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［要旨］

結党100周年に合わせて採択された中国共産党の歴史に関する決議は、それ以

前にそれぞれ毛沢東、 小平の主導で策定された歴史決議を強く意識して出され

たものである。2度にわたり歴史が決議事項となったため、歴史は党の専管とし

て、いわば政治の「檻」に入れられてしまった。政治（党）と歴史のいびつな関

係を是正するためには、歴史に関する決議をあえて出さないという選択肢もあっ

たが、異例の任期延長をにらんで、習近平総書記はおのが功績を大書する決議を

出した。今回あらためて歴史決議が出されたことによって、歴史は今後も党の軛

につながれることになったが、それは習近平政権の功績が今後も長く記憶される

ことを保証するものではない。歴史を決議に利用したことによって、将来の別の

歴史決議が習氏の功績を否定する可能性があるからである。歴史決議をおのれの

ために出すとは、いつか来るかもしれない歴史の復讐を覚悟せねばならないとい

うことでもある。

中国共産党は昨年11月に中央委員会総会（19期6中全会）を開催し、党の歴史に関

する新たな決議「党の百年にわたる奮闘による大きな成果と歴史的経験に関する決

議」を審議・採択した。1945年と1981年に採択された2つの歴史決議に次ぐもので、

第3の決議ということになる。共産党における「決議」の重みは、我々が考えるより

もずっと大きい。最初の歴史決議の策定を主導した毛沢東は、生前にこう述べてい

る。

我々の決議はすべてみな法である。会議も法だ。……我々の各種法規や制度はその大

多数、90%は関係当局が作ったものだが、我々は基本的にそういったものには頼らず、

主には決議や会議に依拠する。（1958年）（1）

国（政府）が作った法や制度をまるで人ごとのように見なし、共産党の会議とそこ

での決定（決議）をその上に置くこの姿勢、これが毛の認識であり、当時の常識だっ

た。その後、これほど露骨な物言いが共産党指導者の口から出ることはなくなった

が、かれらの意識は基本的には今も毛時代と大差はない。党の決めたこと（決議）は

国際問題 No. 705（2022年2月）● 1

◎ 巻頭エッセイ◎

Ishikawa Yoshihiro



法律以上なのである。その大事な決議が今、三たび歴史を囲い込むことになった。政

党が自党の歴史を叙述することに意を用いるのは当然だが、中国共産党（中共）にお

けるその重要性は特別である。「歴史決議」とは言いながら、実際には「政治決議」

だと言われるのも、理由のないことではない。

2つの決議

党の歴史にかんする最初の決議（「若干の歴史問題に関する決議」1945年）は、毛沢

東が全党の指導権を確立する過程で、4年ほどの準備作業ののちに採択されたもの、

第2の決議（「建国以来の党の若干の歴史問題に関する決議」1981年）は毛沢東亡き後に、

2年ほどの準備期間を経て、 小平らの主導で採択されたものである（2）。前者は全文

約2万7000字、後者も3万5000字余り、いずれも全篇これ歴史にかんする叙述と評価

になっている。

最初の決議は毛沢東にとって、自らの絶対的権威を担保するための非常に重要な証

文であった。もっとも当時にあっては、その権威はあくまでも党員120万の共産党の

内にとどまるものであって、そもそも党が近い将来に中国の支配者となるとは思われ

ていなかったが、毛が決議に傾けた熱意は並大抵ではなかった。この決議を作るため

に、かれはそれまで党が出した指示や宣言など、過去の文献を集めた資料集まで編纂

しているのである。

この歴史総括の意義を説明するのに、毛はしばしば「武装解除」という語句を使っ

ている。すなわち、決議を策定する作業を通じて、おのれに従わない他の中共指導者

から、それぞれが持っている歴史の解釈や弁明という武器を取り上げて、かれらを思

想的に屈服させたということである。毛にとってそれはまさに戦いであって、歴史は

かれの独尊を保証するかなめの一着だった。その独尊的地位は、この歴史決議と前後

して開催された中共の第7回大会（1945年）において、党規約に「毛沢東思想」とい

う言葉が盛り込まれるという形で完成を見た。

毛沢東の作品と言ってもよい最初の歴史決議のキーワードは「路線」である。党設

立以来繰り返されてきた路線闘争において、右傾・左傾の誤りと断固として戦い、正

しい「路線」を貫徹して党と革命を守ったのが毛沢東だという構成になっている（3）。

だが、毛は人民共和国建国後も路線闘争をやめなかった。それは文化大革命を経てか

れの死まで続き、党の歴史認識にも深刻なダメージを与えた。ズタズタにされた歴史

認識を手当てしなければ、党の再出発はあり得ない。改革開放を主導した 小平ら指

導者たちがそんな危機感をもって策定したのが、第2の歴史決議である。

第2の決議が最初の決議を大枠で継承し、また毛の功過についても、晩年の誤りは

あったものの、その功績は誤りを大きく上回ると結論したため、ロール・モデルとし

ての毛の権威にキズはつかなかった。ただし、最初の決議のキーワードであった「路
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線」の語は、第2の決議では使われなくなった。より正確にいうならば、使われては

いるが、それは「党内での正常な意見の相違が路線の誤りとされた」というように、

かつて「路線」の語があまりに強調されすぎた、という否定的文脈で用いられてい

る。

かくて、共産党の歴史は毛沢東時代の路線闘争史という縛りを脱することができた

わけだが、同時に歴史への政治の介入が「決議」という形で、2度にわたって行われ

たことで、歴史の叙述は完全に党の専権事項となってしまった。いわば、歴史を決議

という党の檻に入れてしまったわけである。

檻の中の歴史

檻に入れられた見返りとして、中国で歴史は間違いなく特別待遇を受けている。最

近では、党中央直属の党史・文献関連の3つの部署（中共中央党史研究室・中央文献研

究室・中央編訳局）が2018年に「中共中央党史和文献研究院」に統合され、大きな組

織になったのがその一例である。予算の獲得や権限の強化がこの組織統合によって実

現を見た。そして事実、今回の歴史決議の起草にさいして、実務面でそれを支えたの

は、ほかでもないこの新部門である。今回の決議は以前の2つよりも長い（3万6000字

余り）にもかかわらず、格段に短い期間（起草から採択までわずか8ヵ月ほど）で仕上

げられたという。決議文の半分以上が習指導部の功績賞賛にあてられていることと合

わせて、まさに党史関係部門の能吏たちが、「習総書記を核心とする党中央」の期待

に応えた結果であろう。

ただし、今回の決議は結党100年の節目に合わせたという意味はあるものの、前2

回のような採択の必然性・必要性を欠いている。それゆえ、異例の長期政権を目指す

習氏がおのれの存在を毛や に比肩させ、さらにはそれ以上にするための最後の地な

らしとして出したのだという解釈がなされるのである。だが、決議は本来誰かのため

の奉仕品ではないし、歴史も誰かの専有物ではないはずだ。

歴史に対するこだわりは、かの毛沢東も、 小平も並大抵ではなかった。今日残さ

れている最初の歴史決議の草稿には、何度も改訂し、そのたびに自ら手を入れた毛沢

東の筆跡が余白いっぱいにあふれている（4ページ、第1図）。

今回の決議に、習総書記はどれほど自分の考えを盛り込み、書き込みをしたのだろ

うか。今のご時世だから、加筆・修正はモニターを見ながらキーボードでなされたか

もしれない。だが、習氏がどんな形で手を加えたとしても、決議の言葉が官製メディ

アの大仰な礼賛以上に中国の人々の心に響くことはないだろうとわたしは見る。歴史

をめぐる決議の価値と重みは、電子データか手書きかではなく、また業績を数え上げ

る美辞麗句の多寡でもなく、党の歩みをその誤りを含めて直視し、自らのものとして

示すだけの見識を備えているかどうかによって決まるからである。先の歴史決議で、
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党の歴史の転換に自らを位置づけた毛沢東や 小平にはそれがあった。党に根を張っ

ていた教条主義を批判した第1の決議しかり、そして毛時代の個人崇拝・個人専権を

反省し、党内民主を再確認した第2の決議またしかり、かれらの歴史決議自体が党の

歴史における重要文献とされ、良くも悪くも、後世に長く影響力を保ったゆえんであ

る。

習氏がその2人に匹敵する歴史観の持ち主かどうかは判然としないが、今回の決議

があってもなくても、その絶対的地位にはいささかの揺らぎもないことを考えると、

むしろ歴史決議はあえて出さないという選択肢があったのではないかという気がす

る。すなわち、党は今後歴史から手を引くという決断を下すこと―言い換えれば、

歴史を決議という檻から出して、本来の姿にかえしてやること―によって、かれは

毛や も持ち得なかった見識を示し、長年仰ぎ見てきたそれら偉大な指導者を超えら

れたかもしれないのだ。

現実には、習氏はおのが功績を長々と自画自賛する新たな決議の作成を選んだわけ

だが、それは必ずしもかれの功績が今後長く記憶されることを保証するものではな

い。次の誰かが新たな決議を策定して、かれの功業を消し去るかもしれないからであ

る。共産党の文献には、重要だと喧伝されて世に送り出されながら、後に価値を否定

され、消えていったものも少なくない。かの『毛沢東選集』第5巻がそうである。毛

の生前に刊行された4巻に続き、その死後の1977年に刊行された第5巻は、人民共和

国建国後の著作を集めたものだった。編纂には毛自身も関わり、党中央委員会の正式

決定を経て、初刷だけで1500万部が出たとされるが、後に文化大革命を引き起こす一

連の誤った主張だったと見なされ、ほかならぬ第2の歴史決議の翌年（1982年）に発

行停止となっている。

かの毛主席の著作においてかくのごとくであれば、習総書記の文書がそうならない
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第 1 図　毛沢東自らの書き込みがなされた「歴史決議」の草稿�

（出所）　中国国家博物館編『中国共産党90年図集』上、上海人民出版社、2011年、301ページ。



保証はどこにもない。歴史決議をおのれのために出すとは、いつか来るかもしれない

歴史の復讐を覚悟せねばならないということでもあるのだ。

（ 1）「北戴河会議における毛沢東の講話（1958年8月21日）」『学習資料』（発行情報ナシ）140

ページ。

（ 2） 八塚正晃「中国共産党の『歴史決議』をめぐる政治過程（1979―1981）」（『法学政治学論

究：法律・政治・社会』93号、2012年）。中国での歴史決議にかんする資料集兼研究書とし

ては、本書編写組編『以史為鑑　可知興替―学習與研究中国共産党両個《歴史決議》』

（社会科学文献出版社、2012年）がある。

（ 3） ただし、最初の決議について注意せねばならないのは、今日我々が目にし得る決議の文

言が1945年の採択後に、毛によって何度かにわたり改変され、最終的に1953年の『毛沢東

選集』第3巻出版のさいに、付録として収録されたものだということである。1945年に採

択された当時のものは公表されていない。
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［要旨］

習近平体制の「安定」の内実とその将来的方向性について、本稿では、①支配体制の

内部における習近平の権力動向、②指導部の推進する重要政策にみられる支配体制と社

会との関係変化、の各側面から検討を加える。

①に関し、習近平の権力と権威は、すでに一強状況が確立している。公開情報による

限り、短中期の観点からみて、最高指導者としての習近平の立場を覆しうる政敵や派閥

集団は見当たらない。だが、②については、習近平個人の権力と共産党の一党支配を不

安定化させる2つのリスク（習本人の政治志向と指導スタイル、中国国民のナショナリズム

感情の肥大化）が指摘できる。

また、ジクソーパズルのように、いくつかのピースを組み上げて描かれる政治的図像

は、長期政権の実現を通じて、〈子〉たる次世代国民の財産の公平な分配に腐心しつつ、

ある時は民主化という反抗の芽を摘み、またある時は「中華民族の偉大な復興」のため、

教育を通じて競争心と勝利の気概を叱咤激励する〈中華民族の父〉としての習近平の姿

である。

1 はじめに

筆者に与えられた執筆テーマは、「習近平体制の安定は真に打ち固められたか？」という

ものである（1）。この問題を考察するにあたり、本稿では、次元の異なる2つの分析視角を設定

する。ひとつは、「党＝国家体制」（party-state system）と称される、中国共産党と国家機関の

政治的癒着構造を特徴とする支配体制であり、いまひとつは、そうした支配体制と社会との

間の政治的関係性である。これらに基づき以下の文章では、習近平体制の「安定」の内実と

将来の政治発展の方向性について、①党＝国家体制の内部における習近平の権力動向（以下

の本文第2節）、②指導部の推進する重要政策にみられる支配体制と社会との関係変化（第3

節）、のそれぞれを検討する。

筆者の主張の要点を先取りすれば、①に関し、公開情報による限り、習近平は一強状況を

すでに確立している。だが、②については、習個人の権力と共産党の一党支配を不安定化さ

せる2つのリスク（習近平本人の政治志向と指導スタイル、中国国民のナショナリズム感情の肥大

化）が見出せる。また、ジクソーパズルのように、眼前のいくつかのピースを組み上げて浮
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かび上がるおぼろげな政治的図像は、長期政権の実現を通じて、〈子〉たる次世代国民の財産

の公平な分配に腐心しつつ、ある時は民主化という反抗の芽を摘み、またある時は「中華民

族の偉大な復興」のため、学校・家庭教育を通じて競争心と勝利の気概を叱咤激励する〈中

華民族の父〉としての習近平の姿である。

2 支配体制内部の習近平の一強状況―「第三の歴史決議」を手がかりとして

2021年11月、中国共産党は第19期中央委員会第6回全体会議を開催し、党創設以来百年間

の歴史において、3回目となる通称「歴史決議」（正式名称「党の百年の奮闘の重大成果と歴史

経験に関する中共中央の決議」。以下、第三の歴史決議または「決議」）を採択した（2）。本節では、

この文書の内容分析に基づき、習近平の権力と権威の態様を確認する。

（1） 長期政権への決意表明と指導権確立の証し

今回の歴史決議の目的と採択のタイミングに関し、上記6中全会では、第20回党大会を

2022年の下半期に開くことを正式に通知した。ここでのポイントは、「決議」の採択と次回

党大会の開催日程をセットで決めたことである。党史上の画期となることが予想される党大

会の開催を前に、歴史決議を採択し、みずからの指導権の強化と新たな政治的時代の幕開け

を宣明するやり方は、毛沢東と 小平が主導して作成された過去2回の歴史決議の前例を踏

襲したものである。第三の歴史決議の主な狙いも、来年の党大会後に見込まれる習近平の政

権3期目続投に対する組織的な反対行動の封じ込めにある。

一般に、党官僚機構の内部で指導者が権力を強化しようとすれば、旧ソ連のスターリンの

例にみられるように、主要ポストの人事決定権と重要会議の議題設定権を掌握することがひ

とつのカギである（3）。前者はむろん、後者についても習近平は、中央政治局と同常務委員会

のアジェンダ設定権を確保している。2020年9月に公布された「中国共産党中央委員会工作

条例」によれば、中央政治局と同常務委員会の会議の議題は、総書記が「確定」する（第25

条、第26条）（4）。当局の発表によれば、第三の歴史決議の起草は、2021年3月の中央政治局会

議で決定された。すなわち、習近平自身がこの議題を提示し、実行を迫ったのである。習は、

前回の決議以来実に40年ぶりとなる―おそらくは内心では異論をもつ政治エリートも多い

―この歴史的な文書の作成について、上記条例が規定する権限を実際に行使できることを

証明してみせたのである。

それゆえ、今回の歴史決議は、習近平による党内指導権確立の結果であって、その形成を

目的としたものではない。2012年の共産党総書記への就任以来、約10年に及ぶ権力と権威の

蓄積を経て、習近平の指導権に挑戦しうる競争相手や派閥集団は、党内にはもはや存在しな

いといってよかろう。

もっとも次節でみるように、「共同富裕」をスローガンとする再分配政策の推進について

は、各種の既得権益層から不満や批判の間歇的な噴出が予想される。だが、権力闘争に結び

つかないそうした漠然とした政治的雰囲気や個別集団の利害表出は、政策の軌道修正や実行

のテンポをめぐる譲歩を勝ち取ることはできても、習近平の最高実力者の地位を脅かすには

至らないだろう。
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（2） 指導者評価の絶対化の試み

a.  歴史と記憶の「上書き」による 小平の矮小化

また、「決議」や「説明」の内容からは、自身の権威と歴史的評価の絶対化を目指す習近

平の意志がみてとれる。「決議」では、中国共産党史の時期区分と歴代指導者の功績に関し、

2012年の18回党大会以来現在まで続くとされる「新時代」、すなわち、習近平指導部による

統治の画期性が強調された。

さらに、歴代指導者の政治評価において、 小平・江沢民・胡錦濤の3人、なかでも 小

平の地位低下が著しい。習近平の考えをより直接に反映していると思われる「説明」では、

「 小平同志を主要な代表とする中国共産党人、江沢民同志を主要な代表とする中国共産党

人、胡錦濤同志を主要な代表とする中国共産党人」として三人一組で読み上げられ、結果と

して 小平は他の2名と同格の扱いとなった。加えて、「毛沢東思想」の言葉はあるものの、

「 小平理論」「三つの代表」「科学的発展観」への言及はない。

中国社会では現在、時間の経過とともに1989年の天安門事件に関する記憶の風化が進んで

いる。これと同じく5年、10年、20年と月日を重ねるごとに、カリスマ的指導者であった

小平の言動を直接に記憶している者は減り、代わりに、 小平を江沢民や胡錦濤と同等のリ

ーダーとして教え込まれた国民が、社会の主流を占めるようになっていく。冷淡かつ陰湿と

もいえるこうした政治的仕打ちをみると、 小平を貶めようとする習近平の意図を感じざる

をえない。

b.  党主席制と指導者呼称変更の可能性：「核心」「Xをトップとする党中央」

最高指導者の政治的格付けに関して、「核心」の呼び名は「公報」では習近平のみ、「決議」

でも毛沢東と習近平にしか用いられなかった。既述のとおり、 小平・江沢民・胡錦濤は、

「主要な代表」の表現にとどめられた。

また、 小平が主導して起草された第二の歴史決議の中に、複数回登場して強調された

「集団指導」（中国語は「集体領導」）（5）の言葉が、第三の歴史決議からはすべて消えた。実の

ところ、集団指導の語は、第一の歴史決議にも見当たらないが、そこでは代わりに「毛沢東

同志をトップとする中央」（「以毛沢東同志為首的中央」）のフレーズが計3回登場して、毛沢東

の個人崇拝を助長していた（6）。習近平も本心では、第三の歴史決議で、これまで一度も使わ

れていない「習近平同志をトップとする党中央」の表現を登場させたかったのではないか。

だが現状では、自分の格付けを上げる代わりに、 小平・江沢民・胡錦濤を核心と呼ばずに、

彼らを引き下げることで、自分を毛沢東と同格としたのである。

今後、習近平が党主席への就任を狙うとすれば、その重要なシグナルは、「核心」よりも

一段高く、国家の最高統率者としての権力と権威を誇示しうる、この「習近平同志をトップ

とする党中央」や「領袖」の言葉を、公式に、かつ大々的に使用することであろう。この点、

筆者は2020年に発表した論考の中で、党主席制の復活や第三の歴史決議の可能性を次のよう

に説明していた。すなわち、2020年1月時点で筆者は、第三の歴史決議こそが習近平の「逆

コース」の最終目標であり、それより前に、指導者呼称の変更（領袖、習近平をトップとする

党中央）と党主席制の復活がなされると予測していた（7）。だが実際には、歴史決議が先行し
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た。それゆえ今後の焦点は、残り2つの実行のタイミングである。

3 国家―社会関係からみた政治社会の現状と変化の方向性

（1）「小康社会」の完成と2つの政治的不活性：「和平演変」と「主観的能動性」

支配体制との政治的近接性に着目すると、今日の中国の国民集団は、3層構造の同心円で

描くことができる。すなわち、①改革開放期を通じて多くの既得権益を蓄積してきた「体制

エリート」（党と政府の有力な官僚政治家とその親族、彼らと緊密な関係を有する社会経済エリー

ト）、②優越的エスニックである大陸本土の非エリート漢族住民、すなわち「多数派」、③地

理・社会・政治的に周縁部に位置する各種「少数派」（チベット、ウイグルなどの非漢族、香港

住民など）である。このうち、中心から最も遠い外縁部に位置する少数派は、国家統合と安

全保障を重視する中央政府の仮借なき抑圧とそれを事実上容認する前二者の冷遇的態度のた

め、党＝国家体制の現実的脅威にはなりにくい。

したがって、習近平政権の政治的安定の質と程度を理解するカギは、もっぱら体制エリー

トと多数派の動向による。だが、前者はもとより、後者にとっても今日の主要な政治・社会

的関心は、天下国家のあり方を直接に議論の俎上に載せるという意味での「大きな」テーマ

―政治改革の機運が盛り上がった1980年代にみられたような選挙制度改革による参加の拡

大、三権分立や複数政党制に代表される政治的多元性の導入など―ではない。また、一定

の豊かさと便利さを備えた経済社会生活の実現により、衣食住の基本的ニーズの充足をめぐ

る問題も、大規模な社会紛争を可能にする地域・階層・階級を超えた連帯を形成しにくい。

第1表に示したように、2019年に中国の1人当たり名目GDPは、1万ドルの大台を突破し

た。これは、日本の1980年代初めの時期に相当する。1950年代から1970年代初めの日本で

は、学生を中心に社会全体の政治化が昂進した。しかし1970年代を通じ、高度成長から安定

成長への転換、一億総中流意識の広がりを経験する中で革命の現実味は霧消した。1960年代

から1980年代にかけて、日本では「政治の季節」が終わり、消費社会の出現とともに、〈家

族と個人の時代〉が到来したのである（8）。

同様の変化は、現在の中国にもみられる。日本と同じく中国も、1人当たりGDPが400―

500ドルの時期に、支配体制は深刻な危機に直面した。だが現在では、一定の経済的豊かさ

に基づく現状肯定と、家族と個人の幸福追求を第一義的関心とする保守的心理が、社会の多

くの部分に広がっている。それゆえ、短中期的な見通しとして、1989年の天安門事件のよう

な全国規模での民主化運動が発生する可能性は低い。2021年7月、習近平がその全面的完成
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第 1 表　日本と中国の1人当たり名目GDPの時期的対照

（出所）　以下の資料などを総合的に利用して筆者作成。日本貿易振興機構（JETRO）ウェブサイト、内閣府「長期経済統計」（https:// 
www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je08/08b09010.html）、21世紀中国総研編著『中国情報ハンドブック［2021年版］』2021年、
157ページ（http://www.21ccs.jp/jhand/jhand_2021/hand2021_3bu_1.pdf）。

日本
1959―60年
（安保闘争）

1989年
（天安門事件）

2020年 約400―500ドル 約1,000ドル 約2,000ドル 1万ドル超え

1960年代半ば
（66年、ザ・ビートルズ来日）

4万146ドル

中国 1万504ドル 2000年代初め 2000年代半ば 2019年

1970年代初め
（69年、東大安田講堂事件）

1980年代初め
（80年、山口百恵芸能界引退）



を宣言した「小康社会」の現段階では（9）、民主化を志向する下からの内発的なエネルギーは

総じて不足気味、または不活発な状態にある。

しかし、最近の政策展開からは、政治社会の現状について、「和平演変」（平和的な体制転

換）と同様、「中華民族の偉大な復興」にとって克服すべき新たな課題を、習近平が見出した

ことがうかがえる。それは、かつての日本と同じく、中国の高度成長が終焉を迎えたという

大きな時代背景のもと、 小平の「先富」論（先に豊かになれる者を富ます）によって黙認さ

れてきた巨大な格差と機会の不平等に対し、若年層を中心に共感を呼んでいる「競争から降

りる」生き方、精神と物質の両面における満足・無気力・諦めが混交した社会心理である。

だが、個人の幸福と国家の富強を分離して、競争を勝ち抜くこと自体に疑問を呈し、多様

な生き方と価値観を追求しようとする若者たちの静かな反乱は、「主観的能動性」という名の

滅私奉公精神を重んじる習近平の眼には、「中華民族の偉大な復興」への大きな妨げとして映

るであろう。こうした問題意識に基づき、2021年に入って以来、習近平は、格差是正と教育

改革の2つを今後の重要政策と見定めた。またこの結果、習近平は、父権主義的な指導スタ

イルを強調するようになっている。

（2） 次世代国民の支持獲得に向けた格差対策の本格化

a.「先富」から「共同富裕」へ、格差に対する若年層の不満

前述のように、2021年7月の党創立百周年大会の席上、習近平は過去40年余りにわたって

標榜されてきた小康社会構築の目標について、その完遂を宣言した。このとき習は、今後は

「全人民がともに豊かになる」（「共同富裕」）との方面で、「より顕著で実質的な進展を得る」必

要を指摘した（10）。8月に行った演説でも、中国が「共同富裕を着実に推進する歴史的段階」に

入ったことを言明した（11）。さらに、11月の第三の歴史決議の中でも、「社会主義現代化強国の

構築」とともに、「共同富裕の逐次実現」を「中華民族の偉大な復興」の構成要件に付け加えた。

以上から明らかなように、小康社会の完成と共同富裕の推進は一対の政治表明であり、中

国的な「生産性の政治」の基本的終了、成長から分配への重点変化を表している。2022年以

降も続くと見込まれる習近平の政権運営において、内政の中長期的課題は、共同富裕のスロ

ーガンのもとでの格差是正で間違いなかろう。

だが、格差の拡大や固定化は、1990年代以来、長年にわたって問題視されてきた経緯があ

り、政策課題としては目新しいものではない。習近平がこのタイミングで格差対策に本格的

に乗り出した理由は、小康社会の完成を一大契機として、貧富の格差と社会的不公正に不満

を抱く若者たちに一定の政策的配慮を示すことで、次世代の国民の支持を獲得し、みずから

の政治的立場と支配体制の長期安定を図る狙いがある。

実際、中国社会科学院が2019年に行った調査によれば、「貧富の格差が大きすぎる問題に

注意を払う」回答者のうち、ひときわ高い関心を示したのは「若年層または高学歴の住民で、

とくに1990年代の生まれ」の人々であった。「住宅価格が高すぎる問題」では、「20―29歳

の年齢層で、高学歴、中所得」の者であった（12）。さらに、過去4回行われた調査（2013―19

年、2年に1回実施）について、政治経済の主な事項に対する関心の平均値を求め、回答者の

世代ごとに示したのが、第1図である。
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この図にみられるとおり、貧富の格差、住宅価格の高騰、汚職腐敗、多額の教育費用の4

つのトピックのうち、回答者の世代年齢が下がるにつれて、住宅入手の困難を含む、経済格

差への不満が高まる傾向にある。例えば一般的な想定として、1979年から2015年まで30年

以上続いた「一人っ子」政策の時期に生まれた都市部の子どもの場合、祖父母や両親の介護

という大きな責任を負う一方、彼らが保有する不動産も単独で継承できるため、同世代の持

たざる者との住宅資産の格差が、現在よりもさらに拡大する可能性がある。

以上のことは、指導部の推進する格差対策の目的が、現在の持たざる者への救済はもとよ

り、格差の世代間の継承・固定化・拡大の防止にあること。いいかえれば、2049年の建国百

周年まで続くとされる「中華民族の偉大な復興」の過程において、政治社会の中核を担うこ

とになる次世代の国民に配慮したものであることを示唆している。

b. 格差是正の短期的困難、ナショナリズムによるイデオロギー的糊塗

再分配政策の強化については、指導部の呼びかけに応える形で、地方政府が最低賃金を引

き上げるなど、すでに部分的な成果が表れ始めている（13）。だが、持続的で実効性の高い改革

の本丸は、やはり税財政改革とそれに連動した社会保障改革、とくに長年先送りされてきた

固定資産税（「不動産税」）や相続税（「遺産税」）の導入である。しかしその見通しは楽観でき

ない。

不動産格差の是正を目的とする固定資産税は、2021年10月に開かれた全国人民代表大会の

会議で、一部都市での試験導入が決められた（14）。だがこの措置には、複数の不動産を保有す

る体制エリートはもちろん、マイホームや投資物件など、持てる者の仲間入りをした多数派

の一部からも反対の声が上がっている。固定資産税の徴収は、元々、習近平の党総書記就任

の翌年、2013年11月の18期3中全会の決議で言及されていたが、今回の試験的実施までに約

8年の時間がかかった（15）。相続税に至っては、管見の限り、中国政治で最も格式の高い公式
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第 1 図　政治・社会問題に対する世代ごとの関心状況（2013―2019年の平均値）

（出所）

（出生年代）

　任莉頴「中国居民対当前主要社会問題関注度的研究報告」、李培林・陳光金・王春光主編『2020年中国社会
形勢分析与預測』社会科学出版社、2020年、196―199ページ。図10・11・13から、本論の趣旨に基づき項目を
抽出して筆者作成。
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文書である党大会の政治報告の中で、その導入が呼びかけられたのは、1997年9月の15回党

大会の江沢民報告が、最初で最後である（16）。今日まで約四半世紀の月日が流れたが、政治報

告の文面からは消えたままである。

このように強大な権力をもつとされる習近平も、既得権益層の抵抗を前にして、これまで

のところ十分な指導力を発揮できていない。固定資産税の例が示すとおり、格差是正の具体

策をめぐり、一方で、指導部と体制エリートは明確な利害対立の関係にあり、他方では、対

策の遅れが体制エリートと多数派の間の反目を招き、統治の不安定化を招く可能性も否定で

きない。

こうした危険を回避するため、習近平は、中長期的視野に立って格差是正の施策を進める

とともに、これまで以上に「中華民族」の一体性を鼓吹して、国民意識の平等化効用という

べきナショナリズムの役割発揮に努めるであろう。すなわち、国民の間に蔓延する格差への

不満を和らげるため、指導部は、平等性の観念に支持された、国民が共有しうる精神的基盤

をいかにして構築するかという問題に直面している。その際、一人一票の原則に象徴される

ように、デモクラシーの諸制度は、有権者に一定の平等観念を想起させることが可能である。

だが、民主主義のそうしたメリットを期待できない現行の支配体制のもとでは、ナショナリ

ズムは被治者が平等の観念を感得できる、おそらくは唯一の心理的代替物なのである。

（3）〈習近平チルドレン〉育成のための次世代教育の推進

a.「習近平の中国の特色ある社会主義思想」に基づく教育改革と思想教化

小康社会の全面的完成に伴い、格差対策と並んで、習近平が以前にも増して注力している

のが教育改革である。第2表のとおり、2021年に入って以来、指導部は関連する法律や通知

を次々に発出し、家庭や学校を問わず、思想イデオロギー教育、とくに「習近平の中国の特

色ある社会主義思想」（以下、「習近平思想」）による児童・学生の訓育を強化している。それ

は、家庭でのしつけの範疇にも及ぶ（17）。

おそらく習近平は、21世紀半ばまでに「中華民族の偉大な復興」を実現するという長期的

任務を念頭に置き、自分の名前を冠した正統イデオロギーに忠実な次世代の人材育成に児童

教育の根本から取り組むことを決意したのである。思い起こせば、いま（2021年12月の本稿

執筆時点）から約27年前、江沢民期の1994年に頒布された「愛国主義教育実施綱要」をきっ

かけに、ナショナリズムの感受性の強い国民が組織的に扶育され、現在ではこの「愛国主義

教育」世代が30―40歳代に成長した。2021年9月から学校教育で始まった習近平思想教育

も、28年後の2049年には、30―40歳代の「習近平思想」世代の国民を生み出す可能性があ

る。

また、巷間いわれるように、最近の教育改革の背景には、共同富裕の目標と連動した教育

格差の是正とともに、深刻化する少子化に歯止めをかけるべく、学習塾や習い事、私立学校

の授業料などの教育コストを引き下げ、出産・育児を奨励する狙いもある。

前出の第1図によれば、教育関連の出費は、他の話題に比べて注目度は低いものの、支出

額自体は小さくない。2018年の1世帯当たりの年間消費支出に占める「教育文化娯楽」費の

割合は11.2%（主な費目の第4位）で、2013年より0.6ポイント増加した（18）。そのほかの上位項
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第 2 表　教育改革と思想統制をめぐる最近の主な政策措置（2021年）

（出所）　以下の資料などを総合的に利用して筆者作成。『朝日新聞』2021年8月31日、2021年9月9日。『毎日新聞』2021年9
月5日。中共中央党史和文献研究院編『習近平関於注重家庭家教家風建設論述摘編』中央文献出版社、2021年。「教育
関注　7部門印発《関於進一歩加強家庭家教家風建設的実施意見》的通知」（https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_ 
13837958）。中共中央弁公庁、国務院弁公庁「印発《関於進一歩軽減義務教育階段学生作業負担和校外培訓負担的意
見》」（http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202107/t20210724_546576.html）。「中華人民共和国国
務院令第741号　中華人民共和国民弁教育促進実施条例」（http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-05/14/content_5606463.htm）。
「中共中央弁公庁、国務院弁公庁印発《関於新時代加強和改進思想政治工作的意見》」（http://www.gov.cn/xinwen/2021-
07/12/content_5624392.htm）。「国家教材委員会印発《習近平新時代中国特色社会主義思想課程教材指南》」（http://www. 
moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202107/t20210724_546576.html）。「教育部等8部門関於公弁学校挙弁或
者参与挙弁民弁義務教育学校的通知」（http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/25/content_5633199.htm）。「中
華人民共和国家庭教育促進法」（http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_qtxgfl/202110/t20211025_574749.html）。

3月

事項 目的、要点、キーフレーズ

『家庭・家庭教育・家風建設の重視に関す
る習近平の発言録』、出版

「改正・中華人民共和国私立〔中国語原文
は民弁〕教育促進法実施条例」、公布

・「家庭は社会の基本細胞であり、家庭の前途命運は、国家
と民族の前途命運と密接に関係している」（習近平の言葉）
・「中国の偉大な復興という中国の夢が実現してこそ、家庭
の夢も初めて真実のもとなる」（習近平の言葉）

4月

中共中央宣伝部ほか「家庭・家庭教育・
家風建設をさらに強化することに関する
実施意見」、発出

・私立学校の経営と教育活動に対する管理強化
・「義務教育を実施する公立学校」は、私立学校の経営や共
同経営、及び、私立学校への転換は不可
・「義務教育を実施している私立学校は、利害関係者と取引
してはならない」

6月

中共中央、国務院「義務教育段階の児童
生徒の宿題、及び、校外学習の負担軽減
に関する意見」、発出

・「新時代の家庭観念をしっかりと打ち立て、家庭を愛する
ことと国家を愛することを統一し、個人の夢と家庭の夢を、
国家の夢と民族の夢と融合」させる

7月

国家教材委員会、「『習近平の新時代の中
国の特色ある社会主義思想』に基づく教
材作成と教学に関する通知」、発出

・学校の宿題と学習塾通学など、学外の教育活動の制限
・「学生の心身の健康に着目し、学生の休息の権利を保証する」
ことが目的

7月

中共中央、国務院「新時代における思想
政治工作を強化・改善することに関する
意見」、発出

・「……民族復興の大任を担う、時代の新人を育成するため、
習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想を牢固とし
て堅持し、これを教育教学のすべての過程、すべての部分
に貫徹しなければならない」

7月

教育部ほか「公立〔公弁〕学校が義務教
育を行う私立〔民弁〕学校を経営または
共同経営を行うことに関する通知」、発出

・「学校の思想政治工作を強化し、……時代の新人育成プロ
ジェクトを実施し、青少年の理想・信念・教育に関わる多
くの分野がともに力を入れて共同で管理するメカニズム」
を改善し、「社会主義の建設者と後継者」を養成する

8月

国家新聞出版署、オンラインゲームのサ
ービス提供時間の規制を通知

・私立学校の経営と教育活動に対する管理強化

8月

・オンラインゲームの運営会社に対し、未成年者へのサービ
ス提供の制限を指示（金～日曜日と祝日の午後8―9時の1
時間のみ利用可とする）
・その他、サービス利用者の実名登録の厳格化

小・中・高校で、「習近平の新時代の中国
の特色ある社会主義思想」の教育が開始

9月
・全国共通教科書『習近平新時代中国特色社会主義思想　学
生読本』に基づく必修科目の授業が正式スタート

中央宣伝部、国家新聞出版署ほか、オン
ラインゲーム規制の行政指導を実施

9月
・「ゲーム中毒」防止の観点から、オンラインゲームを運営
する国内の大手IT企業に対し、上記8月の指示の厳格な履
行を要求

国家ラジオ・テレビ総局、アイドル育成
番組などの禁止を通知

9月
・「低俗で下品な」娯楽作品の排除
・その他、「いびつな美的センスの根絶」も指示

全人代「家庭教育促進法」、採択10月

・目的は、「家庭教育を重視するという中華民族の優良な伝
統を発揚し、社会全体が家庭・家庭教育・家風を重視し……
社会主義の建設者と後継者を養成する」こと
・「家庭教育を通じ、……中華民族の優秀な伝統文化・革命
文化・社会主義先進文化を発揚し、未成年者の健全な成長
を促す」



目は、1位食費（28.4%、－2.8ポイント）、2位住宅費（23.4%、＋0.7ポイント）、3位交通通信費

（13.5%、＋1.2ポイント）である。住宅と教育関連で、平均的な家計負担の約35%を占めてい

る。

b.〈家族と個人の時代〉の父権主義的リーダー

だが、営利目的の学習塾の廃止や私立学校の公立化推進といった大胆かつ強力な措置、個

人の趣味嗜好や家庭教育などの私的領域への積極的な介入は、教育改革に対する習近平の

並々ならぬ意欲と思い入れを感じさせる。

この点、第三の歴史決議も、習近平思想という属人化された正統イデオロギーに基づく国

民教育、次世代の人材育成の必要を殊更に強調している。青少年への政治的期待は、党大会

で採択される政治報告でも、末尾の部分で慣例的に表明される。しかし、第三の歴史決議の

次の一節は、そうした一般的言及を超えて、全国の党員・国民を対象とする習近平思想の涵

養、いわば〈習近平チルドレン〉の育成に賭ける習近平の熱意が見てとれる。

党と人民の事業の発展には、ひと世代ひと世代の中国共産党人の連続した奮闘が必要であり、

後継者の育成（「後継有人」）というこの根本の大計に力を入れて取り組む必要がある。習近平

の新時代の中国の特色ある社会主義思想で人を教育し、党の理想と信念で人を凝集させ、社会

主義核心価値観で人を育て上げ、中華民族の偉大な復興で人を激励することを堅持し、時代の

重任を担うに足る後継者（「接班人」）を大量に養成しなければならない。

また、2021年8月の共同富裕に関する演説で、習近平が、「社会階層の固定化を防ぎ、社会

的流動性の上昇ルートを円滑にし、……そうすることで『非理性的な過度の競争』（「内巻」）

と『競争レースからの自発的な撤退』（「 平」）を回避しなければならない」と述べたことも注

目される。この内巻と 平の語は、数年前から若年層を中心に使われ始めた新しい言葉だが、

最高指導者が言及するほど、現在では人口に膾炙している。それは、豊かさの追求がひと段

落する中、苛烈な競争社会による肉体的・精神的疲労、階級や階層の固定化に加担する不公

正な制度や巨大な格差への諦念、個人の多様な価値観と生き方の積極的肯定など、いくつか

の心情が混ざり合った社会潮流を指している（19）。

しかし、「中華民族の偉大な復興」を至上課題とする習近平にとって、強国化の妨げにな

りうる若者たちのそうした考えは到底容認できない。広い国際的視野に立って自由民主主義

の普遍的価値に共感することと同様、オンラインゲームやアイドルの「推し活」（自分のお気

に入りの芸能人を応援すること）などの狭い私的世界に埋没することも、中国の青少年の国家

的自尊心と競争心を損ない、ひいては、アメリカに代わって中国が覇権国になるという「中

華民族の偉大な復興」の夢を頓挫させるであろう。

政治社会のこうした変化に対し、国家的躍進の長期持続のため、習近平は、個人と家族の

私的領域にも強力に介入していく父権主義的なリーダーシップ―それなりに満足できるま

ずまずの暮らし（小康社会！）の中で、ハングリー精神を忘れて惰弱になった（ようにみえる）

子や孫の「尻をたたく」モーレツ世代の父親のごとく―を前面に打ち出すようになってい

る。高度成長が終わり〈家族と個人の時代〉への転換が始まる中、習近平が導き出した答え

は、子どもの心身の健康や家庭でのしつけにまで気を配る家父長的政治指導の部分的復活で
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あり、みずからが〈中華民族の父親〉になることであった。

だが、そうした指導者像の強調は、 小平が糾弾した毛沢東の過ち、すなわち、最高指導

者の個人崇拝の傾向を疑いもなく強めるであろう。その兆候はすでに表れている。2021年10

月、中共中央党校の機関紙『学習時報』は、「習仲勲の家風」という表題の一面記事を掲載し

た。そこでは、①「習仲勲の家風」が、党員幹部たちにとって「模範・標識・教材」である

こと、②母親宛ての手紙の中で、習近平がかつて「私たちは幼少時から父親の教育のもと、

勤倹を旨として家政を取り仕切る習慣を養ってきた。これは模範的な老ボルシェヴィキ、老

共産党人の家風といえる。この良い家風は代々伝えていくべきである」と記したこと、を紹

介している（20）。習家の家風と教育が、党員・国民教育の手本とされる日も、そう遠くはない

のかもしれない。

4 おわりに―〈 小平超え〉の執念と「墓を暴かれる」恐怖

本稿の冒頭に掲げた問い、すなわち、習近平体制の「安定」の内実とその将来的方向性に

ついて、現時点（2021年12月現在）における筆者の見解は、次のとおりである。

第1に、公開情報による限り、党＝国家体制の内部において、習近平の権力と権威はすで

に確固たるものとなっている。短中期の観点からみて、人事や政策の軌道修正・内容変更・

実行ペースの遅速など、個別の政治的駆け引きは別にして、最高実力者としての習近平の立

場を覆しうる有力な政敵や派閥集団は見当たらない。

しかし、そのワントップの状況は、2012年の党総書記就任以来、約10年に及ぶ職位に付随

する権力と権威の蓄積の結果であり、内戦や対外戦争での勝利（毛沢東）、社会経済の近代化

の飛躍的発展（ 小平）といった社会全体の総意を得られるような政治的功績に基づくもの

ではない。習近平は依然として、カリスマ的要素をもたない強権指導者にとどまる。

第2に、支配体制と社会との関係性をみれば、習近平個人の権力と共産党の一党支配を揺

るがす可能性のある2つのリスクが指摘できる。ひとつは、〈中華民族の父〉を目指す習近平

その人の政治志向と指導スタイルである。とくに増税・財産の継承・子女の教育といった、

古今東西を通じて市民の最大の関心事に直接的な介入の手を伸ばし始めたことである。この

点、若年夫婦に対し、「一日も早く孫の顔が見たい」と話す老親のように、少子化対策の観点

から、複数人の子どもの出産を政治的に奨励・要求することもあり得よう。かつての一人っ

子政策とは真逆の内容だが、国家の発展目標のために、個人の生殖の分野にまで支配を及ぼ

そうとする点では、政策的発想は変わらない。政治権力のこうした動きを、社会の側がどこ

まで許容するかは依然不透明であり、状況次第では、習は、体制エリートと多数派の両方を

敵に回す可能性がある。

もうひとつのリスクは、国民のナショナリズム感情の肥大化である。紙幅の都合により、

本文では詳しく論じられないが、例えば台湾問題について、武力統一を主張する世論の拡大

と、それにポピュリズム的に応答せざるを得なくなった指導部という政治的構図の出現は必

ずしも杞憂ではない。習近平自身、「台湾問題は民族が弱く混乱していたために生じたのであ

り、民族の復興に伴って必ずや解決しなければならない」と断言する以上、強くなった中国
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がなぜ台湾を併合できないのかという疑問が国民の頭に浮かぶのは、むしろ時間の問題では

あるまいか（21）。国力強化に自信を深めた国民の要求に対し、習近平が常に主導権を発揮でき

るとは限らない。みずからの立場と支配体制を守るため、習近平が世論に引きずられる可能

性もある。その政治的素地として、実社会の不公正をイデオロギー的に糊塗し、政治社会に

おける平等と統合を擬制するため、ナショナリズムのさらなる動員が予想されることは、す

でに述べたとおりである。

最後に、第3のポイントとして、共同富裕の実現や習近平チルドレンの育成について、習

近平は、今後も多くの困難や抵抗に直面すると思われる。だが筆者のみるところ、習はそれ

でも、これらの課題に漸進的に、かつ、執着心をもって取り組むことをやめないであろう。

その理由は次の2つである。

1つ目に、先述のとおり、格差是正と教育改革（ 小平の低評価の社会的定着を含む）は、ど

ちらも次世代の国民を主な対象としている。それゆえ、政策実効の面で、当初から10―20年

の長期的な時間軸を設定していると思われる。当局の説明によれば、2049年の建国百周年と

その前段階の2035年が重要な節目であり、当面の現実的なそれは2035年である。したがっ

て、短期の実績に焦点を当てるよりも、習近平が最高実力者であり続ける限り、持続的に推

進される可能性が高い。

2つ目に、〈 小平超え〉に対する習近平の執念である。本文中、第三の歴史決議の内容分

析で確認したように、 小平の歴史的地位を超えて毛沢東に並び立つという習近平の思いの

強さには、尋常ならざるものがある。そして、ほかならぬ 小平自身が、後世の指導者にそ

の解決を託し、未完の課題と述べていたのが、まさしく共同富裕と台湾問題なのである（22）。

「私の一生のうちにやり残したことがある。それこそ台湾問題だ。私は解決の瞬間をみられな

いだろう」との 小平の言葉を思い返すたび、習近平が決意を新たにするであろうことは想

像に難くない（23）。なにより習にとっては、台湾の青少年も、「中国」の次世代国民の一部な

のである。

現在なお、ごく一般的な強権指導者にすぎない習近平が、毛沢東や 小平に匹敵するカリ

スマ的指導者を本気で目指すとすれば、 小平の果たせなかった共同富裕と台湾併合を成し

遂げ、「中華民族の偉大な復興」を実現することこそ、まさに〈中華民族の父〉の名にふさわ

しい実績である。だが、もし失敗すれば、 小平の政治的評価を貶めたのと同じく、習近平

も自分の死後、反腐敗キャンペーンなどで失脚させられたり処罰されたりした多くの官僚政

治家や軍人の子女らを中心とする次世代の国民によって、〈父〉たる自身の「墓を暴かれる」

恐怖と孤独にさいなまれるであろう。 （2021年12月12日脱稿）

（ 1） 本稿を構想するに際し、筆者は、諏訪一幸氏（静岡県立大学教授）との対話から重要な着想を得

た。特記して深謝する。もとより本稿の内容とそこに含まれうる誤りは、すべて筆者の責任に帰す

る。

（ 2）「中共中央関於党的百年奮闘重大成就和歴史経験的決議（2021年11月11日）」『人民日報』2021年

11月17日。この決議には関連する2つの文書がある。ひとつは、会議の成果概要を示した公報であ

り、もうひとつは、決議案文に関する習近平の説明演説である。「中国共産党第19届中央委員会第
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6次全体会議公報」同上、2021年11月12日。習近平「関於《中共中央関於党的百年奮闘重大成就和

歴史経験的決議》的説明」同上、2021年11月17日。以下ではそれぞれ「決議」「公報」「説明」と

記す。

（ 3） オレーク・V・フレヴニューク著、石井規衛訳『スターリン：独裁者の新たなる伝記』白水社、

2021年、117ページ。

（ 4）「中国共産党中央委員会工作条例」『人民日報』2020年10月13日。

（ 5） 本稿では、必要に応じて中国語の原文表記を行う。その場合、まずカギカッコ内に中国語を記し、

これを日本語訳した単語の後ろのカッコ内に置く。以下の本文中すべて同じ。

（ 6）『中国共産党中央委員会関於若干歴史問題的決議（1945年4月20日）』人民出版社、1980年第3版、

22、57、59ページ。「毛沢東同志をトップとする党中央」のフレーズは、第二の歴史決議でも2ヵ所

登場する。ただし、「 小平をトップとする」云々はない。指導者の神格化を嫌悪した 小平は、自

身への適用を意識的に避けたとみられる。詳しくは、次注に挙げた拙稿を参照のこと。

（ 7） 鈴木隆「中国共産党『領袖』考―政治文書の用例にみる政治・イデオロギー史的考察」『国際

情勢　紀要』第90号、2020年3月、19―20ページ。

（ 8）「〔19〕80年、山口百恵は三浦友和と結婚して、芸能界を去る。彼女にとって芸能界よりも、たし

かな家族をもつことがずっと重要だったからだろう。そして『家族の時代』とも言える80年代が幕

を開けた」（小阪修平『思想としての全共闘世代』筑摩書房、2006年、152ページ）。「『豊かな社会』

が登場したあと、60年代までの革命から豊かな生活までの『大きな物語』は解体し、日常的な、あ

るいはカルト的なさまざまな『小さな物語』が流通しはじめる。人びとの行動の目標、あるいは行

動を他人に説明するときの論理は、ひどく個人的なものとして語られるようになったのである」（同

上、161ページ）。

（ 9） 習近平「在慶祝中国共産党成立百周年大会上的講話（2021年7月1日）」『人民日報』2021年7月2

日。

（10） 同上。

（11） 習近平「扎実推動共同富裕（2021年8月17日）」『求是』2021年第20期、2021年10月15日（http://

jhsjk.people.cn/article/32255147）、2021年12月12日閲覧。本稿（図表を含む）のすべての記載URLの

確認日について同じ。

（12） 任莉頴「中国居民対当前主要社会問題関注度的研究報告」、李培林・陳光金・王春光主編『2020年

中国社会形勢分析与預測』社会科学出版社、2020年、199―200ページ。

（13）『日本経済新聞』2021年12月2日。

（14） 同上、2021年10月24日。

（15）「中共中央関於全面深化改革若干重大問題的決定（2013年11月12日）」、中共中央文献研究室編

『十八大以来重要文献選編（上）』中央文献出版社、2014年、522ページ。

（16） 江沢民「高挙 小平理論偉大旗幟、把建設有中国特色社会主義事業全面推向二十一世紀（1997年

9月12日）」、中共中央文献研究室編『十五大以来重要文献選編（上）』人民出版社、2000年、24ペー

ジ。

（17） 最近の中国の思想・政治教育については、及川淳子「『習近平時代』の思想宣伝工作―学校教

育と家庭教育における最新動向」『東亜』第655号、2022年1月、を参照。

（18） 賈徳剛「2019年中国城郷居民収入和消費報告」、前掲、李・陳・王『2020年中国社会形勢分析与

預測』、27ページ。本段落、以下の数字も同じ。

（19） 高田正幸「『寝そべり族』出現は巨大国家の難題　中国の若者の支持を集める新たな存在」『アエ

ラ』2021年7月26日号、30ページ。

（20） 文秀「習仲勲的家風」『学習時報』2021年10月15日。

（21） 習近平「在紀念辛亥革命110周年大会上的講話（2021年10月9日）」『人民日報』2021年10月10日。
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［要旨］

本稿では、中国政府が推し進めようとする「国内大循環」を、それまでの「供給側の

改革」、すなわち生産要素の流動化を促進し、粗放的な成長と異なる成長パターンを目

指す動きの延長線上にあるものとして捉えた上で、それを支える成長戦略としてイノベ

ーション推進型の産業政策を位置づけた。一方、中国が「国内大循環」を推進する上で

の懸念材料として、コロナ禍からの回復過程における過度の金融緩和政策がもたらした

企業部門の債務問題と不動産企業の経営不安低下、さらには2021年の夏に提起された

「共同富裕」の名の下でのプラットフォーム企業に対する締め付けがあげられる。それ

でも、中国政府は今後の成長戦略としてあくまで供給サイドの効率性向上に重点を置い

ていくことはほぼ間違いないだろう。そういった状況の中、共産党政権は「共同富裕」

というスローガンの下に、経済格差を生み出す根本的な原因の改善に手を付けることな

く、一部の「目立つもの」をたたいて庶民層の怨嗟を和らげようとしているのが現状で

ある。

1 「国内大循環」と供給側の改革

コロナ禍の衝撃から立ち直ったかに見える中国経済は、今後どのような戦略の下に、持続

的な成長を目指していくのだろうか。重要なキーワードの一つが「国内大循環」だろう。

2020年7月に開催された共産党中央政治局会議の中で「国内大循環を主体とし、国内国際の

双循環を促進」という新たな成長枠組みを基調とする方針が出される中で用いられた（1）。ま

た同年10月に開催された中国共産党第19期中央委員会第5回全体会議（五中全会）で可決さ

れた第14次5ヵ年規劃の建議の中で、「国内大循環」に関し、「国内市場、生産ライン、分配、

流通、消費の各環節において産業独占と地方保護を打破し国民経済の良好な循環をもたらす

もの」という定義が行われた（2）。これによって、地方政府の保護主義を戒めつつ、生産要素

の市場化を通じた供給側改革を促進するという、「国内大循環」に内包された性格が明確にな

ったと言えよう。

これに先立ち、中国共産党はすでに2020年3月の段階で、「生産要素市場のより完全な配置

体制とメカニズムの構築に関する意見」という文書を発表している。この文書には今後の、

中国政府の発表経済発展の趨勢を見る上で重要なポイントが示されている（3）。
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同意見書は、土地・労働・資本・技術・データといった5大生産要素について、①市場メ

カニズムに従い、効率性の高い配置を実現する、②要素のスムーズな移動を阻害する制度的

要因を撤廃し、生産要素市場の構築と発展を促進する、という方向性を強調した。この背景

には、「過剰生産能力の削減」を伴う「供給側の改革」の実施がもたらす企業淘汰によってあ

ふれ出る失業者を、労働市場の流動化によって効率よく吸収しよう、という当局の認識があ

るものと思われる（リサーチ&アドバイザリー部中国調査室2020）。

すなわち、「国内大循環」は、2014年ごろから中国政府が長期的な経済発展の方針として

提起していた「供給側の改革」、すなわち生産要素の流動化を促進し、粗放的な成長と異なる

成長パターンを目指す動きを継承したものであると言える。一方、同じ頃に、やはり新たな

経済成長のモデルの一つとして提起されていた、いわゆる「一帯一路」構想に代表される積

極的な対外投資や、2014年の「新型都市化規劃2014―2020」に見られる中小規模の都市への

人口集中による国内の需要喚起はむしろ今後はトーンダウンすることが予想される。

このような「国内大循環」のカギを握っているのは、政府が推し進める産業政策である。

バリー・ノートンによれば、2005年に国務院が発表した「産業構造調整を促進するための

暫行規定」に基づき、2006年に中長期の科学技術プログラムを発表したことが中国政府の産

業政策実施に関する重要な分岐点になった。すなわち、先進国へのキャッチアップを目指し

ていたそれまでの産業政策に対し、技術的に未成熟な新規産業に多額の資金を投じ、世界で

主導権を握ることを目指す「リープ・フロッグ（カエル跳び）型」への転換がこの時期に生

じた、というわけだ（Naugthon 2021）。2010年に国務院は「戦略的新興産業（SEI）の発展を

加速するための決定」を発表し（4）、これに基づき2013年には上記の16のメガプロジェクトを

継承する形で、省エネ・環境保護、次世代情報技術、バイオ技術、精密・高性能製造設備、

新素材、新エネルギー自動車、新エネルギーの7つの分野が戦略的産業として位置づけられ

た。ノートンによれば、これによって中国政府は、先進国へのキャッチアップを目指してい

たそれまでの産業政策から、新規産業での主導権を目指す「リープ・フロッグ型」の産業政

策に大きく舵を切った、ということになる。

さらにこういったリープ・フロッグ型の産業政策が全面的に展開されたのが2015年であ

る。2015年には、「中国製造2025」や、「インターネット＋」「大衆創業、万衆創新」などの

産業政策が相次いで発表されたが、その背景になるのが2016年の中国共産党中央および国務

院による「国家創新駆動発展戦略綱要」（5）で示された、イノベーション促進型の産業政策の

方針である（Naughton 2021）。

このような、中国のリープ・フロッグ型の産業政策を評価するにあたってまず重要なのは、

中国政府が進める産業政策は、必ずしも一部で喧伝されているように国家資本主義的な、市

場をゆがめるものとは言い切れないという点である。むしろ、研究開発への補助金、研究開

発費に関する税額控除、パテントボックス（特許から生じる利益に関する優遇税制）など、そ

の多くは現在の経済学の潮流から見ても十分評価に耐え得るものである（6）。

中国の産業政策を考える上でもう一つ注意しなければならないのは、それが資源の効率的

な配分をもたらすという意味で、経済学的に評価されるものであったとしても、必ずしもリ

習近平政権の成長戦略について―「国内大循環」と「共同富裕」は両立するか
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ベラルな価値観に合致するものではない、という点である。例えば、中国のような、巨大な

人口を抱える権威主義国家が、AIを用いた監視技術の開発を産官共同によって促進し、権威

主義的な統治を強化していくことを、「競争をゆがめる」といった経済学のロジックだけで非

難したり、発展に制限を加えたりすることは困難になっている。

2 債務問題と不動産市場

一方で、現在の中国経済はいくつかの大きな課題に直面してもいる。恒大問題に代表され

る企業の債務問題がその典型だ。

国際決済銀行（BIS）が出している各国の債務残高のGDP比率の統計からは、2019年末の

段階でいわゆる「デレバリッジ政策」によって対GDP比151.1%の水準にまで抑えられてきた

企業部門の債務残高は、コロナ禍が経営を直撃した企業の借り入れ増加により、2020年9月

末の時点では163.1%の水準にまで増加した（梶谷 2021a）。このような状況から、企業部門の

過剰債務問題が再現するのではないかということが盛んに指摘されるようになった（第1図）。

それを裏付けるように、2020年の11月上旬、政府系半導体大手の紫光集団の資金繰り難が

表面化したほか、2021年には中国財政省が6割出資する不良債権処理会社、中国華融資産管

理が信用不安に陥ったことが報じられるなど、政府系の大企業の資金繰りが悪化しているこ

とが相次いで報じられた。『日本経済新聞』2021年5月12日の報道によると、2023年までの3

年間に満期を迎える社債総額は2兆1400億ドル（230兆円超）、2018―2020年の1.6倍の規模に

達するという（「中国企業、重い債務返済　迫る社債償還230兆円」）。

2020年の夏からは、中国の不動産大手、恒大集団の経営不安から社債のデフォルトが生じ

るのではないかという懸念が広がり、そのことが世界的な信用不安につながる可能性が喧伝

習近平政権の成長戦略について―「国内大循環」と「共同富裕」は両立するか
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　BIS （https://www.bis.org/）.（出所）
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されている。恒大集団は、約195億ドル（2兆円）と言われるドル建ての債務を抱えており、

破綻すれば海外の債権者にも大きな影響を与えることが予想されるからだ。

恒大集団は短期の資金を社債市場で調達し、電気自動車産業を含む様々な事業に長期の投

資を行うという、リスクの高い経営を続けてきた。それでも、不動産市場が好調な間はその

問題は顕在化しなかった。転機が訪れたのは2020年8月に習近平政権が不動産企業に対し、

前受金などを除いた資産負債比率が70%以下、自己資本に対する純負債比率が100%以下、短

期負債を上回る現金保有、という「三つのレッドライン」の遵守を要求し、不動産価格の抑

え込みの姿勢を明確にしてからだ。恒大は「三つのレッドライン」のうち二つを満たしてお

らず、銀行からの新たな借り入れが困難となり、資金繰りが一気に悪化した。2021年1月に

金融機関に対し実施された不動産関連融資への総量規制も追い打ちをかけた。

しかし、恒大の問題を、ミクロの視点からのみ見ていたのでは本質を見誤る。すでに述べ

たように、コロナ禍以降の、企業部門の抱える債務の急速な拡大を背景に、社債市場の脆弱

性は不動産以外の業界でも指摘されており、よりマクロ的な文脈で理解する必要があるから

だ。

もちろん、危機への対応によって債務残高が増大することは世界的に生じていることであ

り、それだけでは問題ではない。だが、他国と比べたときの中国の特徴は、企業部門に比べ

た政府部門の債務の拡大が十分ではない、という点にある。これまで中国は財政赤字をGDP

比3%以内に抑えるという財政均衡主義的な政策を採ってきた。2020年にはインフラ建設の

ための地方特別債の発行枠拡大をはじめとして、コロナ対策として追加的な財政支出が拡大

したため財政赤字の対GDP比は3.6%と若干増加したものの、2021年の政府活動報告では財

政赤字は3.2%以内に抑えられることが発表された。

特に、強固な都市封鎖の影響を受けて雇用が失われた個人や業者への個別の補償に消極的

であった分、景気の下支えは金融緩和に大きく依存することになった。全国で厳格な都市封

鎖が行われて間もなく、人民銀行や財務部は、貸出市場報告金利（ローンプライムレート、

LPR）を大幅に下回る低金利融資を実施する方針を示したほか、リバース・レポ（債券を担保

として行われる資金貸付）を通じて多額の資金を銀行間市場に供給した。

ただし、財政支出が抑えられる中で大胆な金融緩和が行われるという状況は、1985年のプ

ラザ合意による「円高不況」の打開を金融緩和に依存した日本経済に類似しており、極めて

資産バブルが生じやすい状況である。実際、中国経済が徐々にコロナ禍の影響から立ち直る

中で、いち早く活況を呈したのが不動産市場であった。

そこに「住宅は住むためのものであり、投機のためのものではない」と強調する習近平政

権の姿勢によって、上記の「三つのレッドライン」に代表される不動産市場への引き締めが

行われ、多くの都市で不動産価格は停滞するようになった（第2図）。このことによって不動

産企業の膨れ上がった債務は一気に不良債権化することになったのである。

2021年10月23日、全国人民代表大会（全人代）は、一部都市で固定資産税にあたる不動産

税を試験導入すると発表した。不動産資産を持つものと持たざる者の大きな格差を是正する

意味でも不動産税の導入は望ましい処置だが、上述のように、企業債務に比べて公的債務が
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「少なすぎる」現状を考えれば、不動産税の導入とともに、景気悪化の際には金融緩和に過度

に頼らず、財政出動を機動的に行えるようにする、マクロ経済政策の改革も必要とされよう。

3 プラットフォーム企業への逆風と「共同富裕」

中国経済が抱えるもう一つの大きな問題が、プラットフォーム企業への逆風に象徴される、

格差問題への取り組みとイノベーション促進政策の間にどのように折り合いをつけていくか、

というものである。

2020年11月に中国アリババ集団傘下の金融会社、アント・グループの新規株式公開（IPO）

が突如延期になったことをきっかけに、アリババやテンセントなどのプラットフォーム企業

に対する政府当局の締め付けが強化されるという事態が相次いで生じている。まず同年12月

の中央経済工作会議で「独占禁止と資本の無秩序な拡大防止」が強調され、これら巨大プラ

ットフォーム企業への独占禁止法を厳格に適用するという方針が明らかになった。この決定

を受け、2021年4月にはアリババが採用してきたいわゆる「二選一」という、Eコマースへ

の出店にあたってライバル企業への出店を禁じる措置が公正な取引を阻害しているとして、

182億2800万元という多額の罰金を命じられた。

その後、規制の対象は、プラットフォーム企業だけではなく、IT関連の企業全般に広がっ

た。2021年7月には、ニューヨーク証券取引所に上場を果たした配車サービス大手の滴滴出

行が、その数日後に「国家安全法」と「インターネット安全法」を根拠にした国家安全保障

上の理由から、データ管理とスパイ行為についての審査の対象となったことが伝えられ、そ

の株価は暴落した。7月24日には、共産党中央と国務院が「義務教育段階の学生の宿題負担
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第 2 図　不動産価格変動の状況（全国70都市、対前月比）
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と、学習塾負担の更なる軽減に関する意見」という通達を行い、「教育負担の軽減」という名

目の下にオンライン教育を提供する多くの企業が廃業に追い込まれた。さらに、8月3日に

は、新華社系のメディア『経済参考報』がネットゲームを「精神的アヘン」と批判し、その

多くがテンセントなどプラットフォーム企業の傘下にあるゲーム会社も苦境に立たされるこ

とになった。

中国当局が、締め付けに動いたきっかけとして、川島富士雄は、プラットフォーム企業に

よる世論操作の可能性をあげている。アリババが2020年春に発覚した幹部の不倫騒動をもみ

消すため、傘下のニュース配信企業を通じて独断でメディア工作を行い、世論工作を本来担

当する共産党中央宣伝部の怒りを買ったとの見立てである（川島 2021）。さらに、欧米でも、

プラットフォーマーによる独占行為や消費者の権利侵害が問題となり、法規制を求める議論

が活発になされていることも、一連の政府の施策にとって一種の追い風になったことは否め

ない。

もともと、プラットフォーム企業は政府の保護主義的政策の対象となってきた。プラット

フォーム企業は極めて規模の経済が働きやすく、データという資源の利用に関して自然独占

をもたらしやすい産業であるため、特定産業をターゲットとした産業政策なしでは国内企業

の育成は困難だという性質を持つ。また中国では、これらのプラットフォーム企業をはじめ

とした民間企業が政府行政の業務を委託されることを通じ、様々なビッグデータの利用が可

能になり、監視技術の開発能力を高めるとともに、行政の統治能力の向上を図る、という

「持ちつ持たれつ」の関係が生じてきた（7）。

このことは、上述のようにプラットフォーム企業をはじめとしたIT産業がもともと規模の

経済が働きがちであり、「放っておくと際限なく大きくなりすぎる」という性格を持つことの

裏返しでもある。いわば、その存在や社会・経済への影響力が大きくなり、「目立ちすぎた」

状況にあったと言えよう。このため、中国政府の方針が変わると、独占行為は国家市場監督

管理総局、オンラインゲーム規制は国家新聞出版署と様々な行政機関がその空気を察知し、

横並びでプラットフォーマーへの行政処分を打ち出したようにも思える。

さらに、2021年10月現在、このようなプラットフォーム企業への締め付けは単なる独占禁

止法の徹底という枠組みを超え、「共同富裕」という政府の再分配政策の名目の下でも進行し

つつある。その流れを決定づけたのは、2021年8月17日に開催された共産党中央財経委員会

で、「共同富裕」を社会主義の本質的な要求だと位置づけ、その実現のための手段として個人

や団体が自発的に寄付する「第3次分配」を提起したことである（8）。これは、平等な社会を実

現するために、土地や資本などの生産手段の再分配を第1次分配、税収財政支出を通じた再

分配を第2次分配とし、それ以外の再分配の手段として位置づけられたものだ。この方針を

受け、アリババ、およびテンセントは相次いで、「共同富裕」政策を実施するための資金とし

て、2025年までに1000億元（約155億ドル）を拠出することを約束した。上述のようなオンラ

インでの教育やゲームを提供する企業への締め付けも、この「共同富裕」の名目で行われた

という見方が広く共有されている。

2020年になって「共同富裕」が強調され始めた背景の一つは、コロナ禍で雇用が不安定化
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し社会の不満が高まっていることがあげられる。中国政府は他の主要国に比べて失業者に手

厚い保障を行ってきたわけではなく、何らかの手を打たなければならなかった。中国の調査

失業率は2020年2月に6.2%を記録したのをピークとして、その後減少を続けたが（第3図）、

一方でこの数値は必ずしも実態を反映したものではないことが指摘されてきた。特に重要な

のは、農村から出稼ぎで来ている農民工がカウントされていないことである。専門家の推計

によると、3月期の最も雇用状況が厳しかった時期における都市の失業者数は7000―8000万

人、失業率にすると約20%に達していたという（張 2020）。

習指導部は2020年来のコロナ禍でサービス業を中心に都市の雇用機会が奪われ、貧富の差

がさらに拡大しつつあることへの庶民の怨嗟が極大化しつつあることを正確に認識した上で、

その批判が政権に向けられることを防ぐためにも、「共同富裕」の名の下に、拡大を続ける格

差問題への取り組みを前面に打ち出さざるを得なかったものと考えられる。

一方で、前節で述べたように、中国政府が重点を置く「国内大循環」が、テクノロジーを

重視する、供給側の改革の方針の延長線上にあることを考えると、このような2021年夏以降

の「共同富裕」の提起はかなりバランスを欠いた形で提起されたという印象を受ける。例え

ば、2021年3月11日の、第13期全国人民代表大会第4回会議で採択された第14次5ヵ年計画

綱要に示された2025年までの中期目標では、民生の充実という文脈で「共同富裕」が提起さ

れてはいたものの、長期目標の優先順位はそれほど高くなく、全体で19編ある文書の第14編

に記載されているにすぎなかった（9）。中長期の経済政策の重点は、明らかに、イノベーショ

ンやデジタル社会の推進といった、従来型の「供給側の改革」を推進する目標のほうに置か
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第 3 図　都市調査失業率の推移�
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れていたのである（リサーチ&アドバイザリー部中国調査室 2021a）。

さらに、「共同富裕」政策の実施に関連して注目されるのは、2021年6月10日に公表され

た、浙江省を「共同富裕模範区」として位置づける「浙江省の高品質の発展と共同富裕模範

区の建設の支援に関する意見」である。この意見書では、経済成長に伴う都市・農村間の不

均衡・不十分を緩和し、バランスの取れた発展を行っているモデルケースとして浙江省の事

例を高く評価するもので、公共サービスの均等な普及や、都市・農村の協調的発展を訴える、

穏当な内容だった。そこには、浙江省杭州市を基盤に発展してきたアリババなどが中心にな

って推進されてきた産業政策、「インターネット＋」を強化し、サービス業のデジタル化を推

進するといった内容の文言も盛り込まれていた（リサーチ&アドバイザリー部中国調査室2021b）。

これらの政策文書を読む限り、上記のような教育産業や娯楽産業を広く巻き込む形での規

制の強化、さらには大手IT企業への巨額の資金拠出の強要などといった一連の政策転換はか

なり唐突に、あたかも習近平国家主席の鶴の一声で決まったような印象を受ける。このため、

一部では「文化大革命の再来（文革2.0）」だとする見方もあるが、明らかにそれは誤った見方

である。文化大革命は、それまでの社会主義改造によって生産手段の公有化を徹底した上で、

社会主義をさらに貫徹する名目で文化・政治闘争へと発展した。習指導部は資本主義的な生

産手段を否定しておらず、根本的な経済運営を変えているわけではない。

むしろ一連の措置で明らかなのは、大手IT企業のような「目立ちすぎたものをたたく」と

いう姿勢だろう。この「目立ちすぎたものをたたく」という点で想起されるのが、元重慶市

トップで2012年に反腐敗運動のため失脚した薄熙来氏が行った政治運動、いわゆる「重慶モ

デル」の経験である。薄氏は、2007年11月に重慶市共産党委員会書記に就任すると、外国企

業の積極的な誘致で高い経済成長を実現する一方、廉価な住宅を建設し、数百万人におよぶ

土地なし農民の住宅問題を解決する、といった「民生」を重視した派手な社会政策、「重慶モ

デル」を打ち出した。例えば、彼が在任期間に行った代表的なパフォーマンスに「打黒唱紅」

というものがある。これは毛沢東時代にならって革命家を民衆に斉唱させる一方、腐敗した

政治家やそれと結びついた企業家（＝マフィア）を一掃するという名目で、私営企業家の資

産を正式な裁判なしに没収するもので、大衆の喝采をあびた。

もう一つ、我々が想起すべきは「反腐敗キャンペーン」の成功体験である。2013年、第18

期中央紀律検査委員会第2回全体会議において、習近平国家主席は「トラ」（高級幹部）も

「ハエ」（下級幹部）も一緒にたたく大規模な「反腐敗闘争」を行うと宣言、周永康・前中国

共産党常務委員会委員や徐才厚氏・前中央軍事委員会副主席、といった「大トラ」を含む、

全国で約134万人の党員が処分の対象になった。

この反腐敗キャンペーンで、どのような政府幹部が摘発の対象になったのかを検証した席

天揚らは、習政権における「反腐敗キャンペーン」は、江沢民政権・胡錦涛政権の「レント

モデル」から、「忠誠モデル」へと、共産党を中心とした中国の成長モデルの転換の象徴であ

った、という興味深い指摘を行っている（Xi=Yao=Zhang 2018）。

江沢民政権・胡錦涛政権期の「レントモデル」とは、端的に言うと経済成長と腐敗が結び

ついたモデルであった。その特徴は、①経済成長を第1の目標とし、（地方）政府がそれを主
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導する、②分権的な制度の下で、地方政府の指導者が地域の情報を活用して市場経済をサポ

ートする、③共産党・中央政府が人事管理を通じて、地方政府間の成長競争を誘導する、と

いう3つの側面で特徴づけられる。特に人事権の管理、すなわち高い成長率を実現した地方

のトップほど出世する、という動機づけを通じて、成長と官僚の権限拡大が結びついたのが

このモデルの特徴である。逆に言うと企業と密接に結びついて成長を推進する、能力が高い

政治家ほど腐敗に手を染めやすい、ということでもある。

習近平政権がスタートした2012年になると、経済格差の拡大や、不正な手段で蓄財をして

いるということに対する市民の批判が高まるなど、それまでの「レントモデル」の維持コス

トが高くなる。このため、習政権は党のイデオロギー路線への信頼と指導部の方針への忠誠

を重視する「忠誠モデル」への転換を図ったものと思われる。席らは、これが実際の腐敗の

摘発のパターンに表れているとして、それを市レベルの行政区画トップのプロフィールやキ

ャリアインフォメーション、ならびに共産党中央技術委員会が公表した汚職摘発調査対象の

リストを紐づけたデータを用いた実証研究によって検証した。

彼らはまず、市政府トップの汚職摘発に関する情報を被説明変数に、当該市の経済パフォ

ーマンス、上級幹部とのコネクションを説明変数に回帰分析を行った。その結果、経済パフ

ォーマンスは汚職摘発に対しプラス、コネクションはマイナスであり、両者の交差項はマイ

ナスになるという結果が示された。彼らは次に、市トップの省レベルの幹部への昇任を被説

明変数にした回帰分析を行った。その結果、経済パフォーマンスの昇任に与える影響は2012

年までは正で有意だが、2013年以降は有意でなくなること、一方で、昇任におけるコネクシ

ョンの影響が2012年以降正で有為になっていることを示した。

つまり、胡錦濤政権期までなら「能力がある」として出世を遂げ、同時にそれなりの蓄財

を行ってきたような役人ほど、摘発の対象になったのである。このような反腐敗キャンペー

ンにおける「有能で、裕福な、社会的に目立つ存在」である地方幹部たちにペナルティーを

課して庶民の怨嗟を和らげる、という手法には、現在「共同富裕」の名の下に行われている、

成功したIT関連企業やその経営者たちを狙い撃ちにする手法と、相通じる姿勢が見て取れよ

う。

おわりに

本稿では、中国政府が推し進めようとする「国内大循環」を、それまでの「供給側の改

革」、すなわち生産要素の流動化を促進し、粗放的な成長と異なる成長パターンを目指す動き

の延長線上にあるものとして捉えた上で、それを支える成長戦略としてイノベーション推進

型の産業政策を位置づけた。一方、中国が「国内大循環」を推進する上での懸念材料として、

コロナ禍からの回復過程における過度の金融緩和政策がもたらした企業部門の債務問題と不

動産企業の経営不安、さらには2021年の夏に提起された「共同富裕」の名の下でのプラット

フォーム企業に対する締め付けがあることを見てきた。

それでも、中国政府が今後の成長戦略として、あくまで供給サイドの効率性向上に重点を

置いていくことはほぼ間違いないだろう。このように考えれば、現在進行中のやや強引にも
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思える「共同富裕」の実行と、それに伴うプラットフォーム企業やオンライン教育産業など

への締め付けなどが中国経済の下押し圧力にはなるものの、経済の大きな減速は避けるよう

当局は何らかのテコ入れを行う、と見たほうがよいだろう。

ただ、「国内大循環」が目指している生産要素の市場流通はむしろネオリベラリズム（新自

由主義）の政策に近く、その推進を続ける限り、今後も経済格差は拡大していくだろう。そ

ういった状況の中、共産党政権は「共同富裕」というスローガンの下に、経済格差を生み出

す根本的な原因の改善に手を付けることなく、一部の「目立つもの」をたたいて庶民層の怨

嗟を和らげようとしているように見える。このいわば綱渡りのような危うい経済運営を、習

近平政権はいつまで続けるのだろうか。少なくとも2022年の党大会までは、目が離せない状

況が続きそうだ。

（ 1）「中共中央政治局召 会議决定召開十九届五中全会 中共中央総書記習近平主持会議」『人民網』

2021年7月31日（http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0731/c64094-31804564.html）、2021年11月29日アク

セス。

（ 2）「中共中央 于制定国民経済和社会発展第十四个五年規劃和2035年遠景目標的建議」2020年10月

29日（http://www.ciac.cas.cn/djywh/xxyd/202011/P020201116609474294415.pdf）、2021年11月29日アク

セス。

（ 3）「中共中央国務院関于 建更加完善的要素市場化配置体制机制的意見」2020年4月9日（http://www.

gov.cn/zhengce/2020-04/09/content_5500622.htm）、2021年11月29日アクセス。

（ 4）「国務院関于加快培育和発展戦略性新 産業的决定」『中国政府網』2010年10月18日（http://www.

gov.cn/zwgk/2010-10/18/content_1724848.htm）、2021年11月29日アクセス。

（ 5）「国家創新駆動発展戦略綱要」2016年5月20日（http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/chn197567.pdf）、

2021年11月29日アクセス。

（ 6） アイギンガーとロドリックは、近年の発展途上国での産業構造変化の要請、先進国での長期的な

労働市場悪化・金融危機、大きな技術変化といった現象が産業政策に対する経済学者の関心を高め

ていると指摘した上で、上記の論点すべてに関わる事情として中国の存在をあげている（Aiginger

and Rodrik 2020）。

（ 7） 例えば、ベラジャ＝ヤン＝ユットマンは、顔認識AIの開発を行っている中国企業を対象に、その

イノベーション能力に関する指標と、地方行政からの業務委託に関するデータをマッチングさせる

ことで、両者の関係を分析した（Beraja=Yang=Yuchtman, 2020）。分析の結果、AI企業が地方政府から

仕事を受託することでイノベーション能力が向上すること、そしてそのイノベーション能力の向上

は、入手可能なデータがより豊富な地域の業務を受託した際により大きくなることを示した。

（ 8）「習近平主持召 中央財経委員会第十次会議協調 在高質量発展中促進共同富裕 統 做好重大金融

風険防范化解工作 李克 汪洋王 韓正出席」『新華網』2021年8月17日（http://www.xinhuanet.

com/politics/leaders/2021-08/17/c_1127770343.htm）、2021年11月29日アクセス。

（ 9）「中華人民共和国国民経済和社会発展第十四次五年規劃和2035年遠景目標綱要」2021年3月13日

（http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm）、2021年11月29日アクセス。
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［要旨］

2013年秋に習近平国家主席が提唱した中国の「一帯一路」構想は、当初は「シルクロ

ード経済ベルト」と「21世紀海上シルクロード」を構築する巨大経済圏構想として打ち

出された。しかし、構想表明当初から明確な国家戦略として定まっていたわけではない。

「一帯一路」構想は、この8年間、中国を取り巻く環境や外交上の課題に応じて柔軟に変

化していく過程で、レイアウトが完成され、細部が固められていった。2019年末以降の

新型コロナウィルスの世界的流行により、「一帯一路」構想はさらなる変化を迫られて

いる。本稿では、中国の指導者層の言説や公式文書を分析することで、これまでの「一

帯一路」構想の変遷を明らかにする。そして、「一帯一路」構想は、中国がグローバル・

ガバナンス体系を改革するための新しいプラットフォームとして、「一帯一路」パート

ナー国との間で「国際関係の民主化」を目指していること、今後は「健康シルクロー

ド」、「グリーンシルクロード」、「デジタルシルクロード」、「貧困削減の道」の建設に重

点が置かれることを示す。

はじめに

中国の習近平国家主席は、2013年秋に「シルクロード経済ベルト」と「21世紀海上シルク

ロード」を構築する巨大経済圏構想として「一帯一路」構想を打ち出した。中国では当時、

国内の過剰生産能力が深刻な課題となっていた。そのため、国外に過剰生産能力を移転する

とともに、インフラ建設の需要を作り出し、中国製品やサービスの市場を拡大することは、

中国経済の成長に有益だと考えられていた。

しかし、この8年間で「一帯一路」構想や中国を取り巻く環境が大きく変化した。今日、

「一帯一路」構想は、もはや経済構想にとどまらず、中国の外交上の目的を達成する手段とし

て位置づけられている。また、債務の持続可能性や「質の高い発展」といった概念も盛り込

まれるようになった。そのうえ、2019年末からの新型コロナウィルスの世界的流行で、「一

帯一路」構想はさらなる変化を迫られている。

本稿では、まず「一帯一路」の実績を概観する。次に、「一帯一路」構想が当初から明確

な国家戦略として定まっていたわけではなく、中国の抱える課題に対応するべく柔軟に変化

してきたことを、習近平をはじめとする指導者層による演説や発言、中国が公表している文
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書などによって示す。そして、新型コロナウィルスの世界的流行を経て、中国は国際秩序へ

の挑戦のため、「一帯一路」をグローバル・ガバナンス体系の改革のプラットフォームとして

位置づけるようになったことを明らかにする。最後に、「一帯一路」の将来を展望する。

1 「一帯一路」構想の実績

「一帯一路」構想は、2013年秋に表明されて以来、約8年が経過した。2021年6月時点で、

中国と「一帯一路」協力の文書に署名したパートナー国は140ヵ国に達し、中国と「一帯一

路」パートナー国との貿易額は累計で9兆2000億ドル、中国企業による「一帯一路」沿線諸

国への直接投資額は累計で1300億ドルを超えた（1）。

2021年6月23日にオンラインで開催された「一帯一路」アジア太平洋地域国際協力ハイレ

ベル会議において、国務委員兼外交部長の王毅は、新型コロナウィルスの世界的流行に直面

しても、「一帯一路」協力は一時停止するどころか、かえって活発になっていることを強調し

た。そして、中国が新型コロナウィルスの流行の予防や管理のための情報交換会を100回以

上開催し、2900億枚以上のマスク、35億着以上の防護服、45億個以上のテストキットを提供

したこと、4億回分以上のワクチンを90ヵ国以上に提供したこと、さらに、中国とパートナ

ー国の間の商品の貿易額は過去最高の1.35兆ドルになり、中国は22ヵ国のパートナー国と

「シルクロードeコマース（電子商取引）」協力を開始したことをアピールした（2）。この報告は、

過去8年間で「一帯一路」構想が、経済構想にとどまらず、新型コロナウィルスの感染拡大

に対処するために医療物資やワクチンを重点的に提供するなど、中国の外交上の課題に対処

するための手段として使われるようになったことを物語っている。

新型コロナウィルスの世界的流行が「一帯一路」構想に与えた影響は、データを見るとよ

くわかる。中国商務部の統計によると、「一帯一路」沿線諸国への非金融部門の直接投資額

は、第1図のとおり、2019年までは150億ドル前後の水準であったが、新型コロナウィルス

の世界的流行後の2020年には177億9000万ドルへと増加し、「一帯一路」開始以来最高を記

録した（3）。2021年は9月末時点で148億7000万ドルと、コロナ禍以前の年間の直接投資額の

数値に達している。

中国の非金融部門の直接投資額全体に占める「一帯一路」沿線諸国の割合は、2016年の

8.5%から2020年の16.2%へとほぼ倍増しており、2021年9月末時点では18.4%となっている。

コロナ禍では、中国の非金融部門の直接投資先としての「一帯一路」沿線諸国の重要性が高

まっていることがわかる。

しかしながら、「一帯一路」沿線諸国において、中国の建設・土木請負業者が行うプロジ

ェクトである対外工事請負は、第2図のとおり、新型コロナウィルスの世界的流行後、新規

契約金額、完成営業額（4）、新規契約件数ともに減少している。新規契約金額と完成営業額は

2019年に過去最高を記録し、それぞれ1548.9億ドルと979.8億ドルであったが、2020年は

1414.6億ドルと911.2億ドルへとそれぞれ対前年比で8.7%、7.0%減少した。2021年も9月末時

点で808.1億ドルと618億ドルにとどまっており、大幅回復は見込めない。新規契約件数は、

2018年は7721件であったが、2019年には6944件に減少し、2020年は5611件、対前年比で
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19.2%落ち込み、2021年9月末は3643件であった。

対外工事請負低迷の一因は、国外に派遣される中国人労働者数の減少にある。中国商務部

の統計によると、対外工事請負のための対外派遣労働者数は、2018年には22万7000人、2019

年には21万1000人であったが、2020年には13万9000人となり、前年比34%減少した。2021

年9月時点では9万2000人であり、年末までにコロナ以前の水準に戻るとは考えにくい。

また、中国が対外工事請負とは別に、中国の建設・土木請負業者が実施するプロジェクト

以外の目的で中国人労働者を派遣する場合は、対外労務協力となる。このカテゴリーで国外

「一帯一路」構想の現在
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第 1 図　「一帯一路」沿線諸国への非金融直接投資�

（出所）

（年）

　中国商務部ホームページより筆者作成。

（億米ドル）
20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

（%）

（注）　2021年は9月末までの数値である。
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第 2 図　「一帯一路」沿線諸国での対外工事請負�
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に派遣された中国人労働者は、2018年は26.5万人、2019年は27.6万人であったが、2020年に

は16.2万人と対前年比41%減少した。2021年9月時点では14万人であり、前年より増加傾向

にあるが、大幅増は見込めない。

さらに、中国商務部の統計上の在外中国人労働者総数は、2014年末以来ほぼ百万人規模で

毎年推移してきており、2018年末は99万6800人、2019年末は99万2300人であった。しかし、

2020年末には62万3000人で対前年比37.2%減少し、2021年9月末には60万4000人と低水準

のままであった。当面、新型コロナウィルスの収束が見込めないなかで、中国人労働者に依

存してきた「一帯一路」プロジェクトが今後どのように実施されていくのか、注目に値する。

2 「一帯一路」構想の変遷

新型コロナウィルスの世界的な感染拡大は、中国の「一帯一路」プロジェクトの進行にマ

イナスの影響を及ぼしている。この低迷が一時的なものであるのか、ポストコロナ時代にも

続くのかは現時点では判断が難しい。他方で、「一帯一路」構想は、2013年秋の構想表明以

来、様々な課題に直面し、今日に至っている。以下では、「一帯一路」構想に3つの変化が起

きていることを示す。

第1に、「シルクロード経済ベルト」と「21世紀海上シルクロード」に加えて、複数のシル

クロードの建設が表明され、今日では「一帯一路」が「多帯多路」になっている。そして、

その対象範囲も「一帯一路」の「沿線諸国」から「パートナー」へ拡大している。第2に、

財政当局は比較的早い段階で「一帯一路」の問題点を認識しており、「一帯一路」構想にも債

務の持続可能性、「質の高い」発展やインフラの質の高い建設といった概念が反映されるよう

になっている。第3に、「一帯一路」は、グローバル・ガバナンス体系を中国の望ましい方向

へ改革するためのプラットフォームとして明確に位置づけられるようになった。

（1）「一帯一路」から「多帯多路」へ

習近平は、2013年9月7日にカザフスタンのナザルバエフ大学で演説した際に「シルクロ

ード経済ベルト」建設を提唱し、10月3日にインドネシアの国会で「21世紀海上シルクロー

ド」の構想を表明した。さらに、10月7日、バリ島で開催されたAPEC首脳会議で、習近平

はアジアインフラ投資銀行（以下、AIIB）の構想を正式に表明した。

その後、2014年12月に中国は「一帯一路」プロジェクトに資金提供する中国独自の金融機

関として、400億ドルを拠出してシルクロード基金を創設した。そして、2015年3月には国家

発展改革委員会、商務部、外交部が連名で「シルクロード経済ベルトと21世紀海上シルクロ

ードを推進し共に構築する構想と行動」を公表し、「一帯一路」の概要を明らかにした。

中国は、2015年3月末を期限としてAIIBの創設メンバーを募ったために、創設メンバーの

顔ぶれに国際社会からの関心が集まった。中国は当初、アジア諸国をメンバーとする中国主

導の地域開発金融機関としてAIIBを創設することを考えていた。財政部長としてAIIB創設

に関わった楼継偉は、2014年3月の時点で、中国はアジア諸国とAIIBを創設した上で、AIIB

をアジア以外の国にも徐々に開放すると発言していた（5）。また、財政部内に設立されたAIIB

の準備委員会の責任者を務め、AIIB設立後に初代総裁に就任した金立群も、2016年1月、も
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ともとはアジアの20ヵ国程度が参加する地域開発金融機関の創設を考えていたと語った（6）。

結局、中国が想定した以上の57ヵ国を創設メンバーとして、同年12月には中国主導でAIIB

が創設され、翌年1月にAIIBは開業した。

・「デジタルシルクロード」の建設

「一帯一路」から「多帯多路」へ向けた変化は、2017年5月14日から15日に北京で開催さ

れた「一帯一路」国際協力サミットフォーラム（以後、「一帯一路」フォーラム）以降に目立つ

ようになった。初回の「一帯一路」フォーラムには、29ヵ国の国家指導者を含む130ヵ国と

70の国際機関から1500名が参加した（7）。習近平は、開幕式で基調講演を行い、今後の「一帯

一路」建設の方向性の一つとして、「我々は革新駆動型の発展を堅持し、デジタル経済、人工

知能（AI）、ナノテクノロジー、量子コンピューターなど先端分野での協力を強化し、ビッグ

データ、クラウドコンピューティング、スマートシティー建設を推進し、21世紀のデジタル

シルクロードを築いていくべきである。」と述べた（8）。ここに「シルクロード経済ベルト」と

「21世紀海上シルクロード」に次ぎ、「デジタルシルクロード」を第3のシルクロードとして

建設する意向が公式に表明された。

・「一帯一路」の債務の健全性と持続可能性への懸念

初回の「一帯一路」フォーラムの初日には、資金流通を促進することを目指すハイレベル

会合が財務大臣間で開催された。そこでは、中国財政部が「一帯一路」プロジェクトへの資

金提供に関する『「一帯一路」融資指導原則』（以下、『融資指導原則』）を提示し、26ヵ国の財

務大臣の同意を得た（9）。

『融資指導原則』は、「一帯一路」プロジェクトの資金に関する15の原則を示したものであ

る（10）。注目すべき点としては、第1に、他国の政府系金融機関や国際開発金融機関、商業銀

行や保険、リース、証券会社などの民間金融機関にも資金提供とリスク分担を呼び掛けたこ

とである。また、官民パートナーシップの発展や、単独貸付の他、株式投資や協調融資など

の融資形態の多元化も提案した。第2に、「一帯一路」沿線諸国に対して、金融監督管理能力

の強化と国境を越えた監督管理の協調、透明で友好的で無差別の融資環境の構築、貿易と投

資の利便化の促進、保護主義への反対、公平・公正・オープンで効率性の高い法律制度の構

築といった融資や投資環境の整備を求めた。第3に、債務や投資に関する紛争の公正・合

法・合理的な解決、債権者と投資家の権益の保護、プロジェクトの社会・環境評価とリスク

管理の強化と持続可能な社会・経済発展の確保、債務の持続可能性に対する配慮、金融包摂

の推進など、多岐にわたる原則が提示された。

以上のように、2017年5月の時点で中国財政部が『融資指導原則』を26ヵ国の財務大臣に

公表していたことは、中国の実務者レベルでは、中国だけでは「一帯一路」建設の資金を賄

いきれない現実や、「一帯一路」沿線諸国において中国からの融資の管理や債権の保全に問題

があるといった認識が広く共有されていたことを示唆している。

なお、安倍晋三政権は、初回の「一帯一路」フォーラムに特使として自民党の二階俊博幹

事長を派遣した。そして、6月5日に東京で開催された第23回国際交流会議「アジアの未来」

の晩餐会で安倍首相は演説し、「中国の『一帯一路』の構想は洋の東西、そしてその間にある
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多様な地域を結びつけるポテンシャルを持った構想だ。」と評価する発言をしていた。同時

に、「インフラは万人が利用でき、透明で公正な調達で整備することが重要だ。さらにプロジ

ェクトに経済性があり、借り入れる国にとって債務が返済可能で、財政の健全性が損なわれ

ないことが不可欠だ。」と述べ、「一帯一路」構想の問題点にも言及した（11）。

以後、プロジェクトの開放性、透明性、経済性と適正融資による対象国の財政健全性は、

日本が「一帯一路」構想を支持する4条件となった。このうち、プロジェクトの経済性と適

正融資の必要性は、『融資指導原則』表明時の中国の財政当局の認識とも重なっている。こう

した問題意識は、後に習近平が債務の持続可能性や「質の高い発展」に言及する背景となっ

たと考えられる。

（2） グローバル・ガバナンス体系の改革

2017年10月18日から24日に開催された第19回中国共産党全国大会（以下、党大会）は、中

国がグローバル・ガバナンス体系の改革に積極的に関与することで国際秩序の変革をリード

することを明らかにし、習近平のペットプロジェクトであった「一帯一路」を、中国共産党

の任務に格上げする機会となった。

習近平は、政治報告において、中国が国際秩序の変革をリードしていくことを提起した（12）。

そして、中国は「共商・共建・共享」、すなわち、共に話し合い、共に建設し、共に分かち合

うというグローバル・ガバナンス観を持ち、グローバル・ガバナンス体系を開発途上国の代

表性と発言権を拡大することで、より公正で合理的な方向へ発展させることに言及した。

また、「一帯一路」建設を中国の特色ある大国外交を推進した成果の一つであると位置づ

けた（13）。さらに「一帯一路」建設を重点として対外開放を進めることを強調し（14）、「『一帯一

路』での国際協力を積極的に促進し、『政策面の疎通、インフラの相互接続、貿易の円滑化、

資金の融通、民心の通い合い』の実現に努め、新たな国際協力プラットフォームを構築し、

共同発展の新たな原動力を増す。」と述べた（15）。

党大会では『中国共産党規約』が改正され、党規約の総綱において、党が独立自主の平和

外交政策を維持してきたという説明の段落内に、「共商共建共享の原則に従い、『一帯一路』

の建設を推進する。」という一文が追記された（16）。この改正により、「一帯一路」は、習近平

の構想から、中国共産党の事業として、習近平政権後にも引き継がれる構想へと格上げされ

た。以後、「一帯一路」構想は、さらなる変化を遂げていった。

・「氷上シルクロード」の建設

中国は、2018年1月26日に北極海の開発と利用についての政策である『北極政策白書』を

初めて公表した。そこでは、中国から北極海経由で欧州に至る北極海航路を「氷上シルクロ

ード」と呼び、「中国が重要な協力として提唱した『シルクロード経済ベルト』と『21世紀

海上シルクロード』の共同建設は、各国とともに『氷上シルクロード』を建設することで、

北極圏の相互連結と経済社会の持続的な開発をもたらす協力の機会となる。」「中国は北極海

航路の開発を行うことを通して、関係各国とともに『氷上シルクロード』を建設することを

希望する。」と記述された（17）。

・グローバル・ガバナンス体系の改革のプラットフォームへ
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2018年6月22日から23日には、2014年11月以来3年7ヵ月ぶりに中央外事工作会議が開催

された（18）。第19回党大会後に最初に開かれた中央外事工作会議として、習近平政権2期目の

外交方針が示される重要な場となった。会議では、習近平が「新時代における中国の特色あ

る社会主義外交思想」として、「人類運命共同体」の構築やそのプラットフォームとしての

「一帯一路」の推進、グローバル・ガバナンス体系の改革の主導も含む10項目の方針・原則

を示した（19）。

外交担当国務委員で中共中央外事工作領導弁公室主任の楊潔 によれば、この会議では、

グローバル・ガバナンス体系が質的変化を遂げている重要な局面にあること、中国はこの機

会をとらえて積極的にグローバル・ガバナンス体系の改革と建設に参加することが確認され

た。同時に、中国が先頭に立って国際関係の民主化を主張し、国連が積極的な役割を発揮す

ることを支持し、国際問題における発展途上国の代表権と発言権を高め、大多数の国家の意

志と利益を反映したグローバル・ガバナンス体系を推進する方針が示された（20）。

・全体的なレイアウトから細部へ

2018年8月27日には、「『一帯一路』建設推進工作領導小組（以下、「一帯一路」領導小組）」

の組長の韓正が主催し、「一帯一路」5周年記念座談会が北京で開催された。習近平は、「『一

帯一路』の建設は経済協力であるだけではなく、グローバルな発展モデルとグローバル・ガ

バナンスを完全なものにし、経済のグローバル化の健全な発展の重要な道程を推進するもの

である」と述べ、「一帯一路」が中国のグローバル・ガバナンス体系の改革の手段であること

を強調した。同時に、「一帯一路」建設は、「経済協力の提唱であって、地政学的な連盟や軍

事同盟を組むことではなく、開放的で寛容な過程であり、閉鎖的な小さなグループや『中国

クラブ』をつくることではない。」と説明した（21）。

また、習近平は「過去数年間の『一帯一路』の建設は、全体的なレイアウトを完成させ、

一枚の絵を『写意画』として描いたのであり、今後は精巧で微細な『工筆画』を描くことに

重点を置くべきである」と指示した（22）。「写意画」は微細な描写をせずに本質を表現するこ

とを重視する画法であり、「工筆画」は「密画」とも呼ばれる。習近平は中国絵画を比喩に用

いて、これまでの期間で「一帯一路」の骨組みを完成させたこと、今後は細部を緻密に作っ

ていくことを明らかにした。以後、「一帯一路」の修正が加速していった。

・「質の高い発展」

2019年4月25日から27日まで北京で開催された第2回「一帯一路」フォーラムは、初回フ

ォーラム以上に大規模なものとなり、150ヵ国と92の国際機関から6000名以上のゲストが出

席し、38ヵ国から国家元首や政府首脳らの国家指導者が参加した（23）。習近平は26日の開幕式

で基調講演を行い、今後は「工筆画」を描くことに集中すること、「質の高い発展」の方向に

進むために「一帯一路」の共同建設を促進することを世界に表明した（24）。

習近平は、プロジェクトの建設、運営、調達、入札等の段階で国際的な規則と基準を企業

が受け入れること、各国の法律法規を尊重すること、現地の経済・社会の発展に貢献し、商

業と財政上の持続可能性を確保し、貧困削減に焦点を当て、就業を増やし、民生を改善し、

「一帯一路」がすべての人々により良い利益をもたらすようにする必要があることなど、かな
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り踏み込んだ発言をした。また、「質の高い発展」のために「質が高く、持続可能で、リスクに

強く、合理的な価格で、包括的でアクセス可能なインフラを建設すること」にも言及した（25）。

第2回フォーラム期間中の4月25日に、中国財政部は『「一帯一路」債務持続可能性分析枠

組み』を発表した。この枠組みは、IMFと世界銀行の低所得国債務持続可能性分析枠組みを

もとに、「一帯一路」国家の実情に合わせて作られたものである。中国財政部は、中国と「一

帯一路」沿線諸国の金融機関が、低所得国に対して、債務の持続可能性の分析、債務リスク

の分類や管理、貸付の決定をする際に、この枠組みを重要な参考資料として使うことを奨励

した（26）。中国の財政当局が2019年の時点でこの枠組みの公表に至ったことは、「一帯一路」

建設のために沿線諸国に資金を提供すればするほど、債務の持続可能性に対する懸念が高ま

っていくというジレンマに直面していたと同時に、低所得国への貸付に関してすでに相当大

きな問題が生じていたことの表れだと考えられる。

・「健康シルクロード」と「パートナー関係」

2019年12月に武漢で新型コロナウィルスの感染が広がり、2020年から世界的に流行したこ

とで、「一帯一路」も新たな局面に入った。2020年6月18日には「一帯一路」国際協力ハイ

レベル会議がオンラインで開催されたが、そのテーマは「『一帯一路』国際協力を強化し、新

型コロナウィルス感染症との闘いで連携」であった。王毅が主催し、24ヵ国の外相が参加し

た（27）。習近平は書面の式辞を発表し、再度「一帯一路」の質の高い共同建設を推進すること

を強調した（28）。

王毅は、「一帯一路」の「沿線諸国」ではなく「パートナー（ 伴）」という表現を使い、

パートナー国への経済支援、ワクチンの研究開発と使用における協力、人と貨物の越境のた

めの「ファストトラック」の構築、国際的な産業チェーン、サプライチェーン、物流システ

ムの円滑化と維持、イノベーション協力の強化や「EC（電子商取引）シルクロード」とスマ

ートシティの建設の支援を表明した（29）。会議後に出された共同声明でも、質の高い「一帯一

路」の建設を推進することが引き続き確認された上で、①「健康シルクロード」の建設、②

相互連結の強化、③経済回復の推進、④実務協力の推進が提唱された（30）。

2021年1月10日には、国務院新聞弁公室が『新時代の中国国際発展協力』を発表し、新型

コロナウィルスの世界的流行に対する中国のこれまでの支援実績を強調した。白書では、「一

帯一路」について、中国が行っている国際開発協力の重要なプラットフォームであり、中国

が世界に提供する重要な「公共財」であると説明した。また、「一帯一路」協力のプラットフ

ォームに基づいて他の途上国への支援を強化することが明記され、「質の高い」一帯一路の建

設を推進することが再確認された（31）。

（3） 今後の「一帯一路」構想の方向性

2021年6月23日、中国は「一帯一路」アジア太平洋地域国際協力ハイレベル会議を「新型

コロナウィルス対策における協力を強化し、経済回復を促進する」をテーマにオンラインで

開催した（32）。会議には29ヵ国の他、国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）、国連開発計

画（UNDP）、国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）などの国際機関の代表も出

席した（33）。王毅による「自信を固め、団結し、より緊密な『一帯一路』のパートナー関係を
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築くために手を組む」と題する基調演説は、今後の「一帯一路」の展開を考える上で重要な

示唆を提供している（34）。

第1に、王毅は、2021年6月時点での「一帯一路」建設の実績を紹介する際、「沿線諸国」

ではなく、「パートナー」という表現を多用した。前者は「一帯一路」のシルクロードの沿線

にある国々という地理的概念であるが、後者は中国と「一帯一路」協力文書に署名した関係

であって、地理や国家に限られず、より幅広い対象に広がる可能性がある。

第2に、王毅は、「一帯一路」の共同建設においては、経済規模に関係なく、すべてのパー

トナーが平等であること、中国が行うすべての協力プロジェクトは、いかなる政治条件も付

与せず、いかなる国家にとっても脅威となるものではないことを強調した。また、「『一帯一

路』イニシアティブは経済協力から始まったが、経済に限定されるものではなく、グローバ

ル・ガバナンスを改善するための新しいプラットフォームになりつつある。」と述べた（35）。こ

れらの発言は、第19回党大会以来、習近平や中国の最高指導者層が強調してきた「国際関係

の民主化」の概念を中国と「一帯一路」パートナー国の関係に当てはめたものである。グロ

ーバル・ガバナンス体系の改革をまずは「一帯一路」パートナー国との間で推進する中国の

姿勢が明確になった。

第3に、今後の方向性として、「健康シルクロード」を構築することに加えて、低炭素生活

への転換に直面して「グリーンシルクロード」、デジタル化の潮流に直面して「デジタルシル

クロード」、開発ギャップに直面して「貧困削減の道」を作り上げることを挙げた。そして、

新型コロナウィルスの流行と世界的な経済回復の過程では、アジア太平洋地域が重要な役割

を果たしていること、同地域は地政学的なチェスゲームの対象ではなく、開発協力の優位な

地域であるべきことを強調した（36）。

王毅は、このフォーラムを統括して「6つの共通認識」を発表した（37）。具体的には、①

「一帯一路」イニシアティブと各国の発展戦略・計画との連携、②新型コロナウィルスのパ

ンデミック収束のための国際社会の団結・協力、③ワクチンの国際協力の一層強化、④「グ

リーンシルクロード」を優先課題に、グリーンインフラ整備、グリーンエネルギー、グリー

ン金融などの推進、⑤貿易と投資の自由化及び円滑化の推進、⑥国連の「持続可能な開発の

ための2030アジェンダ」達成の加速と多国間主義の精神の6つである。中国は当面、「健康の

シルクロード」、「グリーンシルクロード」、「デジタルシルクロード」、「貧困削減の道」の建

設に重点を置く方針であると考えられる。

おわりに

中国の「一帯一路」構想は、静的なものではなく、様々な事情によって変化し続ける動態

的な概念である。今日、国際秩序が変革期にあり、新型コロナウィルスの世界的流行が続く

なかで、習近平や王毅が明言しているとおり、もはや「一帯一路」構想は経済協力に限定さ

れるものではない。中国はグローバル・ガバナンス体系を改革するための新しいプラットフ

ォームとして「一帯一路」を位置づけ、国際秩序への改編を目指し始めた。

また、「一帯一路」は「シルクロード経済ベルト」と「21世紀海上シルクロード」の「一
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帯」と「一路」から、「デジタルシルクロード」、「氷上シルクロード」、「健康シルクロード」、

「シルクロードeコマース」、「グリーンシルクロード」、さらには「貧困削減の道」が加わり、

「多帯多路」に展開してきた。その範囲も、「一帯一路」沿線諸国を超えて、中国との「一帯

一路」協力文書に署名した相手であるパートナーとの関係性へ再定義された。実務当局者と

最高指導者の間では、「一帯一路」の債務の持続可能性や「質の高い発展」の必要性は認識さ

れるようになった。しかし、こうした認識が実際の政策にどのように反映されるのか、そし

て実行に移されるのかどうかはまだよくわからない。

今後も「一帯一路」構想は国際情勢や中国を取り巻く環境の変化に応じて、臨機応変に変

化し続けるであろう。「一帯一路」構想は、グローバル・ガバナンス体系の改革のために、各

分野でどのような役割を果たすことになるのだろうか。「自由で開かれたインド太平洋」に対

抗する戦略構想として精緻化され、中国とインド太平洋諸国との対立を深めることになるの

か。あるいは、多様な分野での協力の枠組みとして機能するようになるのか。今後は、中国

の各分野における「グローバル・ガバナンス体系の改革」の動向を分析をしていくことがい

っそう重要になるだろう。

［付記］ 本研究は科学研究費助成事業（基盤研究（B）19H04365）による研究成果の一部である。

（ 1）「堅定信心、加強団結、携手建設更加緊密的“一帯一路” 伴関係―王毅国務委員兼外長在“一

帯一路”亜太区域国際合作高級別会議上的主旨発言」2021年6月24日（https://www.mfa.gov.cn/wjbzhd/

202106/t20210624_9137539.shtml）。

（ 2） 同上。

（ 3） 胡必亮「コロナ下でも『一帯一路』成長」『人民中国』2021年5月25日。

（ 4） 完成営業額は当該年に完成した対外工事請負業務量を貨幣換算した額であるが、過年度に契約済

みのプロジェクトの業務量も含まれる。大橋英夫「中国の非援助型対外経済協力―「対外経済合

作」を中心に」日本国際問題研究所編『中国の対外援助』2012年、64ページ（https://www2.

jiia.or.jp/pdf/resarch/H23_China/04_Ohashi.pdf）。

（ 5） 財政部新聞弁公室「楼継偉就籌建亜洲基礎設施投資銀行　答記者問」2014年3月7日（http://www.

mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/201403/t20140307_1053025.html）。

（ 6）「用創新的国際最佳準則打造亜投行」『財新網』2016年1月17日（http://www.caixin.com/2016-01-

17/100900210.html）。

（ 7） 第1回「一帯一路」フォーラムに首脳が参加した29ヵ国は、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カ

ンボジア、チリ、チェコ、エチオピア、フィジー、ギリシャ、ハンガリー、インドネシア、イタリ

ア、カザフスタン、ケニア、キルギス、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、パキスタン、

フィリピン、ポーランド、ロシア、セルビア、スペイン、スリランカ、スイス、トルコ、ウズベキ

スタン、ベトナムであった。

（ 8）「習近平在“一帯一路”国際合作高峰論壇開幕式上的演講」『人民網』2017年5月14日（http://politics.

people.com.cn/n1/2017/0514/c1024-29273991.html）。

（ 9） 中国財政部「“一帯一路”融資指導原則」2017年5月14日（http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/tupia

nxinwen1/201811/W020181113547229883172.pdf）。26ヵ国は、アルゼンチン、ベラルーシ、カンボジ

ア、チリ、チェコ、エチオピア、フィジー、グルジア、ギリシャ、ハンガリー、インドネシア、イ

ラン、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、パキスタン、カタール、ロシア、セルビア、
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シンガポール、スーダン、スイス、タイ、トルコ、イギリスである。

（10） 同上。

（11）「第23回アジアの未来―保護主義に対抗、首相、平和・繁栄の礎（アジアの未来）」『日本経済

新聞』2017年6月6日。

（12） 習近平「小康社会の全面的完成の決戦に勝利し、新時代の中国の特色ある社会主義の偉大な勝利

をかち取ろう―中国共産党第十九回全国代表大会における報告」（2017年10月18日）、48ページ

（https://spc.jst.go.jp/policy/national_policy/downloads/r_cpc_2017.pdf）。

（13） 同上、5ページ。

（14） 同上、27ページ。

（15） 同上、48ページ。

（16）「中国共産党章程　中国共産党第十九次全国代表大会部分修改、2017年10月24日通過」（https://

www.12371.cn/special/zggcdzc/zggcdzcqw/）。

（17） 中華人民共和国国務院新聞弁公室「『中国的北極政策』白皮書（全文）」2018年1月26日（http://

www.scio.gov.cn/zfbps/32832/document/1618203/1618203.htm）。

（18） 第1回中央外事工作会議は胡錦濤政権期の2006年8月に、第2回目は習近平政権発足後の2014年

11月に開催された。今回は第3回目の中央外事工作会議であった。

（19） この10項目は、①対外政策に対する党の集中統一領導、②中国の特色ある大国外交の推進、③人

類運命共同体の構築の推進、④戦略的自信の強化、⑤「一帯一路」の建設の推進、⑥平和的発展の

道、⑦グローバルパートナーシップの構築、⑧グローバル・ガバナンス体系の改革、⑨国家主権、

安全保障、発展がもたらす利益の擁護、⑩中国外交の独特のスタイルの構築である。諏訪一幸「中

央外交工作会議の開催と習近平外交思想の実践」SPF China Observer 第 7回、2018年 8月 10日

（https://www.spf.org/spf-china-observer/document-detail007.html）。

（20） 楊潔 「以習近平外交思想為指導　深入推進新時代対外交策」『求是』2018年、15号。

（21）「習近平出席推進“一帯一路”建設工作5周年座談会並発表重要講話」2018年8月27日（http://www.

gov.cn/xinwen/2018-08/27/content_5316913.htm）。

（22） 同上。

（23） 第2回「一帯一路」フォーラムに首脳が参加した38ヵ国は、オーストラリア、オーストリア、ア

ゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルネイ、カンボジア、チリ、キプロス、チェコ、ジブチ、エジプ

ト、エチオピア、ギリシャ、ハンガリー、インドネシア、イタリア、ケニア、カザフスタン、キル

ギス、ラオス、マレーシア、モンゴル、モザンビーク、ミャンマー、ネパール、パキスタン、パプ

アニューギニア、フィリピン、ポルトガル、ロシア、セルビア、シンガポール、スイス、タジキス

タン、タイ、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、ベトナムであった。

（24）「斉心開創共建“一帯一路”美好未来―在第二届“一帯一路”国際合作高峰論壇開幕式上的趣

旨演講（2019年4月26日、北京）」（http://www.beltandroadforum.org/n100/2019/0426/c26-1261.html）。

（25） 同上。

（26）「財政部発布『「一帯一路」債務可持続性分析框架』」2019年4月25日（http://www.mof.gov.cn/zheng-

wuxinxi/caizhengxinwen/201904/t20190425_3234663.htm）。

（27） 参加国は、ベラルーシ、カンボジア、チリ、エジプト、エチオピア、ギリシャ、ハンガリー、イ

ンドネシア、カザフスタン、ケニア、キルギス、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ネ

パール、パキスタン、パプアニューギニア、セルビア、シンガポール、タジキスタン、タイ、アラ

ブ首長国連邦、ウズベキスタンであった。なお、ロシアの外相は書面でメッセージを送る形での参

加となった。小宮昇平「一帯一路パートナー国に対する新型コロナウイルス関連支援・協力策を発

表（中国）」2020年6月25日（https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/06/6f928d1ded45150e.html）。

（28）「習近平主席、『一帯一路』国際協力ハイレベル・ビデオ会議で式辞」2020年6月19日（http://japan
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（29） 小宮昇平「一帯一路パートナー国に対する新型コロナウィルス関連支援・協力策を発表（中国）」。

（30）「“一帯一路”国際合作高級別視頻会議聯合声明」2020年6月19日（https://www.fmprc.gov.cn/web/

ziliao_674904/1179_674909/202006/t20200619_9869217.shtml）。

（31） 中華人民共和国国務院新聞弁公室「『新時代的中国国際発展合作』白皮書（全文）」2021年1月10

日（http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1696685/1696685.htm）。

（32）「『一帯一路』アジア太平洋地域国際協力ハイレベル会議で6つの共通認識―中国メディア」人

民網日本語版、2021年6月24日（https://www.recordchina.co.jp/b878463-s6-c100-d0189.html）。

（33）「王毅主持“一帯一路”亜太区域国際合作高級別視頻会議」2021年6月23日（https://www.mfa.gov.

cn/wjbzhd/202106/t20210624_9137538.shtml）。

（34）「堅定信心、加強団結、携手建設更加緊密的“一帯一路” 伴関係―王毅国務委員兼外長在“一

帯一路”亜太区域国際合作高級別会議上的主旨発言」。

（35）「王毅：“一帯一路”是陽光大道、没有小院高墻」2021年6月24日（https://www.fmprc.gov.cn/web/

wjbz_673089/xghd_673097/202106/t20210624_9175363.shtml）。

（36） 同上。

（37）「『一帯一路』」アジア太平洋地域国際協力ハイレベル会議での6つの共通認識」。
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［要旨］

米国バイデン政権は、半導体のサプライチェーン再編など経済安全保障に関する政策

を次々と打ち出している。なかでも、米国イノベーション競争法案は、先端技術を巡る

中国との覇権争いを念頭に作られた。国際社会における中国のプレゼンスの拡大に対し

明確な危機意識を表明してきた米国であるが、その背景には、「大国」中国が想像以上

のペースで国力を増強したことがあげられる。そして、その中国の台頭を現実的にして

いるのが、中国の科学技術イノベーション能力の著しい向上であるといえる。

中国は、建国当初より国家指導者の強いリーダーシップの下、長期的な視点で安定し

た政策を展開することで科学技術イノベーションを着実に牽引し、核心的技術の開発に

力を入れてきた。現在は、「自主イノベーション型国家」の建設へ、世界をリードする

科学技術強国になるという習近平主席の「中国の夢」の実現を目指している。中国建国

100周年にあたる2049年には世界一の製造強国を目指す「中国製造2025」は、「中国の

夢」を実現する新たな経済成長の原動力になる。そこに、AIや量子技術が加わり、中国

は米国との覇権争いに生き残りをかけて軍民融合型イノベーションシステムの構築を急

いでいる。

「中国製造2025」ビッグデータを基盤にした新たな時代の経済大国・中国の隣国とし

て、これから日本が核心的技術を巡る覇権争いにどのような立ち位置で対処するのか、

今まさに岐路に立っている。

1 先端技術を巡る米中覇権争い

米国ではジョー・バイデン政権が、半導体のサプライチェーン再編など経済安全保障に関

する政策を次々と打ち出している。なかでも、米国イノベーション競争法案は、先端技術を

巡る中国との覇権争いに勝つために、AIや量子科学などの先端分野で競争力を強化するため

の研究開発支援から研究成果が不当に持っていかれないための審査体制の強化まで多岐にわ

たるものになっている。また、バイデン政権は、これまでトランプ政権に最大の競争相手国

と名指しされた中国を、引き続き国家安全保障戦略上とりわけ経済安全保障の観点から対立

国と明確に位置づけている。そして、バイデン大統領は、アントニー・ブリンケン国務長官

をインド・太平洋戦略に基づく対中政策を実践するために、日本をはじめインド、オースト

国際問題 No. 705（2022年2月）● 42

Sunami Atsushi



ラリアを含むクアッドといわれる体制づくりなど同盟国間での連携強化に精力的に動いてい

る。しかしその一方で、気候問題担当大統領特使として世界中を奔走しているジョン・ケリ

ー元国務長官は、気候問題解決のためには中国の存在は無視できないとして、中国との対話

を重要視している。先のトランプ政権が一方的に脱退したパリ協定への復帰などの気候変動

問題を重要な安全保障課題と位置づけ、中国との関係も含めて国際協調を基軸とした外交政

策を展開する姿勢を展開している。

これまで、とりわけトランプ政権以降、国際社会における中国のプレゼンスの拡大に対し

明確な危機意識を表明してきた米国であるが、その背景には、「大国」中国が想像以上のペー

スで国力を増強したことがあげられる。そして、その中国の台頭を現実的にしているのが、

中国の科学技術イノベーション能力の著しい向上であるといえる。中国の国をあげた先端科

学技術の獲得に対する取り組みは、宇宙、サイバー、海洋といった現在のフロンティアとい

われる領域で目に見える成果をあげている。2008年のリーマンショック以降、日本をはじめ

先進国の研究開発投資が伸び悩むなか、中国は積極的に科学技術に投資を続け、現在では国

全体の研究開発投資のレベルは米国と肩を並べるまでになっている（第1図）。また、研究開

発の成果をはかる代表的な指標の一つである科学技術全般の論文数でついに中国は引き続き

世界第一位を維持している（第1表）。

科学技術強国中国の台頭をはじめとする日本を取り巻く国際社会は、IoTによる第4次産業

革命、人工知能（AI）とビッグデータに象徴されるような ITCや科学技術の劇的な発展によ

るデジタル・トランスフォーメーションの影響で大きく変化している。そして、これまでの
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第 1 図　主要国における研究開発費総額の推移

　整数カウント法による名目額（OECD購買力平価換算）。（注）
　文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP）『科学技術指標 2021』を基に筆者作成。（出所）
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第 1 表　国・地域別論文数、Top10%補正論文数、Top1%補正論文数：上位25か国・地域

米国 227,492 31.8 1

日本 68,685 9.6 2

ドイツ 63,541 8.9 3

英国 62,007 8.7 4

フランス 46,795 6.5 5

カナダ 30,379 4.2 6

イタリア 29,609 4.1 7

ロシア 27,103 3.8 8

中国 22,426 3.1 9

スペイン 20,189 2.8 10

オーストラリア 18,792 2.6 11

オランダ 17,546 2.5 12

インド 16,315 2.3 13

スウェーデン 14,243 2.0 14

スイス 13,197 1.8 15

韓国 10,469 1.5 16

ベルギー 9,360 1.3 17

ポーランド 8,727 1.2 18

ブラジル 8,696 1.2 19

台湾 8,672 1.2 20

イスラエル 8,502 1.2 21

デンマーク 7,323 1.0 22

フィンランド 6,637 0.9 23

オーストリア 6,567 0.9 24

ノルウェー 4,456 0.6 25

1997―1999年（PY）（平均）
全分野

国・地域名
整数カウント

シェア 順位論文数

論文数

米国 289,910 28.0 1

中国 108,570 10.5 2

ドイツ 79,537 7.7 3

英国 77,414 7.5 4

日本 75,867 7.3 5

フランス 58,735 5.7 6

イタリア 47,144 4.5 7

カナダ 46,718 4.5 8

スペイン 37,366 3.6 9

インド 36,344 3.5 10

韓国 33,085 3.2 11

オーストラリア 30,970 3.0 12

ブラジル 27,191 2.6 13

ロシア 26,838 2.6 14

オランダ 25,002 2.4 15

台湾 20,903 2.0 16

スイス 19,315 1.9 17

トルコ 18,870 1.8 18

ポーランド 17,668 1.7 19

スウェーデン 17,517 1.7 20

ベルギー 14,460 1.4 21

イラン 11,608 1.1 22

イスラエル 10,528 1.0 23

オーストリア 10,013 1.0 24

デンマーク 9,884 1.0 25

2007―2009年（PY）（平均）
全分野

国・地域名
整数カウント

シェア 順位論文数

論文数

中国 405,364 25.0 1

米国 384,978 23.8 2

英国 115,280 7.1 3

ドイツ 110,153 6.8 4

日本 82,934 5.1 5

フランス 75,297 4.6 6

インド 75,141 4.6 7

イタリア 71,858 4.4 8

カナダ 68,472 4.2 9

オーストラリア 63,672 3.9 10

韓国 61,268 3.8 11

スペイン 58,977 3.6 12

ブラジル 50,727 3.1 13

イラン 39,873 2.5 14

ロシア 39,507 2.4 15

オランダ 39,451 2.4 16

スイス 32,516 2.0 17

ポーランド 29,938 1.8 18

トルコ 29,575 1.8 19

スウェーデン 28,312 1.7 20

台湾 24,334 1.5 21

ベルギー 22,266 1.4 22

デンマーク 19,774 1.2 23

オーストリア 16,818 1.0 24

サウジアラビア 16,655 1.0 25

2017―2019年（PY）（平均）
全分野

国・地域名
整数カウント

シェア 順位論文数

論文数

米国 34,984 49.0 1

英国 7,985 11.2 2

ドイツ 6,777 9.5 3

日本 5,192 7.3 4

フランス 4,971 7.0 5

カナダ 3,943 5.5 6

イタリア 2,951 4.1 7

オランダ 2,547 3.6 8

オーストラリア 2,203 3.1 9

スイス 2,067 2.9 10

スペイン 1,857 2.6 11

スウェーデン 1,779 2.5 12

中国 1,339 1.9 13

ベルギー 1,115 1.6 14

デンマーク 1,067 1.5 15

イスラエル 1,015 1.4 16

ロシア 868 1.2 17

フィンランド 806 1.1 18

インド 713 1.0 19

韓国 702 1.0 20

オーストリア 671 0.9 21

台湾 617 0.9 22

ノルウェー 547 0.8 23

ブラジル 518 0.7 24

ポーランド 437 0.6 25

1997―1999年（PY）（平均）
全分野

国・地域名
整数カウント

シェア 順位論文数

Top10%補正論文数

米国 44,449 42.9 1

英国 11,817 11.4 2

ドイツ 10,363 10.0 3

中国 9,819 9.5 4

フランス 7,383 7.1 5

カナダ 6,400 6.2 6

日本 5,953 5.7 7

イタリア 5,428 5.2 8

オーストラリア 4,342 4.2 9

スペイン 4,299 4.1 10

オランダ 4,294 4.1 11

スイス 3,475 3.4 12

スウェーデン 2,407 2.3 13

韓国 2,406 2.3 14

インド 2,342 2.3 15

ベルギー 2,136 2.1 16

デンマーク 1,666 1.6 17

台湾 1,569 1.5 18

ブラジル 1,491 1.4 19

オーストリア 1,327 1.3 20

イスラエル 1,262 1.2 21

フィンランド 1,084 1.0 22

ノルウェー 1,065 1.0 23

トルコ 1,055 1.0 24

シンガポール 1,027 1.0 25

2007―2009年（PY）（平均）
全分野

国・地域名
整数カウント

シェア 順位論文数

Top10%補正論文数

米国 54,994 33.9 1

中国 50,511 31.2 2

英国 19,085 11.8 3

ドイツ 15,373 9.5 4

イタリア 10,514 6.5 5

オーストラリア 10,452 6.5 6

フランス 9,894 6.1 7

カナダ 9,863 6.1 8

スペイン 7,860 4.9 9

オランダ 7,125 4.4 10

日本 6,832 4.2 11

スイス 6,070 3.7 12

インド 6,053 3.7 13

韓国 5,533 3.4 14

スウェーデン 4,524 2.8 15

イラン 4,145 2.6 16

ベルギー 3,758 2.3 17

ブラジル 3,638 2.2 18

デンマーク 3,516 2.2 19

シンガポール 2,919 1.8 20

サウジアラビア 2,714 1.7 21

オーストリア 2,599 1.6 22

ポーランド 2,458 1.5 23

台湾 2,136 1.3 24

ノルウェー 2,123 1.3 25

2017―2019年（PY）（平均）
全分野

国・地域名
整数カウント

シェア 順位論文数

Top10%補正論文数



予想をはるかに超えた科学技術の発展の速さは今後も衰えることはなく、産業革命以来、世

界の安定的な平和と繁栄は、技術革新により生まれる新たな覇権争いを通じて大きく影響さ

れることは論をまたない。

すでに IoTは私たちの生活環境を大きく変え、AIがますます社会に実装されてくることで

経済社会問題から安全保障に至るまで期待と不安をもたらしている。とくに、第4次産業革

命は、宇宙、サイバー、海洋などの空間を一体化させる巨大な情報インフラを基に、人間と

機械とのインターフェースを進化させることで新たな経済機会を創り出すと同時に、国家の

新たな重要基盤として安全保障上の課題も生み出している。こうして生まれた核心的技術の

獲得は、国家や企業にとっての最重要課題であり、先述したように米国や中国のほかに多く

の国や組織がしのぎを削っている。

そうしたなかで、トランプ政権時代に出された2019年度の国防権限法（National Defense

Authorization Act: NDAA）では、中国の通信機器大手のファーウェイやZTEなど中国 IT関連企

業5社を政府調達から締め出すなど、米国の重要なデータへの中国によるアクセスを排除す

る姿勢を明確に打ち出した。こうした米国政府の確固とした動きに象徴されるように、最先

端技術の米国からの流出防止を目指したハイテク輸出規制や外国による対米投資の規制など、

矢継ぎ早に強化の動きが進んでいる。その背景には、米国の安全保障が、着実に力をつけて

きた中国の先端技術開発能力に、近い将来脅かされるという危機感がある。

AI、ロボット、無人機、3Dプリンターや急速に発展している量子技術や脳科学といったエ
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（注）　分析対象は、Article, Reviewである。年の集計は出版年（Publication year, PY）を用いた。被引用数は、2020年末の値を
用いている。

（出所）　文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP）『科学技術指標 2021』を基に筆者作成。

米国 4,203 58.9 1

英国 866 12.1 2

ドイツ 641 9.0 3

フランス 489 6.9 4

カナダ 424 5.9 5

日本 422 5.9 6

オランダ 290 4.1 7

イタリア 279 3.9 8

スイス 250 3.5 9

オーストラリア 233 3.3 10

スウェーデン 182 2.5 11

スペイン 146 2.0 12

ベルギー 116 1.6 13

イスラエル 113 1.6 14

デンマーク 111 1.6 15

中国 101 1.4 16

フィンランド 77 1.1 17

オーストリア 73 1.0 18

ロシア 67 0.9 19

インド 53 0.7 20

ノルウェー 52 0.7 21

ブラジル 40 0.6 22

ポーランド 39 0.5 23

韓国 37 0.5 24

台湾 35 0.5 25

1997―1999年（PY）（平均）
全分野

国・地域名
整数カウント

シェア 順位論文数

Top10%補正論文数

米国 5,425 52.3 1

英国 1,475 14.2 2

ドイツ 1,179 11.4 3

中国 817 7.9 4

フランス 814 7.9 5

カナダ 774 7.5 6

イタリア 578 5.6 7

オランダ 557 5.4 8

日本 548 5.3 9

オーストラリア 537 5.2 10

スペイン 460 4.4 11

スイス 448 4.3 12

スウェーデン 287 2.8 13

ベルギー 281 2.7 14

デンマーク 216 2.1 15

韓国 204 2.0 16

インド 190 1.8 17

オーストリア 157 1.5 18

イスラエル 157 1.5 19

ブラジル 134 1.3 20

フィンランド 131 1.3 21

シンガポール 124 1.2 22

ノルウェー 120 1.2 23

台湾 113 1.1 24

ポーランド 106 1.0 25

2007―2009年（PY）（平均）
全分野

国・地域名
整数カウント

シェア 順位論文数

Top10%補正論文数

米国 7,045 43.5 1

中国 5,584 34.5 2

英国 2,648 16.3 3

ドイツ 2,018 12.5 4

オーストラリア 1,546 9.5 5

カナダ 1,425 8.8 6

フランス 1,380 8.5 7

イタリア 1,238 7.6 8

オランダ 1,086 6.7 9

スペイン 1,013 6.3 10

スイス 934 5.8 11

日本 879 5.4 12

韓国 660 4.1 13

スウェーデン 657 4.1 14

ベルギー 586 3.6 15

インド 575 3.5 16

デンマーク 511 3.2 17

シンガポール 473 2.9 18

サウジアラビア 439 2.7 19

ブラジル 424 2.6 20

イラン 422 2.6 21

オーストリア 406 2.5 22

ノルウェー 324 2.0 23

ポーランド 324 2.0 24

イスラエル 303 1.9 25

2017―2019年（PY）（平均）
全分野

国・地域名
整数カウント

シェア 順位論文数

Top10%補正論文数



マージングテクノロジーは、安全保障において重要な影響を与える技術群であり、同時に民

間による非軍事的部門での活用も大きく期待されている。このように、民生用と安全保障用

の両方に使われる可能性がある技術をデュアルユースや多義性技術と呼び、我が国でも本格

的に議論され始めたところである。IoT時代において、サイバー攻撃はコンピューターシス

テムに対する脅威だけではなく、社会インフラや防衛装備調達に係るサプライチェーンをも

対象となる。とりわけ、サイバー空間では、ビッグデータを背景にプラットフォーマーやス

タートアップといわれる企業など主に民間部門での技術革新が日進月歩で進み、経済活動や

安全保障への影響が極めて大きく、民間企業を巻き込んだ国家間の覇権を巡り、テクノ地政

学としての視点がクローズアップされる原因となっている。

近年、ブロックチェーンや量子暗号などで進化するサイバー空間や宇宙、海洋などの分野

は、かつて人類が未踏であったフロンティアであり、科学技術の発展により新興国を含め主

要国の覇権争いがますます激しさを増している。また、安全保障と民生の双方で必要とされ

るデュアルユース技術が与えるインパクトが最も顕著な空間であり、こうした技術の開発と

獲得を意味する「技術的優越」の確保は、国際社会における新たな秩序の構築に大きな影響

力を持つことになることからも、中国や米国のみならず主要国は競ってこれらを核心的技術

として獲得に向けたイノベーションシステムの構築に心血を注いでいる。ロボットやドロー

ン、AIといった最先端技術は、現在の軍事技術としても重要であり、科学技術や経済のみな

らず安全保障という観点で最も重要な経済安全保障の課題と位置づけられている。したがっ

て、米国も中国の先端科学技術の獲得は、米国の安全保障上の脅威になる可能性があるとし

て、冷戦時代のロシアに対するオフセット戦略を、今は中国を意識して展開している。こう

した先端技術を巡る米中の覇権争いは、日本をはじめ欧州やオーストラリア、インドといっ

た国々にも影響を及ぼしている。とくに、安全保障については米国と、経済については中国

との関係が重要な日本にとって、今後の米中関係とりわけ先端科学技術を巡る覇権争いがど

うなっていくかが大きな課題であることはいうまでもない。

2 求められる経済安全保障戦略

最先端技術で「技術的優越」の確保を20世紀中旬以降、明確に重要視してきたのは米国で

ある。第2次世界大戦の直後には、航空、レーダー技術や暗号解読、また原爆開発の成功で

世界をリードした米国であったが、1957年にソ連が人類初の人工衛星「スプートニク1号」

を打ち上げたことで、技術分野でライバルに先を越されてしまった。その上、自分たちの手

の届かない上空から敵に見下ろされるという恐怖は、最先端技術で競争相手国に破れること

が直接の脅威につながることを実感することになった。この後、二度とスプートニクショッ

クを繰り返してはならないとアイゼンハワー大統領が1958年に設立したのが国防高等研究計

画局（DARPA）である。ここから誕生した代表的な技術としてインターネットやGPS、ステ

ルス技術などがあげられるが、いずれも世の中の常識をひっくり返すような斬新なもので、

まさにゲームチェンジャーといわれるものである。現在米国は、オバマ元大統領の下で2015

年に始まった次のゲームチェンジャーとなりうる最先端技術の研究開発で敵の軍事的優位を
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相殺することを目的とした「第三のオフセット」戦略を引き続き展開している。とりわけ、

ITCなどのイノベーションが最も早い民生技術を安全保障に取り込むスピンオンの強化を進

めると同時に、自らもベンチャーファンドやアクセラレータの運営を行っているスタートア

ップを生むイノベーションエコシステムの一部になることを目指した取り組みを行っている。

その後、トランプ政権が打ち出した安全保障戦略では、中国、ロシア、イランを名指しに

し、これらの国が米国の更なる脅威とならないようありとあらゆる手を打つこととした。と

くに中国の台頭は、米国にとって最も警戒するべき対象であり、近年、科学技術力でも目ま

ぐるしい勢いで伸びている中国と先端技術を巡る覇権争いを展開することは避けられないと

してきた。そして、バイデン政権も、前述のオバマ政権の下で始まった「第三のオフセット」

戦略を基本的に継承している。バイデン大統領は、すでに国際協調路線への復帰と気候変動

への取り組みを重要視する姿勢は明らかにしているが、一方で、先端技術を巡る対中戦略は、

「第三のオフセット」をベースにした取り組みを矢継ぎ早に打ち出している。加えて、ここ数

年加速的に広がっている、中国との間に一定の壁を作る経済安全保障戦略は、先端技術とく

に5G／6GやAI、量子、半導体といった次世代の情報通信インフラを中心に大きく進んでい

る。まさにビッグデータの時代に、米国のプラットフォーマーといわれるIT企業に対抗する

中国の IT企業、そして、日本や欧州は独自の立場で生き残りをかける方向を模索している。

米国のデータ戦略とデュアルユース技術の獲得競争は、その後のゲームチェンジャーを制す

る重要なルール形成戦略として、これからも対中政策の中心に位置づけられることが、米中

の覇権争いに決着がつくまでしばらくは続くであろう。

3 中国のデュアルユース技術獲得と軍民融合体制

中国は、建国当初より国家指導者の強いリーダーシップの下、長期的な視点で安定した政

策を展開することで科学技術イノベーションを着実に牽引し、核心的技術の開発に力を入れ

てきた。建国と同時に中国科学院を設立するなど、国家建設を重視し原子力や宇宙分野など

の研究を国家主導で進めてきたのが特徴である。言い換えると、政府主導による資源配分と、

政府、企業、研究所、技術革新支援サービスの連携である。そして、周 生（立命館大学教

授）は、JSTが発行している『チャイナ・イノベーション』（2020）のなかで、以下のように

中国のイノベーションシステムの発展を4段階にわけて分析している。

1. 形成段階（1949―1977）：科学院・研究機関の設立、国家科学技術開発計画の策定→旧

ソ連の影響、国家主導による硬直したシステム

2. 開発段階（1978―1995）：計画主導のイノベーションモデル

3. イノベーションシステムへの移行段階（1995―1998）：中国企業のイノベーション能力の

向上

4. 国家イノベーションシステムの確立段階（1998―）：「知識経済の時代」を意識した国家

イノベーションシステムの構築（政府・企業・大学によるトリプルヘリックス）

これからもわかるように、中国が科学技術強国への道を本格的に歩み出したのは、1978年

以降である。 小平が登場し、「科学技術は第一の生産力である」というスローガンの下、
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1978年に進めた国防・農業・工業・科学技術の現代化は、今日の中国の科学技術の飛躍をも

たらす起点となった。1986年3月に発表された国家ハイテク研究発展計画（863計画）は、ま

さに経済発展と安全保障の2つの課題に求められるハイテク技術を獲得することを目指した

ものである。その後は、中国のイノベーション能力の向上を加え、「イノベーション型国家」

の建設へと習近平に引き継がれ、今後も世界をリードする科学技術強国になるという「中国

の夢」の実現を目指し、「自主イノベーションの道」を着実に歩んでいる。習近平政権が掲げ

る中国の夢は2つの大きな経済目標を打ち出している。2つの100年目標とは、中国共産党と

中華人民共和国の設立100周年に向けて、建党100周年（2021年）には名目GDP16兆米ドル、

1人当たりGDP約1万2000米ドルを、建国100周年（2049年）には世界第一経済規模である名

目GDP43兆米ドル、1人当たりGDP約3万1000米ドルを目指すというものである。それを実

現するために、「653」シナリオが策定され、経済成長率を2016-20年で6%、2021-30年で5%、

2031-50年で3%にするというソフトランディングを模索している。

中国は40年前の改革開放から一貫して核心的技術の開発に力を入れ、現在では、ロボット

技術やAIなどを融合し宇宙空間を利用した情報通信インフラを広域経済圏「一帯一路」に展

開する方針だ。先日、中国が月の裏側の探査計画を成功させたことは、中国が保有する宇宙

をはじめとする先端技術の急速な発展を裏づけた。そしてまさに中国は、宇宙、海洋、新エ

ネルギー、ロボット、バイオ医療分野などすべての技術分野で世界をリードすることを目指

した「中国製造2025」を掲げ、「中国の夢」を実現する新たな経済成長の原動力にしようと

している。また、第14次五ヵ年計画においても、「6つの新」の発展目標が打ち出され、イノ

ベーション主導型の経済発展戦略の実施がうたわれており、とりわけ持続可能な経済発展を

実現するためにも製造業の技術能力の高度化が引き続き求められている。それには、IoT時

代に合った新たな経済インフラの整備も必要であり、中国のコアコンピテンスを構築する技

術革新のスピードに合ったアジャイルな重点技術分野の開発と人材育成などが求められてい

る。そこで、現在の中国が直面している課題を克服し、キャッチアップ型経済モデルからの

脱却を国家戦略として打ち出しているのが「中国製造2025」である。

「中国製造2025」の戦略目標は、次の3段階で構成されている。まず、これまでの中国の経

済発展を製造業という視点で捉え、自らの製造業の能力を、①1949年から1979年を無から有

へ、②1979年から2010年頃までを小から大へと評価したうえで、③2015年から2045年まで

に弱から強へ発展させる目標を掲げている。それに従い、「中国製造2025」3段階のそれぞれ

の目標を、①2025年までに世界の製造強国の一つになる、②2035年までに世界の製造強国の

中位になる、③建国100周年（2049年）までに世界の製造強国のトップになるとしている。と

くに10の重点分野としては、次世代情報技術、ハイエンドNC工作機械とロボティクス、航

空宇宙関連技術、海洋開発技術や次世代船舶技術、先進的軌道交通インフラ、省エネ・新エ

ネルギー自動車、電力インフラ、新素材、バイオ医薬と医療機器、農業機械となっている。

これらの分野で、中国製造業の高度化モデルを構築することが掲げられている。そして中国

は、「中国標準2035」を打ち出し、国際標準やルール形成で優位に立つところまで目指す。

中国の強み（核心的能力）を生かした「中国製造2025」により、中国が将来世界の製造強
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国のトップに躍り出ることに成功すれば、一帯一路を軸とした巨大な経済圏の中心国として

その影響力は計り知れない。同時に、こうした先端技術はすべて国家の安全保障とも深い関

係を持ついわゆるデュアルユース技術である。今まさに国際問題となっている米中間の経済

摩擦も、こうした核心的技術の獲得競争が背景にある。とりわけ、「一帯一路」がもたらす巨

大な経済圏は、「中国製造2025」の基盤となる膨大なデータを提供し、ビッグデータを活用

するAIや5Gをはじめとする次の核心的技術の獲得競争で中国を優位に立たせることができ

る。見方によれば、中国はすでにAI先進国であり、AIに関する論文数では米国を上回り、AI

の特許出願数において米国に次ぐ第2位でもある。そのうえで、中国はAIを将来の最優先技

術に指定し「2030年までにAIで世界をリードする」という目標を掲げており、アクセスでき

るビッグデータの存在、最も優秀な人材を集め教育する能力などにより、AI分野で米国を追

い越す勢いすら感じられる。また、最近話題にもなっている量子暗号通信衛星「墨子」は、

地上では数十キロ台の伝送が限度とされている量子暗号通信を、宇宙空間を利用することで

数十倍の距離で通信を可能とさせることを目標としており、今後「墨子」による広域量子暗

号ネットワーク実験に注目が集まっている。これについては、衛星分野のみならず、サイバ

ーセキュリティ分野でのインパクトが大きいことから、まさに中国のデュアルユース開発の

代表例ともいえる。このように、AIに量子技術が加わると中国の核心技術を中心とした覇権

構造が見えてくる。

そして、現在中国はこうした覇権争いに生き残りをかけて軍民融合型イノベーションシス

テムの構築を急いでいる。まずは、軍民融合を推進するため国防科学技術工業などがまとめ

た施策を国務院弁公室が政府司令塔として指導実施する体制を確立した。その下で「軍民融

合“十三五”計画」を着実に実行している。そのうえで、硬直していた軍事産業を開放し

「民生から軍事産業へ」（スピンオン）を柔軟に推進できるような俊敏なシステムの構築を目

指している。加えて軍民・大学連携による技術革新システムを強化し、国全体のイノベーシ

ョンシステムとして発展させることを明確にしている。また、こうした仕組みを地域に展開

することで、新たな軍事産業の構築による地域経済の発展も視野に入れている。

中国がこれまで注力してきた大学と研究機関の改革も、こうしたイノベーションシステム

の強化を後押ししている。世界レベルの大学を作り出すための「211工程」や中国科学院の

改革は、中国各地の大学や研究所に設置されている「国家重点実験室」を中心とした数々の

先端科学技術拠点の発展を促進してきた。中国の長年の「科教興国」への取り組みが、今日

のAIをはじめとする先端研究の拠点形成につながっている。

しかし、中国4000年以上にわたる長い歴史から読み取れることは、その時代時代の先端技

術を獲得することと、その他の外交・経済政策が基本的に同じ方向で連携していることが重

要であることがわかる。それは、世界からつねに多くのことを学ぶという姿勢と継承と変革

による制度的進化を着実に実施するということである。 小平時代に始まった改革・開放路

線を基本的に継承していくなかで、習近平政権の「中国の夢」を実現するための科学技術イ

ノベーション戦略とのバランスをどうとっていくのか、これからが正念場である。
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4 米中覇権争いで岐路に立つ日本

日本は、明治以来、先進国から導入した先端技術をリバースエンジニアリングなどで改良

するなど先進国にキャッチアップすることから始まり、その後徐々に独自技術の開発能力を

高め、現在は諸外国と並ぶあるいは一部については凌駕する技術・装備品を持ち輸出も可能

な段階に至った。今後は、中国やインドなどの台頭で激化する開発競争のなかで、日本がフ

ロントランナーの一員に踏みとどまるためには、核心技術を中心としたイノベーションシス

テムの再構築が急務である。

なかでも、各国が獲得にしのぎを削る核心技術を、日本として確保すべき技術としていち

早く特定し、これらの技術群の動向を把握したうえで、日本の技術戦略を俊敏に実行するこ

とができる司令塔が政府内に設けられることが必要である。それには、こうした情報収集・

分析機能を支えるシンクタンクも必要になり、日本版MITREやRANDなどの組織の整備も不

可欠になることが、これまで多くの専門家に指摘されてきた。そうしたなかで、現在は内閣

府に設置されたイノベーション政策強化推進のための有識者会議「安全・安心」を中心に制

度設計が進められている。

先般、防衛装備庁が設置した安全保障技術研究推進制度を巡り、学術界のなかからデュア

ルユース技術を含めた軍事研究の在り方について議論が起きたことは記憶に新しい。とくに、

日本学術会議が防衛省の研究開発費による研究は軍事研究であり、そうした研究は日本の学

術界はかかわるべきではないとした声明を出した。一方で、AI、量子技術、ロボット、無人

機、3Dプリンター、ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）といった核心的技術すべ

てが、新しい産業構造を支える基盤であり、同時に国家の安全保障においても重要な影響を

与える代表的なデュアルユース技術である。今後は、こうした技術を基にした米中の覇権争

いが激化するなかで、日本が国際的な標準やルール形成における主導権をどう握るのか、そ

の場合の国家間や企業間のアライアンスの戦略的な組み方が重要な意義を持つ。

このような国際社会の急速な構造変化により日米同盟の在り方も含め、日本の安全保障政

策をはじめ科学技術政策を新たな視点で迅速に立て直すことが求められている。専門家のな

かには、これを日米関係の更なる深化につながるチャンスだと捉える見方もある。例えば、

日米で上述の核心技術を共同開発し、それを基にした共通のプラットフォームを構築するこ

とで、これまでにない同盟関係を築き上げることになる。そのためには、基盤となる情報イ

ンフラの共有が必要となり、いわゆる「ファイブ・アイズ」に日本が加わる可能性を模索す

ることも考えられる。「ファイブ・アイズ」とは、第2次世界大戦時に英国と米国の間で結ば

れた情報インテリジェンスの共有に向けた取り決めを基にしたオーストラリア、カナダ、ニ

ュージーランド、英国と米国の5ヵ国で形成されているインテリジェンスネットワークであ

る。バイデン大統領が、第三のオフセット戦略を今後も継続し、加えてインド・アジア太平

洋に主軸を戻すという方針であれば、とりわけ日米同盟における日本の役割のより一層の拡

充に対して期待することは容易に想定できる。

「中国製造2025」が最終段階としている中国建国100周年を見据えた長期的かつ大局的な視
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野で、ビッグデータの時代を日本がどうやって生き抜くか、そこには大きなビジョンが必要

である。ビッグデータを基盤にした新たな時代の経済大国・中国の隣国として、これから日

本が核心技術を巡る覇権争いにどのような立ち位置で対処するのか、今まさに岐路に立って

いる。米国のみならず、「ファイブ・アイズ」のメンバー国である英国、カナダ、オーストラ

リア、ニュージーランドとの間でも、これまで以上に緊密な連携がとれるよう科学技術をベ

ースとした外交政策を積極的に展開していくことが求められる。そのうえで、日本がアジア

の一員として、中国をはじめインドなど他のアジアの科学技術大国とどう向かい合っていく

のか、大きな視野で日本が向かうべき方向性を打ち出していくことが急がれる。

■参考文献

周 生（2020）「チャイナ・イノベーションの概要」『チャイナ・イノベーション』国立研究開発法人科

学技術振興機構、第1章、11ページ。
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［要旨］

小論の目的は、中国における「デジタル・レーニン主義」について読み解くことであ

り、その思想的背景について分析した。「社会治理」と「安全観」を中心に議論し、習

近平政権の「社会治理」は最先端のデジタルテクノロジーを活用した「ビッグデータ・

ガバナンス」であると指摘した。続いて、2021年「党の百年奮闘の重要な成果と歴史的

経験に関する中共中央の決議」から、党の「安全観」について検討した。現体制を維持

して「党の安全」が保障されることが、習政権の最優先課題である。

コロナ禍以降、習政権が提唱する「社会治理共同体」のもと「デジタル・レーニン主

義」による「ビッグデータ独裁」が強化されている。習政権の長期化に伴い、今後もこ

の趨勢は継続し、さらに強化されると見られる。「デジタル・レーニン主義」が、中国

のみならず国際社会に及ぼす影響について批判的検討が必要であり、民主主義に対する

真摯な省察も求められている。

1 はじめに

中国における「デジタル・レーニン主義」の現段階について読み解き、今後を展望するこ

とが本稿に与えられた課題である。ドイツの政治学者であり、メルカトル中国研究所の創設

者でもあるセバスチャン・ハイルマンが提起した「デジタル・レーニン主義」（Digital Lenin-

ism、数字列寧主義）は、近年、中国研究の領域で重要なキーワードとなっている（1）。「デジタ

ル・レーニン主義」とは、最先端のデジタルテクノロジーを利用した権威主義的な統治の理

念とシステムを包括した「中国式統治モデル」を象徴する概念である。

「デジタル・レーニン主義」について、矢吹晋（2018）は「習近平のデジタル中国化構想を

的確にとらえたネーミング」と評した上で、習近平の統治について「日本では『習近平独裁』

や『毛沢東個人崇拝の復活』等々否定的に論評されているが、ハイルマンはそこに古典的レ

ーニン主義の復活を見て、それが『21世紀の課題に適合したもの』と解釈して見せた」と端

的に指摘した（2）。中国共産党政権が主導する権威主義的な統治モデルは、毛沢東型とも呼ば

れる。つまり、20世紀の毛沢東型統治と21世紀の世界をリードする最先端のデジタルテクノ

ロジーによる統治を融合しているのが、現在の「中国式統治モデル」なのだ。「デジタル・レ

ーニン主義」についての分析が中国の最新事情を分析する上で重要であることは言うまでも
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ないが、国際社会にもたらしているインパクトの大きさからも注目すべき事象であり、「中国

式統治モデル」が世界に波及する可能性や諸課題についての検討に繋がるだろう。

デジタルテクノロジーの発展は、人類社会に驚異的な利便性とリスクをもたらしている。

インターネットやスマートフォンを例に挙げれば、利便性とリスクが表裏一体であることは

容易に想起される。音声認識、顔認証などの技術は飛躍的な進化を遂げており、ビッグデー

タを活用した社会経済システムが構築され、人工知能（AI）は効率的な社会変革に不可欠だ。

デジタルテクノロジーの利便性や効率性は、本来、人々や社会に利益が還元されるような原

則に基づくことが望ましい。しかしながら、例えば治安維持を目的とする監視カメラが社会

を監視する装置としても利用されるように、ビッグデータの活用は個人や社会に対する安全

管理のみならず、管理強化にもなり得る。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックを経験して、国際社会における

「デジタル・レーニン主義」の傾向はさらに強まっている。例えば、感染予防対策として多く

の国が導入したスマートフォンのアプリを使う接触追跡のシステムが代表的な事例だ。中国

政府は「健康碼」（健康コード）と呼ばれるアプリを導入し、個人の位置情報などから人々の

移動に関するビッグデータを感染対策に活用している。行動記録の徹底的な管理は、感染者

との接触リスクを管理するだけでなく、大規模な都市封鎖などの際に人々の行動制限を目的

として利用される。感染予防対策という安全や安心と引き換えに、健康状態、ワクチン接種

の履歴、位置情報などの個人情報が徹底的に収集され、当局に提供されている。最先端のデ

ジタルテクノロジーは効率的な社会統治を実現する一方で、「ビッグデータ独裁」（3）を容易に

する。そうした「デジタル・レーニン主義」の動態が世界的に最も顕著に見られるのが、現

在の中国社会と言えるだろう。

中国型社会統制システムに関する先行研究は、「法とアーキテクチャによる支配」に着目

した金野純（2018）の論考（4）をはじめ、「幸福な監視国家・中国」と題して問題提起を行った

梶谷懐、高口康太（2019）（5）、中国を含めた新興国の最新事情とコロナ禍によるデジタル化の

加速を指摘した伊藤亜聖（2020）（6）などがある。これらの先行研究を参照した上で、小論で

は中国の「デジタル・レーニン主義」の思想的背景について考察する（7）。最新のデジタルテ

クノロジー、法的根拠、制度設計、システムの論理的構造などの各方面に関心を寄せつつ、

「習近平新時代中国特色社会主義思想」の宣伝工作が強化されている状況を鑑みて、小論では

思想の領域に焦点を絞ることにより、習近平政権が壮大な社会実験として取り組む「デジタ

ル・レーニン主義」の本質について、その一端を解明したい。

2 習近平政権の「社会治理」と「安全観」

（1） 習近平政権の「社会治理」

習近平政権は「社会」についてどのように認識し、如何なる政策を施行しているのだろう

か。ここでは「デジタル・レーニン主義」の思想的背景について考察する前提として、習近

平政権の社会に対する統治の理念と方法について概観する。

中国共産党政権の社会に対する政策は、建国から現在に至るまで「社会改造」、「社会建
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設」、「社会調整」、「社会変革」、「社会体制改革」、「社会管理」などの用語が使用され（8）、各

時代の政治や経済と密接に連動してきた。胡錦濤政権は「社会の建設と管理を強化し、社会

管理体制の刷新を推進する」として「社会管理」を強調した。「民生の保障と改善」などの社

会全般にわたる公共サービスを中心とした概念だったが、急速な社会変化による各種問題が

深刻化したため、社会の安定維持が最優先課題となり、「社会管理」は実質的に「危機管理」

と同義であった。胡錦濤政権の「社会管理」に対して、習近平政権の社会政策を包括するの

は「社会治理」である。中国語の「治理」は「ガバナンス」を意味し、日本語の「管理」、

「統治」、「整備」、「調整」など複数の意味合いを持つ。「社会管理」と「社会治理」はわずか

1文字の違いだが、重要な政策転換であったことを指摘しておきたい（9）。

習近平政権が推進する「社会治理」について、ここでは中国共産党中央党校（国家行政院）

が2020年に刊行した『習近平新時代中国特色社会主義思想基本問題』に基づいて概説する（10）。

習近平政権の発足後、指導部は「社会管理」について「理念」、「実践」、「制度」の各方面で

イノベーションを推進し、「『社会治理』という重要な命題」を提起した。習近平総書記は

「社会治理は科学である」と述べている（11）。その要となるのは「社会治理のプロセスにおける

基本的な関係を正しく処理する」ことで、①維穩と維権の関係、②社会活力と社会秩序の関

係、③法治・徳治・自治の関係、以上3点が指摘されている。「維穩」は「維持穩定（安定維

持）」、「維権」は「維護権利（権利擁護）」という意味だ。人民の権利を保護することが社会の

安定維持に繋がるという基本的な認識が記され、社会活力と社会秩序のバランスを保ち、法

治と徳治に加えて基層レベルでの自治が相互に作用することが期待されている（12）。これらの

文言を見る限り、人民の権利を保障して社会の安定を確保するという「社会治理」の目標は

明確である。

また、「中国の特色ある社会主義における社会治理の根本的な特徴は党の指導である。こ

の点で、我々と西側資本主義の社会治理には本質的な相違がある」（13）という一文についても

指摘しなければならない。さらに注目すべきは、「社会治理を強化して刷新するために、社会

治理の方法を刷新しなければならず、社会治理の社会化、法治化、智能化（スマート化）、専

門化のレベルを引き続き高めなければならない」という方針である（14）。「智能化」と「専門

化」のレベル向上として具体的に挙げられているのが、IoE（Internet of Everything）、ビッグデー

タ、クラウドコンピューティング、AIなどのデジタルテクノロジーの利用と人材の確保であ

る（15）。あらゆるモノがインターネットに繋がる IoT（Internet of Things）をさらに発展させた

IoEは、ヒト、モノ、サービスなどのあらゆるビッグデータ、つまり、すべてがインターネ

ットに接続される状態を指す。習近平政権の「社会治理」は、最先端のデジタルテクノロジ

ーを活用した IoEであり、換言すれば「ビッグデータ・ガバナンス」であると言えよう。

（2） 習近平政権の「安全観」

前項では、習近平政権の社会に対する統治の理念と方法について概観した。ここでは、習

近平政権が「ビッグデータ・ガバナンス」を施行する上で、「安全」に対して如何なる認識を

有しているのか確認したい。

注目するのは、「中央国家安全委員会」の設立（2013年）、「総体国家安全観」の確立（2014

中国「デジタル・レーニン主義」の思想的背景―「社会治理」と「安全観」を中心に

国際問題 No. 705（2022年2月）● 54



年）、「中華人民共和国国家安全法」の制定（2015年）という習近平政権第1期の一連の動きで

ある。習近平政権の発足後、2013年11月に開催された第18期中央委員会第3回全体会議（第

18期3中全会）において、「改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する中共中央の

決定」が採択された。当時、「中央全面深化改革領導小組」と共に創設されたのが「中央国家

安全委員会」である。同委員会の設立目的として、第18期三中全会のコミュニケで以下のよ

うに記されている（16）。

社会治理を刷新するためには、最も幅広い人民の根本利益を保護することに着眼し、調和的

な要素を最大限増加させ、社会発展の活力を高め、社会治理のレベルを引き上げ、安全な中国

の建設を全面的に推進し、国家の安全を維持し、人民の就業と生活の安心、社会の安定と秩序

を確保しなければならない。

中央国家安全委員会の職責は、国家の安全を確保するという伝統的な安全保障だけでなく、

社会の全方位に及び公共の安全に関わる非伝統的安全保障も含め、包括的に扱うことを目的

としていた。2014年4月15日に開催された中央国家安全委員会第1回会議で、習近平総書記

は「発展は安全の基礎であり、安全は発展の条件である」と述べ、「総体国家安全観」を提唱

した。「中国の特色ある国家安全の道」を歩むための新たな方針として、特に、伝統的安全保

障と非伝統的安全保障を総合的に定義したことが注目された。具体的には、①政治、②国土、

③軍事、④経済、⑤文化、⑥社会、⑦科学技術、⑧情報、⑨生態系、⑩資源、⑪核という11

項目について言及し、これらを一体化する国家安全システムの構築が提唱された（17）。

習近平政権の「総体国家安全観」を法的に整備したのが、2015年7月1日、全国人民代表

大会常務委員会第15回会議において可決された「中華人民共和国国家安全法」である（18）。国

家の安全に関する法律は、1993年に制定された旧「国家安全法」があったが、2015年版は

「主席令第二十九号」として公布され、同日より施行された。角崎信也（2015）は、新「国家

安全法」の特徴について、その適用領域の「広域性」と「集権性」の2点を指摘している（19）。

以上、習近平政権第1期における一連の動きを概観すると、党内部での制度化、「中央国家

安全委員会」による「総体国家安全観」の構築、新「国家安全法」の整備という段階的な取

り組みがわずか数年間で推進され、制度、理念、法律の面から総合的に確立されたことが指

摘できる。

3 2021年「歴史決議」に見る「安全観」

（1） 社会の安全

次に検討するのは、2021年11月に開催された第19期中央委員会第6回全体会議（第19期6

中全会）の重要文書である。中国共産党設立100周年の節目に開催された同会議では、「党の

百年奮闘の重要な成果と歴史的経験に関する中共中央の決議」（いわゆる「歴史決議」）が採択

された。「歴史決議」は、習近平政権が党100年の歴史を総括した上で「習近平新時代」をど

のように位置づけ、今後の中国についてどのような未来を展望しているのか、それらが包括

的に示された最新かつ最重要の公式文書である。小論の研究課題である「安全」については
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如何なる認識なのか、「歴史決議」の「安全」に関わる部分を見てみよう（20）。

「歴史決議」第8項で「社会建設について」の記述がある。党中央は、「人民の素晴らしい

生活への憧れこそ、われわれの奮闘目標である」、「民衆が幸せな生活を送れるようにするこ

とは、われわれの全活動の立脚地であり、目的地である」と強調し、民生の保障と改善を強

化する社会建設の中で「育児・教育・所得・医療・養老・住居・救済」に重点を置くと主張

した。

「社会治理」の強化と刷新については、「人民の獲得感・幸福感・安心感がいっそう満たさ

れ、いっそう保障され、いっそう持続するようにしなければならない」と記述されている。

新華社の日本語公式訳では「安心感」と翻訳されているが、中国語の原文は「安全感」であ

る。人民が「安全感」を得ることが重要なのだが、中国共産党がそれを保障することによっ

て習近平政権の「安全」が確保されると読み替えることができる。つまり、「民生の保障と改

善」という各種社会問題にしかるべき対応して社会の安全が確保されなければ、中国共産党

による統治の正統性が危ぶまれることになりかねないという習近平政権が抱く危機感の裏返

しとも言えよう。「歴史決議」では、「新時代におけるわが国の主な社会矛盾は人民の日増し

に増大する素晴らしい生活への需要と発展の不均衡・不十分との矛盾である」、「この主要な

矛盾を解決するのがわれわれの中心的任務である」と繰り返し明記されている。

（2） 国家の安全

「歴史決議」第11項には、「国家の安全について」の記述がある。「国家の安全と社会の安

定を守ること」が「党と国家の基本的な活動の一つ」と定められ、国家安全情勢については

以下のとおり極めて厳しい見解が示されている（21）。

新時代に入り、わが国が直面する国家の安全保障情勢はいっそう厳しくなり、外部からかつ

てみない圧力がかかり、伝統的安全保障上の脅威と非伝統的安全保障上の脅威が入り交じり、

いわゆる「ブラックスワン」事件、「灰色のサイ」事件がしばしば起こっている。

予測が困難なことを意味する「ブラックスワン」や甚大な影響をもたらす事象の例として

使用される「灰色のサイ」などの表現からも、習近平政権が抱える危機感を垣間見ることが

できる。党中央は「国家と人民の安泰が人民大衆の最も基本的・普遍的な願いである」と強

調し、各方面における「安全」について以下のように概括した（22）。

国家の利益を第一に考え、人民の安全を旨とし、政治面の安全を根本とし、経済面の安全を

基本とし、軍事・科学技術・文化・社会面の安全を保障し、国際的安全保障の促進を拠り所と

して、発展と安全保障、開放と安全保障、伝統的安全保障と非伝統的安全保障、自国の安全保

障と共通の安全保障、国家安全の維持と構築を総合的に勘案しなければならない。

「国家の安全に万全を期すことは最重要課題である」という基本方針は、「総体国家安全観」

として包括される。2014年に提起された当時、「総体国家安全観」で示されたのは11項目で

あったが、今回の「歴史決議」では、①政治、②軍事、③国土、④経済、⑤文化、⑥社会、

⑦科学技術、⑧サイバー、⑨生態系、⑩資源、⑪核、⑫在外権益、⑬宇宙、⑭深海、⑮極

地、⑯バイオなど、さらに多様な分野に及ぶ「総体的国家安全観」として提起された。2014
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年当時は、①政治、②国土、③軍事、④経済の順序だったが、今回は、①政治、②軍事、③

国土、④経済という具合に、優先順位が一部入れ替わっている点も興味深い。また、12項目

以降に追加された宇宙、深海、極地、バイオから、習近平政権が国家の安全が及ぶ領域を拡

大させていることが分かる。

さらに、「わが国の現代化プロセスに影響を与えうる重大なリスクの防止・解消に力点を

おき」、党が断固として擁護するのは「国家政権の安全、制度の安全、イデオロギーの安全」

であると強調している。つまり、現体制の維持とイデオロギーの堅持こそが「国家の安全と

社会の安定」に直結するという認識である。

「国家の安全について」の最終段落では、第18回党大会以来、つまり習近平時代になって

から「国家の安全は全面的に強化され、政治・経済・イデオロギーおよび自然界などの面に

おけるリスクや試練に耐え抜いて、党と国家の繁栄・発展と長期的安定を力強く保証した」

と総括している。ここで言う「リスクや試練」とは、文言のとおり「政治・経済・イデオロ

ギーおよび自然界などの面」に存在するが、習近平政権の認識が顕著に表れているのは、「国

家の安全を効果的に守った」と総括した以下の部分だろう（23）。

国家の安全に関する宣伝・教育と全人民国防教育を強化し、国家安全人民防衛線をうち固め、

辺境地域の振興・富裕化と安定化を推進し、敵対勢力による浸透・破壊・転覆・分裂活動を厳

重に防止し、厳しく取り締まり、外部からの極端な抑止や攻撃を跳ね返し、香港、台湾、新疆、

チベットおよび海洋などにかかわる闘争を展開し、海洋強国の建設を加速し、国家の安全を効

果的に守った。

香港と台湾について言えば、「歴史決議」第12項で「『一国二制度』の堅持と祖国統一の推進

について」の項目があり、2020年に制定された「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維

持法」、同法に基づいて香港で設立された駐香港特別行政区国家安全維持公署、国家安全維持

委員会についても詳細な記述がある。また、台湾については以下のように強調されている（24）。

台湾問題を解決して祖国の完全統一を実現することは、党の揺るぐことなく完遂すべき歴史

的任務であり、すべての中華民族の共通の願いであり、中華民族の偉大な復興を実現する上で

の必然的要請である。党は、時代の変化に伴う両岸関係を的確にとらえて、国家の統一に関す

る理論や台湾にかかわる方針・政策を充実・発展させ、両岸関係が正しい方向へと進むよう推

進した。習近平同志は台湾関連の業務について、一連の重要な理念と政策・主張をうち出し、

党が新時代において台湾問題を解決するためのマスタープランを形成した。

（中略）

2016年以降、台湾当局の「台湾独立」をもくろむ分裂活動は激しさを増し、両岸関係の平和

的発展情勢に大きな打撃を与えた。われわれは「一つの中国」の原則と「92年コンセンサス」

を堅持し、「台湾独立」をもくろむ分裂の行動に断固として反対し、外部勢力からの干渉に断固

として反対し、両岸関係の主導権と主動権をしっかりと握った。祖国の完全統一の「時」と

「勢」はすべてわれわれが握っている。

習近平政権の台湾問題に対する基本方針は、中国共産党100周年という節目の「歴史決議」

で強調されたことによって、その強硬姿勢を決定的に印象づけるものとなった。

中国「デジタル・レーニン主義」の思想的背景―「社会治理」と「安全観」を中心に

国際問題 No. 705（2022年2月）● 57



香港と台湾に関する基本方針と具体的な政策は、上記のように第12項「『一国二制度』の

堅持と祖国統一の推進について」の部分で述べられているが、第11項で指摘されているよう

に「国家の安全」を脅かす「重大なリスク」として認識されている。

香港や台湾の問題が象徴しているように、また、新疆ウイグル自治区やチベット自治区に

おける諸問題が人権擁護の観点から国際的な批判を招いている中で、習近平政権は「国家の

安全」を脅かす事象を「重大なリスク」と捉えている。

前述したように、「国家政権の安全、制度の安全、イデオロギーの安全」は「国家の安全

と社会の安定」に直結している。習近平政権は、現体制の維持とイデオロギーの堅持こそが

「国家の安全と社会の安定」を確保すると強調しているが、「国家と社会」というよりも、む

しろ「党と国家」、ひいては「党の安全」が保障されることが習近平政権の最優先課題である

と言えよう。

（3） コロナ時代の安全

新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経験して、中国における「デジタル・レーニ

ン主義」の傾向はさらに強まっている。コロナ禍と「安全」について、「歴史決議」ではどの

ように記述されたのだろうか。

「社会の安全」に関しては、「歴史決議」第8項から「民生の保障と改善を強化する社会建

設」について前述した。第8項の冒頭、「時代の発展と社会の進歩に伴い、人民の素晴らしい

生活への憧れはより強まり、民主・法治・公平・正義・安全・環境などの面での要求は日増

しに増大している」という記述を見ると、人民が求める「素晴らしい生活」の要件として

「安全」が明記されている。では、パンデミックを経験して、習近平政権は「安全」をどのよ

うに再定義したのだろうか。ここではコロナ禍を視野に入れて、第8項の「社会建設」につ

いて再検討しよう（25）。

新型コロナウイルス感染症に直面し、党中央は「人民至上、生命至上」の原則を掲げて

「感染症と闘う人民戦争・総力戦・阻止戦」を繰り広げたと総括されている。「挙国体制、空

前の規模で行われた救命活動」の中で展開されたのが、デジタルテクノロジーによる感染予

防対策であった。「歴史決議」では、「感染症対策と経済・社会発展の両立を堅持し、人民の

生命の安全と体の健康を最大限に守り、世界に先駆けて感染症を抑え、操業・生産を再開し、

経済・社会の発展を回復し、感染症対策が大きな戦略的成果を収め、偉大な感染症対策精神

を築き上げた」と習近平政権のコロナ対策を全面的に評価している。その是非についてはひ

とまずおくとして、ここでは「人民の生命の安全」に注目したい。約3万6000文字の「歴史

決議」の中で、「人民の生命の安全」について言及されているのは新型コロナウイルス感染症

に関する部分のみである。

コロナ禍以後の「安全」について、「歴史決議」で提起された2つのキーワードに注目しよ

う。ひとつ目は「平安中国」である。「党は、国家の長期的安定、人民の安心ある暮らしを実

現すべく、よりハイレベルの『平安中国』を建設し……」と記されている。中国語の「平安」

は日本語とほぼ同義で、「平安」、「安全」、「平穏無事」を意味する。「平安中国」とは、「安全

な中国」のキャッチコピーと言えるだろう。
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2つ目のキーワードは「社会治理共同体」である。「共同建設・共同統治・共同享受を旨と

する社会統治制度を整備し、誰もが責任を持ち、誰もが責務を果たし、誰もが利益を享受す

る社会治理共同体を築いた」と総括されている。習近平総書記が提唱した「共同体」の概念

で、最も広範囲に使用されているのは「人類運命共同体」である（26）。「歴史決議」では、「人

類運命共同体」のほか、党の民族政策に関する記述で「中華民族共同体意識」という表現が

ある。近年、外交政策において特定地域との関係を強調する際に「共同体」が使われる場合

もあるが、「歴史決議」で言及されたのは、「人類運命共同体」、「中華民族共同体」、「社会治

理共同体」であった。

人類が感染症のパンデミックに直面し、習近平総書記の「人類運命共同体」が国際社会に

おいても妥当性を確保しつつある中で、中国国内では最先端のデジタルテクノロジーによる

「ビッグデータ・ガバナンス」が徹底されている。感染予防対策を目的として個人情報の収集

や強制的な都市封鎖が行われている中国では、「社会治理共同体」の構築というスローガンの

もと、「デジタル・レーニン主義」による「ビッグデータ独裁」が急速な勢いで強化されてい

るのだ。

4 おわりに

小論は、中国における「デジタル・レーニン主義」の現段階について読み解くことを研究

課題とし、その思想的背景についての考察を試みた。以下、議論の要点を整理した上で、今

後の展望について述べたい。

議論の中心として扱ったのは、「社会治理」と「安全観」である。習近平政権の社会に対

する統治の理念と方法を包括する「社会治理」は、最先端のデジタルテクノロジーを活用し

たIoEであり、換言すれば「ビッグデータ・ガバナンス」である。習近平政権は、「総体国家

安全観」を構築し、「中央国家安全委員会」の設立と新「国家安全法」の整備によって党主導

の「安全観」を確立させた。

続いて、2021年11月に発表された「党の百年奮闘の重要な成果と歴史的経験に関する中共

中央の決議」（いわゆる「歴史決議」）について、「社会の安全」、「国家の安全」、「コロナ時代

の安全」に関する記述を分析した。党の「安全観」を読み解くことで明らかになったのは、

中国共産党による統治の正統性に対する習近平政権の危機感である。「歴史決議」では、現体

制の維持とイデオロギーの堅持こそが「国家の安全と社会の安定」を確保すると強調してい

るが、「国家と社会」よりも、むしろ「党と国家」、ひいては「党の安全」が保障されること

が習近平政権の最優先課題であると言えよう。新型コロナウイルス感染症のパンデミックを

経験し、習近平政権が提唱する「社会治理共同体」の構築というスローガンのもと、「デジタ

ル・レーニン主義」による「ビッグデータ独裁」が急速な勢いで強化されている。

2021年11月、習近平総書記の重要講話や原稿50編を収録した『論堅持人民当家作主』（人

民主体の堅持を論ず）が刊行された（27）。「当家作主」は「主人公になる」という意味で、「人民

当家作主」は「人民主体」と翻訳される。果たして、習近平政権が掲げる「安全」は「人民

主体の安全」か、あるいは「党主体の安全」なのか。「人民の素晴らしい生活への憧れこそ、
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われわれの奮闘目標である」という中国共産党の「社会治理」は、国民からどのように評価

されているのだろうか。党と社会の関係、中国社会の構造変容については引き続きの研究課

題としたい。

今後の展望としては、2022年に開催が予定されている中国共産党第20回全国代表大会で習

近平政権の長期化が確実なものとなり、「デジタル・レーニン主義」による「ビッグデータ独

裁」の趨勢は今後も継続し、さらに強化されると見られる。中国の「デジタル・レーニン主

義」が中国国内のみならず国際社会に及ぼす影響についてさらなる批判的検討が必要であり、

何よりも民主主義に対する真摯な省察が求められていると言えよう。

（ 1） Sebastian Heilmann, “Leninism Upgraded: Xi Jinping’s Authoritarian Innovations,” China Economic Quarterly,

Vol. 20, No. 4, Gavekal Dragonomics, 2016, pp. 15–22. セバスチャン・ハイルマンによる「デジタル・レー

ニン主義」の概念を紹介する論考として、以下を参照されたい。大屋雄裕「個人信用スコアの社会

的意義」総務省『情報通信政策研究』第2巻第2号、2019年。

（ 2） 矢吹晋『中国の夢―電脳社会主義の可能性』花伝社、2018年、50―51ページ。

（ 3） 矢吹晋は、ハイルマンを紹介したアンドリュー・ブラウン（WSJ中国担当コラムニスト）の記事

を引用し、「いわゆる『習近平独裁』の本質とは、『ビッグデータ独裁』にほかならないと核心を衝

いたものだ」と指摘した。前掲、『中国の夢―電脳社会主義の可能性』51ページ。

（ 4） 金野純「中国型社会統制システムの進化と影響―法とアーキテクチャによる支配を中心に」公

益財団法人日本国際問題研究所『国際問題』No. 673、2018年7・8月。

（ 5） 梶谷懐・高口康太『幸福な監視国家・中国』NHK出版新書、2019年。

（ 6） 伊藤亜聖『デジタル化する新興国―先進国を超えるか、監視社会の到来か』中公新書、2020年。

（ 7） 習近平政権の思想宣伝工作については、以下を参照されたい。及川淳子「『習近平時代』の思想宣

伝工作―学校教育と家庭教育における最新動向」一般財団法人霞山会『東亜』No. 655（連載

“習近平の中国”：ヤヌス像のアナトミー4）、2022年1月。

（ 8） 李文主編『中華人民共和国社会史（1949―2019）第二版』当代中国出版社、2019年。

（ 9） 及川淳子「習近平政権下の社会変動―『維穩体制』をめぐる諸問題」公益財団法人日本国際問

題研究所『国際問題』No. 631、2014年5月。

（10） 中共中央党校（国家行政学院）『習近平新時代中国特色社会主義思想基本問題』人民出版社・中共

中央党校出版社、2020年。

（11） 同上、295ページ。

（12） 同上、295―296ページ。

（13） 同上、296ページ。

（14） 同上、298ページ。

（15） 同上、299ページ。

（16）「中共中央 于全面深化改革若干重大 的决定」2013年11月15日（http://www.gov.cn/jrzg/2013-

11/15/content_2528179.htm）（2021年12月1日、最終閲覧）。

（17） 前掲、及川淳子「習近平政権下の社会変動―『維穩体制』をめぐる諸問題」、35ページ。「総体

国家安全観」の提唱に至る習近平政権の国内・国際情勢認識については、以下の論考を参照された

い。角崎信也「『総体国家安全観』の位相」公益財団法人日本国際問題研究所『China Report』Vol.

2、2015年11月27日（https://www2.jiia.or.jp/RESR/column_page.php?id=253）（2021年12月1日、最終閲

覧）。なお、習近平総書記の「総体国家安全観」をめぐる重要講話や報告などは、以下の資料にまと

められている。中共中央党史和文献研究院編『習近平関與総体国家安全観論述摘編』中央文献出版
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社、2018年。

（18）「中 人民共和国国家安全法（主席令第二十九号）」中央政府 网站、2015年7月1日（http://

www.gov.cn/zhengce/2015-07/01/content_2893902.htm）（2021年12月1日、最終閲覧）。

（19） 角崎信也「中国『国家安全法』の要点」公益財団法人日本国際問題研究所『China Report』Vol.

1、2015年11月27日（https://www2.jiia.or.jp/RESR/column_page_pr.php?id=252）（2021年12月1日、最

終閲覧）。

（20）「（受権発布）中共中央関與党的百年奮闘重大成就和歴史経験的決議」新華網、2021年11月16日

（http://www.news.cn/politics/2021-11/16/c_1128069706.htm）（2021年12月1日、最終閲覧）。「歴史決議」

の引用はこれによる。なお、引用箇所の日本語訳は以下を参照し、訳出した。「党の百年奮闘の重要

な成果と歴史的経験に関する中共中央の決議」新華社日本語版、2021年11月16日（http://jp.news.cn/

2021-11/16/c_1310314591.htm）（2021年12月1日、最終閲覧）。

（21） 同上。

（22） 同上。ここでは、「安全」について適宜「安全保障」と訳出した。

（23） 同上。

（24） 同上。

（25） 同上。

（26）「人類運命共同体」については、以下を参照されたい。及川淳子「中国と国際平和―習近平の

『人類運命共同体』構想」神奈川大学評論編集専門委員会『神奈川大学評論』（90）（創刊九〇号記念

号；特集 平和論：国際社会と日本の未来）、2018年。

（27） 習近平『論堅持人民当家作主』中央文献出版社、2021年。
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Essay: The Chinese Communist Party’s Historical Resolution at its Centenary

Yoshihiro Ishikawa（Professor, Institute for Research in Humanities, Kyoto University）

The resolution on the history of the Communist Party of China adopted on the occasion of the 100-

year anniversary of the Party’s founding was issued with a strong awareness of the historical resolu-

tions that had been formulated under the leadership of Mao Zedong and Deng Xiaoping,

respectively. Having twice become the subject of resolutions, history has been “politically caged”

under the Party’s exclusive control. The option not to issue a resolution on history to correct the dis-

torted relationship between politics（the Party）and history was available. However, in anticipation

of an extraordinary extension of his term, General Secretary Xi Jinping issued a resolution in which

his achievements were written large. Through the adoption of this new historical resoution, history

will continue to be tied to the Party’s yoke, but this does not guarantee that the achievements of the

Xi administration will long be remembered. Using the resolution to record history could pave the

way for another historical resolution in future to deny Xi’s achievements. To issue a resolution on

history for one’s own sake means that one must be prepared for the revenge of history that may

come.

1  Xi Jinping Aims to Become the ‘Godfather of the Chinese Nation’:
Political Developments Based on Changes in Priority Policies and Leadership Style

Takashi Suzuki（Associate Professor, Faculty of Foreign Studies, Aichi Prefectural University）

This article examines the nature and future direction of the “stability” of the Xi Jinping regime from

the following aspects:（1）changes in Xi Jinping's power within the ruling system; and（2）changes

in the relationship between the ruling system and society as seen in the important policies promoted

by the leadership.

With respect to（1）, Xi Jinping's unchallenged power and authority have already been estab-

lished. From a short- to medium-term perspective, there are no political opponents or factions capa-

ble of overturning Xi Jinping's status as supreme leader. Regarding（2）, however, there are two

risks that could destabilize Xi Jinping's personal power and the rule of the Chinese Communist

Party: Xi's political orientation and leadership style, and the growing nationalistic mentality of the

Chinese people.

Moreover, the political iconography that has been emerging when assembling pieces like a jigsaw

puzzle is the image of Xi Jinping as the “godfather” of the Chinese people who, by maintaining a

long-term government, is striving for a fairer distribution of wealth among his “children” of the next

generation, at times nipping the rebellious bud of democratization and at other times spurring on a

spirit of competition through school education and home discipline training to achieve the “Great

Rejuvenation of the Chinese Nation”.

2  The Xi Jinping Administration’s Growth Strategy:
Are “Domestic Circulation” and “Common Prosperity” Compatible?

Kai Kajitani（Professor, Graduate School of Economics, Kobe University）
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This paper regards the “domestic circulation” that the Chinese government has been trying to

advance to be continuation of its earlier “supply-side reforms” that encourage the mobilization of

production elements and aim for growth patterns different from those under extensive growth, and

positions China’s innovation-driven industrial policy as a growth strategy to support this. On the

other hand, concerns in promoting China’s “domestic circulation” include the corporate sector’s

debt problems caused by excessive monetary easing in the process of recovering from the COVID-

19 pandemic, growing financial insecurity among real estate companies, and the tightening of

restrictions on platform companies in the name of “common prosperity,” an idea brought up in the

summer of 2021. Still, Beijing will almost certainly focus on improving supply-side efficiency as its

growth strategy going forward. Under the slogan of “common prosperity,” the Communist Party is

trying to allay the resentment of the working class by hitting certain “celebrities” without improving

the fundamental causes of economic disparities.

3  The Present State of the Belt and Road Initiative

Shino Watanabe（Professor, Faculty of Global Studies, Sophia University）

China’s Belt and Road Initiative（BRI）, proposed by Chinese President Xi Jinping in the fall of

2013, was originally conceived as a gigantic economic zone that would construct a Silk Road

Economic Belt and a 21st Century Maritime Silk Road. However, the plan was not clearly defined at

the outset as a national strategy. Over the past eight years, the BRI’s layout has been completed and

its details fleshed out as it has been flexibly adapted to the environment surrounding China and to

China’s diplomatic challenges. The COVID-19 pandemic has been forcing further changes to the

BRI since the end of 2019. This article analyzes the discourse of Chinese leaders and official docu-

ments to clarify the history of the BRI. It will then demonstrate that the implementation of the BRI

has been unfolding in the direction in which China tries to realize the “democratization of interna-

tional relations” vis-a-vis its BRI partner countries as a way for reforming the global governance

system, and that the focus in the future will be on constructing a Health Silk Road, a Green Silk

Road, a Digital Silk Road, and Roads on Poverty Reduction.

4 China as a Hegemonic Power over Advanced Technology

Atsushi Sunami（President, Sasakawa Peace Foundation / Director of the SciREX center and the

Executive Advisor to the President and adjunct professor at the National Graduate Institute for

Policy Studies）

The Biden administration in the United States has launched a series of economic security policies

that include reorganizing the semiconductor supply chain. In particular, the US Innovation and

Competition Act was designed to enable the US to compete with China for supremacy over

advanced technologies. The United States has expressed a clear sense of crisis over China’s

expanded presence in the international community as a “great power” that has enhanced its national

power at a faster pace than expected. What has made China’s rise a reality is the remarkable

improvement in China’s ability to innovate in science and technology.

Since the founding of the PRC, China has been steadily driving science and technology innova-

tion and focusing on the development of core technologies by implementing stable policies from a

long-term perspective under the strong leadership of national leaders. The country is currently aim-

ing to realize President Xi Jinping’s “Chinese Dream” of building a “independent innovative coun-

try” and becoming the world’s leading science and technology powerhouse. “Made in China 2025,”

which aims to make China the world’s top manufacturing power by the PRC’s centennial anniver-

sary in 2049, will be a driving force for new economic growth to realize the Chinese Dream. China

is scrambling to build a civil-military fusion innovation system to survive the battle for supremacy
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with the United States in the areas of AI and quantum technology as well.

As a neighbor to China, a major economic power in a new big data-based era, Japan is now at a

crossroads in determining what position it will assume in addressing the competition for hegemony

over core technologies.

5  The Ideological Background of China’s “Digital Leninism”:
Focusing on “Social Governance” and “Security Perspectives”

Junko Oikawa（Associate Professor, Chuo University）

This essay seeks to decipher China’s “digital Leninism” and analyze its ideological background.

While mainly discussing “social governance” and “security perspectives,” it points out that the Xi

Jinping administration’s social governance is big data governance that utilizes cutting-edge digital

technology. It will then examine the “security perspectives” based on “Resolution of the CPC

Central Committee on the Major Achievements and Historical Experience of the Party over the Past

Century” in 2021. The top priority of Xi’s administration is to maintain the current system and

ensure the Party’s security.

The big data dictatorship based on digital Leninism has been strengthened under the “social gov-

ernance community” advocated by the Xi administration since the COVID-19 pandemic began. This

trend is expected to continue and gain further momentum in future with the prolongation of the Xi

regime. The impact of “digital Leninism” on not only China but also the international community

needs to be critically examined, and serious reflection on democracy is also required.
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