影響を及ぼしている

からなのです。現在、中日両国の若者の間には、お

互いに対する嫌悪感が存在していますが、これは一

昔前に形成されたある種の敵対感情やそれ以降に

あらわれた相互理解とは既に大きく変化してしまっ

ているのです。中国側から申しますと、私たちが「80

後」「90 後」と呼ぶ新世代、彼らは一代前の人々とは

間違いなく異なる存在と言えましょう。彼らにはかつ

て中国が経験した貧困や閉ざされた国家といった概

念はなく、日本の動画を見て日本の家電製品を利用

して育ってきました。しかし、日本という国家に対して

は全く反対の認識を持っているのです。それでは日

本の新世代たちはどうでしょう。恐らくはこのように

考えているのではないでしょうか。中国に対する戦

争行為も既に 60 年から 70 年が経過しているのに、

どうして中国はいつまでも私たちに謝罪するように求

め続けているのだろう。または、私たちの世代がどう

して父や祖父の世代のつけを払わなければいけな

いのだろうかと。 

今ひとつ、数日前に中国江蘇省南通市で起きた集

団抗議活動を例に挙げてみましょう。これは江蘇省

南通市にある日系企業の製紙工場が工業廃水を排

出したのですが、その土地の住民が廃水の中に発

がん性物質が含まれている、あるいは豊かな漁業資

源を汚染してしまうと考えてしまい、最終的に大規模

な抗議活動を引き起こす結果になったものです。この

事件の発生というのは、互聯網や微博（ウェイボー）、

携帯電話のメールといった新たな情報媒体がこの種

の事件の発生過程や内部構造などを完全に変えて

しまったことをはっきりと示した事例であると言えます。

私たちは間違いなく憂慮すべき時期を迎えています。

それは新世代の社会感情や新たな情報媒体の発展

が、このような偶発的事件の推移を統制しづらくなっ

てしまうという危機に瀕しているということです。これ

は靖国神社への参拝が引き起こした衝突を統制した

のとは全く異なっていると言えます。

もちろん、結局私たちはやはり楽観的な展望を持

っているわけであり、このような展望の根本には中国

と日本の利益上の相互補完を挙げることができます。

中国の巨大な消費層は日本にとって重要ですし、日

本の技術刷新は中国にとって大変重要です。ただし、

このような相互補完の大切な点は、これが広範囲に

及ぶということです。例えば、社会的側面から見てみ

ますと、中国は現在、経済改革から社会改革への過

渡期の段階を迎えています。そして、多くの研究者た

ちはこの方面において欧米式の消費方式や社会管

理方式を踏襲しないかを危惧しています。もし、本当

に欧米の消費方式を学んでしまったなら、中国の現

代化は間違いなく大変恐るべきことになってしまうで

しょう。13 億人を越える中国国民の高い消費量は恐

らくは全世界の資源でもってしても受け止めることは

難しいと思われるのです。だからこそ、節倹消費方式、

団体精神、技術管理といった日本の経験は、今後更

に中国の研究者の注目を集めることになるでしょう。

東アジア共同体理念の実践に向けての模索は、

現在のところある種の挫折を経験したところと言えま

しょう。この挫折の背景には、確かにアメリカのアジ

ア太平洋戦略の影響が大きく存在します。私が思い

ますに、どのような状況であれ、中国と日本両国の研

究者による相互交流や意思疎通はやはり維持してい

かなければなりません。だからこそ、私は来年も同様

の学術研討会を継続して行っていきたいと思ってい

ますし、更に多様な角度から、中日両国の社会に存

在する巨大な社会変遷や中日関係に対して考えられ

る影響というものを反映していきたいと思っています。

そして、その際には皆様の更なるご支持やご参加を

心よりお願いしたいと思っております。どうもありがと

うございました。

研讨会讲评

李  培林

我们今天开了一整天的会，大家也疲劳了，

我的总结尽量简短。这次会议比我预想的要成

功，一开始日本学术振兴会北京代表处的佐佐

木卫所长来找我，希望我们社会学研究所承担

这次会议，我虽然答应了，但是也有些担心。

一是因为通常涉及中日关系这种研讨会，应当

是由研究中日关系的学者来举行的，所以我后

来找了我的老朋友日本研究所的所长李薇，来

共同承办这次会议。二是因为这次来参加会议

的学者来自不同的学术领域，有社会学、政治学、

经济学、国际关系学、文学、历史学等，这么

多不同的学科、领域和知识背景的学者一起开

会，能否互相理解和对话？当然佐佐木卫教授

让我们社会学所承办这次会议，也有他的考虑，

即认为中日关系的研究和讨论要扩大参与的范

围，不要仅限于研究中日关系的熟人圈子里。

“全球化过程中的社会变迁”，是这次会

议的主题，选择这样一个宏大主题也是为了能

够容纳不同的议题。除了张蕴岭教授和天儿慧

教授这两位东亚问题专家的主题演讲，这次会

议分为“全球化与大众文化”、“环境与移民”、

“日中关系新模式”等几个不同的专题。这些

专题并不能概括社会变迁的主要方面。一开始

我们还有别的设想，比如说“中产阶级”的专

题、“新生代青年”专题，但后来由于有的学

者时间不合适没有设立。目前这些专题实际上

是根据来的学者设计出来的。但是我就觉得有

一个关于社会变迁框架的完整设计还是很重要

的，就是说我们想通过社会变迁这样一个视角

来看待中日关系。社会变迁与中日关系有什么

联系呢？我想这种联系时多方面的，更加深层

了。比如说我们谈灾害，中国内蒙的气候变迁

所带来的沙尘暴问题，如果解决不好，也许会

飘到东京去。再比如说这次钓鱼岛事件，在日

本也有很多不同的解读。一种解读认为，这是

中国要寻求一种和经济崛起相适应的政治表达，

所以不光与日本和韩国有领海冲突，在南海与

越南和菲律宾也有激烈冲突。所以，对日本重

要的是适应美国的战略转移的变化，在东亚形

成遏制中国的新阵线。在中国也有不同的声音，

比如一位知名经济学家甚至说，那个几颗重磅

炮弹就轰平了的小岛又不产 GDP，所谓岛屿之

争，这就是中日政治家们玩的一个游戏，是为

了转移国内矛盾和不满。

这些不同的解读，反映的是深层的社会变

迁，因为深刻的社会变迁在潜移默化地影响着

中日关系。现在中日的年轻一代相互之间存在

厌烦的情绪，这与老一代之间所形成的那种敌

对情绪或者敌对情绪之后又出现的那种相互理

解已经发生了很大的变化。从中国这边来看，

我们叫“80 后”“90 后”新一代，他们确实与

上一代人完全不一样，他们没有中国过去是个

贫穷、封闭国家的概念，他们看日本动画、用

日本电器长大，但对日本却完全是另一种认知。

而日本的新一代呢？可能认为对华战争已经过

去六七十年了，怎么中国老纠缠着让我们道歉，

还要我们这代为我们父辈甚至祖辈来付账。   

再比如说前些日子发生在中国江苏省南通

的群体性事件。江苏省南通市的一家日资企业

造纸厂排出废水，该地市民认为废水中含有致

癌物质，并污染了丰富的渔场资源，结果最终

酿成大规模群体性事件。这次事件的发生显示，

互联网、微博、手机短信等新媒体的完全改变

了这类事件发生的过程和机制。我们确实有一

种忧虑，因为新生代社会情绪和新媒体的发展，

会让一些偶然的事件演变成难以掌控的危机。

这与掌控过去参拜靖国神社引起的冲突完全不

同。

研讨会讲评
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当然，我们总的来说也还是有一种乐观的

展望，这种展望的基础就是中日在利益上的互

补。中国巨大的消费市场对日本的重要性，以

及日本的技术创新对中国的重要性，只是这种

互补性的重点，实际上这种互补性是很广泛的。

比如说从社会层面来看，中国现在实际上从经

济改革过渡到社会改革这么一个阶段，很多学

者感觉到在这方面恐怕不能向欧美消费方式和

社会管理方式看齐，如果真的要是学欧美消费

的话，那么中国现代化确实是一件非常可怕的

事情，13 多亿人的稿消费恐怕是全世界资源也

难以承受的。所以说日本的经验，比如节俭消

费方式、团队精神、管理技术等，可能会引起

中国学者更多的关注。

东亚共同体理念的实践探索，目前受到了

一些挫折。实际上，这种挫折背后，也有美国

亚洲太平洋战略的很大影响。我觉得，不管在

什么情况下，中日学者之间的相互交流和沟通

还是要保持，所以我希望明年我们还能够继续

举办类似的研讨会，进一步地从不同的视角来

反映中日社会巨大的社会变迁以及这种对中日

关系的可能影响。也希望大家能够给予更多的

支持，也更多地参与，谢谢大家。

おわりに

佐々木  衞

一日の充実したシンポジウムを終えることができま

した。ご報告を頂いた諸先生、そして最後まで熱心に

参加をいただいた方々にお礼を申し上げます。そして、

闊達な意見の交流ができたことをまず心から喜びた

いと存じます。

また、複雑な状況の中であえて開催までご尽力を

いただいた中国社会科学院社会学研究所の勇気に

敬意を表します。

実り豊かな議論であったことは、既に青木保先生、

李培林先生の総括的講評に十分語られていますの

で、ここでは繰り返しません。

最後の締めくくりとして私が申し上げたいことは、

今回のシンポジウムの成果の公開と共同シンポジウ

ムの継続に関する問題です。

今日の実り豊かな意見の交換は、ここに参加でき

たことを幸福に感じさせる知的な高揚感を私に与え

ました。このシンポジウムが生み出した知的で刺激

的な産物を、このまま終わらすには、あまりにもった

いないと考えています。できれば今日のシンポジウ

ムの報告を論文集として出版して、今日の知的刺激

を多くの読者に共感していただきたいと考えます。ま

ずは、日本語によって日本の読者を対象にした出版

物を企画していますが、如何でしょうか。ご報告を頂

いた先生方にご負担をおかけすることになりますが、

ご協力をいただくよう、宜しくお願いを申し上げます。

また、中国社会科学院と日本学術振興会との共同

事業は、今回、シンポジウムという形で改めて出発す

ることができました。先ず、第一歩を踏み出せたこと

に社会学研究所に感謝を申し上げます。引き続き、

日本と中国の人文社会領域の研究者が最も関心を

もつ論点について、研究成果と意見を交換するのは、

とても刺激的な成果を生み出すことができると信じて

います。社会学の領域に限っても、今日のシンポジ

ウムのトピックスとなった東アジアのポプラ－カルチ

ャーの成長や市民社会の成熟に関する問題をはじ

め、社会階層や高齢化社会の諸問題など、21 世紀

に改めて問われている諸問題は、東アジア地域ばか

りではなく、世界の人文社会研究者にも共有されて

います。こうした問題について日本と中国は研究を蓄

積しており、研究成果、研究技法、理論について意

見を交換することによって、東アジアから世界に研究

を発信する基盤を構築することができると信じます。

最後に、本シンポジウムの実現のために骨身を惜

しまずご尽力いただいた社会科学院、そして、報告

者をはじめすべての参加者に、心からお礼を申し上

げて、締めくくりの言葉といたします。

おわりに
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