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シンポジウムの開催にあたって 

中国が経済改革・対外開放政策を決定した1978年12月から丁度40年。その過程において中国は

急速な経済発展を遂げ、世界第2位の大国になった。中国モデル、北京コンセンサスなどの表現で

その発展経験が世界の注目を集めた一方、東シナ海・南シナ海への軍事進出、一帯一路、アジア

インフラ投資銀行(AIIB)、中国製造2025などでアジア諸国へのインパクトを強めている。また、進

行中の米中経済摩擦もアジアに影響を与えている。

早稲田大学先端社会科学研究所と社会科学学会による本シンポジウムでは、同研究所研究員と学

会会員を登壇者に招いて、その第１部において、それらの問題をどう捉えるかを学際的に論じる。

第２部では、アジアをテーマにさまざまな専門の立場から、社会科学の諸問題・諸課題を論じる。 

1997年
香港返還

2008年
北京コンセンサス

（権威主義的市場経済主義モデル）

2014年
「一帯一路」を提唱

2016年
アジアインフラ投資銀行
（AIIB）操業開始

2017年1月
米トランプ大統領就任

米中摩擦

1978年12月
鄧小平、改革・開放を決定
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一、変化する「大国」のイメージと研究対象としての「中国」
中国の「台頭」、中国の「大国化」、そして、中国の「超大国化」。中

国をイメージする概念は、21世紀に入ってから短期間で塗り替えられて
いる。中国自身は、「現代的な社会主義強国」という概念を用いて、国
の目標としている。しかし、「強国」を目指す中国に投げかけられた世
界の眼差しは、複雑である。第二位の経済大国に成長した中国は、世
界へのインパクトも大きくなった。また、ソ連や東欧の社会主義国が相
次いで崩壊したあとも、一党独裁の政治体制を維持している中国は、ア
メリカをはじめとする民主主義諸国にとって大きな「問題」として現れた。
さらに、中国は「一帯一路」の構想を推し進め、周辺の国々を中国の未
来構想のなかに組み入れようとしており、その未来構想も巨大なもので
ある。「中国研究」は、このような現状を前提にしなければならない。

中国は経済力や軍事力で世界にインパクトを与えるのではなく、世界
に共有できる文化と価値を貢献することも、求められている。現在の中
国をどのように読み取り、将来の中国をどのように展望していくのか。

二、変化した中国の「将来像」
鄧小平が改革開放を始めた頃の中国は、半世紀の年月をかけて、世

界の先進国と肩を並べる近代的な国になることを目標にしていた。もち
ろんこの目標は、経済や軍事のみならず、政治、社会の近代化も意味す
るものであった。香港返還をめぐる中英交渉のなかで、鄧小平は香港の
政治、経済制度を50年間維持することを世界に約束し、一国二制度の構
想を打ち出した。鄧小平は、50年後の中国の変化を予想し、その時の中
国は香港と同じような民主主義の政治制度を導入している筈だという見通
しをもっていた。いわば、「中国の香港化」が当時の中国の将来構想であ
った。世界の主要国も中国が進む道筋を同様に描いた。日本をはじめ先
進国からの中国への経済協力とエンゲージメント政策は、経済成長後の民
主化と国際社会との価値の共有を見込んで展開されたものであった。

鄧小平は1997年の香港返還を待たずに死去したが、鄧小平が打ち出
した近代化路線と外交政策は、江沢民時代と胡錦濤時代を通じて、中
国を影響し続けた。世界の「カネ」、「モノ」そして「文化」が中国に流
れ込み、中国社会が急速に変貌した。中国は世界との協調の重要性を
認識し、「韜光養晦」の外交姿勢を貫いた。

ところが、21世紀に入ってから、中国は経済大国に成長したが、政治
改革の流れは止まったままである。世界が予想していた「民主化」の未
来像はまだ見えてこない。それどころか、中央政府の政治的な影響力
が香港に拡大し、「香港の中国化」が進んだ。すなわち、中国の将来
像は、「中国の香港化」から、「香港の中国化」に変化し、中国は「中
国モデル」、チャイナスタンダードの普遍化を追求し始めているのである。

三、「習近平時代」の登場
　習近平時代に入ってから、「香港の中国化」が加速している。この

方向性は台湾にも及ぶようになり、台湾の「中国化」も見られるようにな
った。2018年の統一地方選挙に見られた中国への警戒感はそれを示し
ている。

習近平政権は、「中国の夢」を唱えて「中華民族の偉大な復興」を目
指しているが、「中国モデル」（北京コンセンサス）を世界にアピールする

ことは胡錦濤時代からの動きであった。
また、孫文以降の中国政治の指導者たちは、一貫して「強国」の構想

を掲げ、屈辱的な近代史からの脱出を目標としてきた。この「屈辱からの
脱出」は、第2位の経済大国になった2010年ころにほぼ達成され、中国の
内外政策の方向転換もこの頃にみられた。この時代の変わり目に登場した
のが習近平政権（2012年11月総書記に就任）であった。

習近平にとって、政策面の選択肢は複数あったはずだ。従来の韜光養
晦政策を堅持し、「平和崛起」をアピールする道も可能であったが、屈辱
な近代史からの解放を熱望する中国の空気は、もはや慎重派の指導者を望
まない。また、毛沢東時代の影響を強く受けた習近平は、急激に変化した
社会風潮に適した指導者であった。「時代の空気」が習近平を中国のトップ
に押し上げたのである。現代中国を強国と自認する空気は、1980年代以来
の「革命史観の相対化」への反動として理解することができよう。

四、「歴史」と「学際」的視座が求められる「中国研究」
現状の中国をどのように認識し、中国の方向性をどのように展望すべき

だろうか。「中国研究」のあり方が問われている。
近代以降、日本は独自の中国研究（「支那学」「中国学」）構築してきた。

いま、研究対象の急激な変動に対応する中国研究が求められている。
毛里和子の概説に従えば、戦後の中国研究はアメリカの影響もあり、

地域研究の手法を導入して展開され、さらに政治発展論、開発経済学、
民俗学などの方法論が用いられた。毛里は中国の将来像について、「経済
発展を通じて民主化を実現した東アジア・モデル」を提唱しているが、私は、
伝統的価値を主軸とする吸収・融合型モデルで把握した方がよいと思う。
孫文の革命思想、蒋介石の近代国家思想、毛沢東の社会主義思想、鄧小
平の近代化思想などは、中国の伝統的価値に多少の新味を加えながらも、
その価値に吸収、融合されていく運命から逃れることはなかった。今後の
中国は1910年代の「新文化運動」で提起された課題を実現できなければ、
このような運命から解放されることはない。

それでは、その「伝統的価値」とは何か。ここでは差し当たり、「徳治
主義」（定於一尊、権威主義）と「大一統」の二点を挙げることに止めたい。
そして、今後の中国研究は、社会科学部が目指している「現代日本学」と
同じように、人文、社会、自然科学のさまざまな学問を動員して、新しい
形を模索していかなければならない。

劉　傑

「大国化」する中国をどう捉えるのか　  ―日本の「中国研究」を考える―

Jie LIU　　How to Recognize China Becoming a Big Country?
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ASEAN（東南アジア諸国連合）は、1967年に設立され、現在10カ
国が加盟している。2002年に独立した東ティモールも加盟すれば11カ国
になる。ASEANは設立以来、“ASEAN Way”と呼ばれる内政不干渉
原則や、全加盟国一致のコンセンサス方式を導入している。タイを除い
て欧米列強の植民地支配を経験する一方で、民族、宗教、文化などの
エスニシティ、さらには政治体制も多様であることが特徴的である。
ASEANは1997年の「アジア通貨危機」などの様々な危機を乗り越えて
現在に至っている（黒柳他編『ASEANを知るための50章』2015年、明
石書店を参照）。

ASEANは拡大と進化を遂げてきたが、他方で大国からの影響に左
右されてきた。特に多くの加盟国が国境を接する中国の存在は益々高ま
っている。経済・外交権構想「一帯一路」に基づく中国の援助政策は
ASEANの統合を揺るがす一方で、同地域における米中のパワー・トラ
ンジッションの議論を引き起こしている。オバマ政権下ではアジアシフト

（Pivot to Asia）や「リバランシング」政策でアジア回帰を行なった。
トランプ政権の誕生で「アメリカ第一」を掲げるようになったものの、中
国の南シナ海における海洋進出に対抗・牽制する「航行の自由」作戦な
どが実施され、中国の大国化に歯止めをかけている。

このような「米中対峙」下でASEANはどのようなシナリオを抱いてい
るのか。東南アジアを舞台に両国が紛争を起こすようなことはもちろん
回避したい。しかし他方で、両国のコンドミニアム（G２）で同地域を共
同統治されることも望んではいない。両国の適度な緊張関係の中で、安
全保障と経済的繁栄を望んでいるのだ。その意味で、米中のみならず、
日本やインドの役割も期待されている。最近は日米豪中心で「自由で開
かれたインド太平洋戦略（FOIP）」が推進されている。「一帯一路」へ
の対抗軸とも考えられる一方で、ASEAN諸国は両構想の狭間で均衡政
策を模索している。

国際関係論では軍事力や経済力を持って影響力を及ぼすハード・パワ
ーが重視されてきた。また、冷戦後世界ではJ・ナイが指摘したような自
由で開かれた制度、文化や価値で相手を魅了、説得するソフト・パワー
が指摘された。米国では両者をうまく折衷するスマート・パワーを外交
戦略に利用する。しかし、最近中国やロシアのような権威主義国家が、
民主主義の間隙を縫って米国や西欧世界の分断を謀るシャープ・パワー
の存在が指摘される。ハード・パワーとソフト・パワーの中間ともいわれ、
ソーシャル・メディアやニュースサイトを活用した情報工作、サイバー攻

撃を背景にしたメールのハッキングなどの手段で民主主義の脆弱性につけ
こむことで当該国の分断を謀るのだ（C・ウォーカーらの全米民主主義基
金）。他方、両国からは「主権国家民主主義」、要するにロシア型、中国
型の「民主主義」スタイルが存在するという主張になる（J・ウェルシュ『歴
史の逆襲』朝日新聞出版、2017）。

しかしながら、習近平政権の「社会主義現代化強国」政策に裏づけられ
る「一帯一路」構想にも陰りが見えてきた。相手国の政治体制に関与しな
い経済支援（北京コンセンサス）に潜む多大な返済債務の問題が顕在化し
てきた。他方で、リベラル・デモクラシー（グッド・ガバナンス）に基づく経
済支援（ワシントン・コンセンサス）にも多くの問題点が指摘される。そこで、
東洋と西洋の狭間に存在する日本の経験と役割が改めて問われているのだ。

例えば、外務省「ASEAN10カ国における対日世論調査結果」（2017年版）
では、「この50年間、どの国（地域）がASEANの発展に貢献してきたと
思うか」との問いに、トップ3カ国は日本が65％、中国が47％、米国が35
％であった。また、「日本が世界経済の安定と発展にどの程度重要な役割
を果たしたか」では、「非常に」と「やや重要な役割を果たした」の両方
で83％を示している。長年にわたる東南アジアとの友好関係を背景に87
％が、対日関係を評価しているのだ。要するに、大国の周辺に位置する
小国は、大国が争っても困るし、だからといって大国同士が結束しても
困るのだ。それゆえ、ASEANの中心性をいかに構築するのか、これこそ
が「米中対峙」下のASEANの目指す戦略であろう。

山田　満

「米中対峙」時代のASEAN
　Mitsuru YAMADA　　The ASEAN Survival Strategy under Confrontation between US and China

ラオスの首都ビエンチャンに中国の支援で建設された総合競技場施設
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1978年の改革開放後、沿岸部諸都市に設置した経済特区や経済技術
開発区への外資導入で始まった中国の対外経済開放路線は、原材料輸
入で中国企業に生産を委託する「来料加工」の形でスタートした。89年
の天安門事件の後、92年の鄧小平の「南巡講話」を経て中国の社会主
義的市場経済が本格化すると、各種税の減免を通じた外資誘致策が民
営企業の参入を広く認める「国退民進」政策と相まって、対中直接投資
のブームが起きた。多国籍企業の参入は人件費の上昇をもたらし、東部
沿岸部から内陸部への外資の進出を促した。外資選別や現調率引き上
げに伴い産業高度化が進展し、アパレルや軽工業、素材、電気電子、
自動車などの幅広い分野で、世界の工場と言われるまでに至った。

2001年のWTO加盟後、多国籍企業にとって中国は、市場としても魅
力あるものとなった。14億人近い人口を擁する巨大市場に、一人あたり
GDPが急成長すると、販売拠点の整備やマーケティング戦略を立案する
ための中国進出が加速した。また中国での大規模生産と現地販売に、
他国への輸出プラットフォームの役割を擦り合わせるため、中国ビジネス
全体を統括する本社機能を設置する動きも出てきた。そして2010年代に
入ると、現地市場向け製品の開発設計や中国国内の技術動向を探査す
るため、R&D拠点が多数設置されるようになった。

19世紀に資源獲得を目的に始まり、市場獲得、効率性追求、戦略的
資産獲得へと性格を変えながら進化してきた国際経営の歴史が、中国
では、1990年代の低コスト生産から販売市場、R&D拠点と、ほぼ10年
おきに新たな役割が加わり、わずか30年足らずでいっきに圧縮成長を遂
げたことは特筆に値する。しかしながら、中国の対内直接投資の現状は
その経済規模に見合った水準にあるとは言えない。世界のGDPと対内
直接投資に占める中国のシェア推移を見ると、2000年代半ば以降、
GDP比の伸びに対内直接投資比が追いつかず、十分な外国資本を集め
ていないことがわかる（P.07のグラフを参照）。その理由として、①対中
直接投資の多くが合弁や合作方式で、経営戦略を掌握できる独資での
進出が困難、②R&D活動が製品開発や情報収集にとどまり、中国の知
識プールを活用してイノベーションにつなげる基礎・応用研究が少ない、
③優遇策解消や人件費高騰、人材流出、強制的技術移転、環境対応な
ど、事業コストとリスクが急上昇、④市場成長の陰りと地場企業との競
争激化、⑤インドやブラジルなど新たな投資先の魅力の高まり、などを
指摘できる。中国市場に遅れて参入した日系企業が新興国市場特有の
事業環境への対応に手間取り、人材の採用やリテンションで苦戦するな
か、労働争議や不透明な許認可手続き、知財問題、反日運動などのチ
ャイナリスクに直面し、低い収益性と高い退出コストの間で揺れ動く姿と
も重なる。

共産党が打ち出した「走出去」戦略を受け、2000年代半ばから、中
国企業による海外進出が急増している。それもアジア、中南米、アフリ
カなどの途上国での資源獲得やインフラ投資だけでなく、米欧日企業の
買収や資本参加など、先進国向け投資が最近目立つようになった。南南
直接投資の主役は「央企」と呼ばれる、100社ほどの中央政府直轄の
国有企業である。彼らの競争優位の源泉は、そのほとんどがFortune 
Global 500社にリストされることからもわかるように、圧倒的な規模を
背景とした資金力と政治力である。他方、南北直接投資では民営企業
の活躍も目立ち、技術やブランドなどの競争優位を獲得するための投

資が中心である。
しかしながら、中国系多国籍企業の将来は明るいものとは言えない。

央企の場合、公共事業受注や銀行融資の独占、優れた経営者の不在など、
非効率な組織ゆえに国際市場での競争力が欠如している。一帯一路構想
の下、央企が担い手となる各種プロジェクトでは、非合理的な投資先選定
や非効率な運営がしばしば指摘される。民営企業の場合、海外投資リス
ク管理能力の不足や、進出先の国・企業から学習して自社の競争優位へ
と転化させるケイパビリティの欠如が足かせとなっている。また共産党商
務部が最近、海外投資を案件ごとに吟味し、大幅に制限・禁止する方針
を突如打ち出したように、政府介入に伴う投資不確実性にもさらされてい
る。近年のZTEやHuaweiの欧米市場からの締め出しが象徴するように、
国家の対外経済戦略が生み出す軋轢に中国民営企業が翻弄され続ける
という状態が今後も続くであろう。

20世紀末に市場経済化と外資導入で成果を上げた中国は、21世紀に入
ると市場経済を政治体制の維持強化のための道具とみなすようになった。
社会主義市場経済から国家資本主義への移行である。資源・エネルギー、
通信、輸送、金融などの基盤分野での央企の存在の高まりは、かつての
国退民進から「国進民退」への明確な方向転換の表れで、政治権力と結
託した独占企業群を通じて国民経済を統制する傾向が今後も強まると予想
される。無線通信規格や光メディアなどのハイテク分野での国務院主導に
よる中国独自のローカル標準の制定は、多国籍企業にとって制約となるば
かりか、巨大市場に物を言わせてグローバル標準の地位を狙う動きは、市
場競争を通じたデファクト標準形成や国際協調によるデジュリ標準やフォ
ーラム標準制定といった従来の国際標準化プロセスと異質で、国際的な
容認は困難であろう。

製造拠点の地理的分散の一方で、多国籍企業の中枢機能の集積がグロ
ーバルシティを生み出し、中心と周縁の新たな空間的力学が国家間、国内、
さらには都市内において格差と不均衡を拡大させると、サッセンは主張し
た。この傾向は中国の国家資本主義によりますます先鋭化することが予想
される。成長の限界により国内での社会不安が増幅し、それが中国の対
外膨張路線にさらなる拍車をかければ、国家資本主義と自由市場資本主
義との間の相克がますます熾烈化するであろう。いずれにせよ多国籍企業
にとって不確実性の高まりを意味するに違いない。

長谷川　信次

中国といかに向き合うか ―多国籍企業の視点
Shinji HASEGAWA　　How to Face China - From Multinational Firms’Viewpoint
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一国の経済は、貧困・労働過剰を特徴づけられる伝統・農業社会か
ら出発し、資本蓄積・工業化により発展し、中所得レベルに到達してか
ら高所得への成長を目指す。しかし、中所得の水準に達成できたが、
高所得への持続的発展ができず、いわゆる中所得の罠に嵌ってしまう国
が少なくない。2010年代に中所得レベルに達した中国は今後高所得へ
の持続的発展ができるだろうか。 

中所得レベルの幅が広いので、低位と高位に分けて分析すべきである
が、世界の研究は専ら高位中所得の問題に集中している。しかし、実
際に低位中所得の罠に陥った国が少なくないし、低位から高位への発
展の条件を理論的に究明しなければ高位に達した国の特徴も十分にわ
からない。日本などの経験から見て、また理論的に考えても高位中所得
に達成した国は労働過剰な経済から労働不足経済への転換を迎え、資
本蓄積の効果も小さくなったので、労働の質の向上、イノーベーション
を促進するための質の高い制度を整備しなければ高所得への持続的発
展ができない。また、低位中所得の場合、労働過剰がまだ存在し、資
本蓄積の効果がまだ大きく、資本・労働を中心とする投入型成長で高位
中所得への発展ができる。ただ、この段階の持続的発展の条件は労働
市場・資本市場の健全な発展により効率的資源配分を図る必要がある。

さて、1978年末に経済改革・対外開放を開始した中国は遅れた農業
経済で貧困人口が圧倒的であっただけでなく、市場未発達・社会主義
的計画経済であった。しかし、その後、急速に発展し、1997年に低位
中所得、2012年に高位中所得国、それぞれ短期間で達成できた。

中国の発展モデルは上記の発展段階論と一般的発展モデルに共通点
が多いが、独特な特徴も少なくない。例えば、第1に、発展過程は計画
経済から市場経済への移行過程でもあったが、中国は全面的・急速な
市場形成を主張するワシントンコンセンサスではなく、漸進主義的で段
階的・選択的な市場移行諸政策を行い、いわゆる北京コンセンサスの路
線を取った。第2に、その関連で、労働・資本などの要素市場が十分に
発達しなかった。第３に、中国は共産党一党独裁の下での権威主義型
発展志向であった。開発主義の下で資本蓄積のスピードが非常に早かっ
た。第4に、以上の諸特徴で急速な発展ができ、短期間で高位中所得
に達成できたが、非効率的であったし、社会的に多くの歪が生じて
いる。

そのように特徴づけられた中国モデルが持続するだろうか。2015年以降
中国自身も従来の発展路線を修正し、環境・社会との調和の重視、成長
率も10％前後から6％台（新常態）への転換を図るようになった。しかし、
中国モデルの核心的内容（漸進主義・北京コンセンサスによる要素市場の
低発達、一党独裁・権威主義的国家主導型発展）が変わらない。中国は
このような特徴を維持しながら高位中所得から高所得への持続的発展が
できるだろうか。

現在の先進国・高所得国の発展経験をみると、そのようなレベルに到達
した過程に民主的な政治・経済制度が実現された。もし、中国が現在の
政治・経済体制を維持しながら高所得国への持続的発展が実現できるな
ら人類史上最初のケースになる。上述したように、高所得への発展の条件
は科学技術振興による生産性の向上、イノーベーションによる産業競争力
の維持であるが、この点、中国が非常に進んでいる。他方、乏しい社会
資本（人と人、人と組織との信頼、社会安定など）のような負の要因が持
続的発展を妨げるであろう。また、華為（ファーウエイ）事件が示唆して
いるように、国家・政治主導の下でのイノーベーションが限界に直面して
いる。総じて中国モデルが持続できない可能性が高い。ただ、現在の先
進国のような国になるかどうか別として中国の成長が鈍化してもいずれ一人
当たりGDPが高所得の水準に達するだろう。また、大国としてアジアへの
インパクトがますます強まっていくだろう。

トラン・ヴァン・トウ

「大国化」した中国の発展モデルが持続するか
TRAN Van Tho　　Is the Chinese Development Model Sustainable?
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奥迫　元

「アジア発の国際関係論の課題と展望」
Hajime OKUSAKO　　Agendas and Perspectives for Asian International Relations

1．問題の所在と設定
今日のアジアでは、グローバル化を受け、経済面では統合に向けての

進展がみられるものの、政治に関しては依然として分断・対立の根は深く、
経済と政治の位相のギャップが顕在化している。このような状況下、既
に世界総生産に占める名目GDPの総計が30%を超え、今世紀半ばには
過半に達するとの予測もあるアジア国際関係の帰趨は世界全体にも多大
な影響を及ぼすものとなっている。今日、国際関係論においても、グロ
ーバルな視野からなされるアジア発の国際関係論の構築への関心が高ま
っており、そのためのアジア共通の知と実践の土壌形成が急務となって
いる。

それでは、そうした共通の土壌はいかなる視点から、いかに築きうる
のか。グローバル化に伴う「3つの脱領域化（deterritorialization）」の視
点からこの問いをめぐる試論を行う。

2．グローバル化に伴う「3つの脱領域化」
（1）空間の脱領域化：社会空間の再編とトランスナショナルな社会関係

の発展
近年、越境的社会関係の規模・速度・インパクトの著しい増大

の過程で、統合と拡散の同時進展（fragmegration[J. Rosenau]）が
起きている。国民国家もこのプロセスに直面して「帯に短し襷に長
し（too small and too big at the same time）」の様相を呈しつつ
ある。

（2）問題の脱領域化（イシュー間連繋）：問題領域間の相互連関・連動
性の高まり

今日、多様な地球的諸問題の複合性に対する注目が集まってお
り、その中で安全保障概念の拡大・深化も生じている。その結果、
問題・分野ごとの機能的分業の限界が顕在化し、諸問題領域を越境・
架橋する総合・学際的なアプローチが求められている。

（3）セクター間の脱領域化：多様・多層なアクター間の提携・協働の模索・
追求

公共ガバナンスにおける市民社会アクターの役割は一層増大し、
市場アクターの社会的責任の制度化や、自治体間の越境連繋も進

んでいる。さらに、公‐市場‐市民社会間の脱領域的協働への関心
も高まっている。

3．アジア国際関係論の課題と展望：方法論的領域主義（territorialism）
を超えて

（1）空間的脱領域化への視点：アジア地域創成の意義
アジア地域創成には、開かれた地域として、域際的（inter-regional）

文脈からアジアを捉えるマクロな視角が必要である。その一方で、国
民国家から相対的に自立したサブナショナル／ローカル・レベル（海・
河川を媒介とした地域）へのミクロな視座も欠かせない。両者を視野
に入れた、普遍主義的価値を前提とはしない、多様性・差異を包摂
する地域構想は、アジアを超えた一般的な示唆に富むものとなりうる。

（2）問題領域の脱領域化への対応：「壮大なる雑学」から「社会科学総合」
へ?

アジアを地球的諸問題をいち早く経験する地域と捉え、これらの
軽減・解決に向けた学際的アジア研究から得られる知見を世界に積
極的に発信していくことの意義は大きい。その際、とくに東アジアに
関しては、北朝鮮問題、中国の台頭に伴う懸念、領土問題、歴史問
題等の諸懸案に複合的に対処する包括・多角的安全保障政策の追求
が必要である。

（3）セクター間の脱領域化への注目：非国家アクターの役割
近年のアジアでは、GPPAC東北アジアのような市民社会ネットワー

クや、北東アジア地域自治体連合（NEAR）のような自治体間連繋、
また、アジア未来会議（Asia Future Conference）のようなアジア共
通の知の土壌形成が生じている。さらに、「持続可能な都市のための
20%クラブ・ワークショップ」（自治体‐市民間協働）や、「黄海エコ
リージョン支援プロジェクト（YSESP）」（市民‐学界‐企業間連繋）
のようなHybrid Governanceの胎動もみられる。こうした試みは、政
府主導の地域形成の限界を補い、開放的交流の促進を通じた多層的・
越層的地域公共空間の創成に貢献できる可能性をもつ。
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現在のグローバル化が冷戦終結を機に加速したものであることに異論
はあまりなかろう。従来、冷戦構造は「資本主義」対「社会主義」の構
図で捉えられてきた。そして、資本主義陣営が勝利した後、推し進めら
れたのは規制をなくし効率を最優先するグローバル資本主義（市場原理
主義）的政策であった。こうした行き過ぎた資本主義は2008年の世界
金融危機を招いたばかりか、国民の間に所得格差に伴う分断を生じさせ、
分断により不利益を被る層に対するバラマキ政策などのポピュリズムが
跋扈する環境を生み出した。

米国の政治学者、フランシス・フクヤマが1989年に出した論文
『The end of History ?（歴史の終わり）』では、人類にとって最適な社会形
態とは民主主義・資本主義体制であり、それが達成されれば、進歩の
プロセスは終わりを迎えるとした。この論文が発表された数か月後にベ
ルリンの壁が崩壊したことから、フクヤマが指摘する「歴史の終わり」
は社会主義に対する資本主義の勝利という文脈で語られるようになっ
た。だが、米国を中心に進められたグローバル資本主義は上述のような
問題を生み出した。

では、グローバル資本主義の何が間違っていたのか。それを議論す
る中で、最近、「私たちは冷戦の帰結を誤って解釈してしまったのではな
いか」との意見が出されている（北野一「エレファントカーブからみる米
中新冷戦」）。冷戦の帰結は、資本主義が社会主義に勝利したのではなく、
政策的にバランスの取れていた米欧の資本主義陣営がソ連の極端な社
会主義陣営に勝利した。つまり「極端」対「バランス」の構図で整理す
べきだと言うのである。たしかに、社会福祉が充実している北欧諸国の
経済パフォーマンスの良さや、社会主義体制にある中国が飛躍的な経済
発展を遂げたのは市場メカニズムを漸進的に導入したからといったよう
に、極端ではないバランスのとれた政策が実は成功をもたらしていると
の見方は説得力がある。そして、このコンテクストに倣えば、次のような

可能性も指摘できる。現在の中国は、世界金融危機をグローバル資本主
義の敗北と捉えて、その対極にある国家資本主義を強力に推し進めようと
している。習近平国家主席が自らの権力基盤を強化する状況は、冷戦後
にグローバル資本主義による「極端」化で陥った過ちを今度は中国が「国
家資本主義」という形で犯そうとしていることを示唆するものかもしれな
い。

ある一面を強力に推し進める「極端」な政策・思想は政治的な戦略とし
てわかりやすいが、実は危険な選択肢なのである。こうしてみるに、バラ
ンスの取れた政策をいかに構築していくかが重要となる。しかし、「バラン
ス」は国や時代環境によってその解は異なるもので、バランスのとれた政
策を実現すること自体が難しい。この「言うは易く、行うは難し」の政策
について、「足して2で割る」政治的な判断ではなく、その道筋や方法論を
科学的に探究し、提示するアプローチこそが「臨床的」かつ「学際的」研
究と言うのであろう。

苅込　俊二

冷戦後のグローバリズム再考
Shunji KARIKOMI　　Rethinking Globalization after the Cold War
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黒川　哲志

中国の環境保全制度の発展と課題
Satoshi KUROKAWA　　A Quick Glance at Chinese Environmental Law Development

中国では、25年ぶりに改正された新しい環境保護法が2015年から施
行され、環境法の新しい時代を迎えました。この法律は、PM2.5問題
に象徴される環境問題の深刻化と、公害に対する住民意識の高まりの
中で改正されました。新しい環境保護法は、環境保護が基本国策であ
ることを宣言し、環境法律の執行が現場で厳格になされないという状況
を改めることに重点を置くとともに、環境・公害行政の透明化を進めよ
うとするものです。

かつては、地方政府では経済発展が最重要課題であり、環境はその
ために犠牲になっても仕方がないという風潮がありました。政府や公務
員の成績評価も経済成長実績の偏重でなされていましたが、徐々にこの
ような評価方法が見直されて、生態環境の保全の比重が徐々に引き上げ
られてきています。また、以前は、公害を発生させている国有企業に対
して地方政府が操業停止等の処分をすることができなかったのですが、
個別の環境規制法律との調整の中で、地方政府の規制権限が明確化さ
れ、拡大してきています。ただし、環境規制は専門知識が必要なので、
人材の育成には年月がかかるので、法律の整備だけで一挙に問題が解
決するわけにはいかないようです。規制に手心を加えてもらう汚職問題
は、習近平政権の汚職の撲滅の取り組みの成果もあり、改善されてきて
います。汚染防止費用をかけるよりも罰金を払って汚染を続けた方が安く
つくという状況もありましたが、罰金の厳格化もなされました。

新しい環境保護法によって、環境にかかわる情報公開も進んでいます。
事業者は汚染物質の排出状況を把握して公表することを義務付けられま
した。環境アセスメントも義務付けられ、住民への説明会も行わなけれ
ばなりません。そして、日本よりも進んでいると言われるのが、環境公
益訴訟の制度が導入された点です。5年以上法令違反のなく環境保護活
動に従事している環境NGOに、環境汚染や生態系破壊など公共の利益
を損なう行為に対して、差止、原状回復あるいは損害賠償を求めて公益
訴訟を提起することを認めました。これは画期的なことです。そして、

NGOによる環境公益訴訟では、訴訟の9割近くで、原告が勝訴していると
いう研究を、私のところに来ている大学院生が論文で紹介していました。
日本では、NGOのこのような出訴が認められていませんし、個人にも公益
のための訴訟は認められていません。自らの利益にかかわらない訴訟とし
て、訴えを却下されてしまいます。ただし、事業者を被告とする公益民事
訴訟の原告適格が環境NGOに与えられましたが、政府を被告とする環境
公益行政訴訟は、検察官にのみ認められるものです。このあたりに、中国
での国家権力と国民との関係が表れているといえましょう。

P.M2.5問題に象徴される都市の大気汚染問題は、国民の所得が増加し、
自動車の保有台数が増加してきたことも要因となっています。北京市では、
東京と同じように、ディーゼル車の都市部への乗り入れが厳しく制限されて
います。排気ガスの濃度規制も、世界的にみても厳しい水準を導入しており、
電気自動車に対する補助も大々的に行われました。また、都市部での燃料
も石炭から天然ガスへの転換も進められており、PM2.5問題も改善されつ
つあります。

生態系の回復も進んでいます。過剰な開墾等で砂漠化の危機にさらされ
ていた地域を森林・草原に戻す取り組みが成功裏に進められており、森
林面積も増加しています。しかし、河川環境はまだまだです。特に、工
業用水や農業用水のために河川水が過剰に取水され、河川を流れる水
量が減少し、河川の生態系が破壊されてしまっています。黄河の断流な
どが有名です。

まだまだ環境の回復は途上にありますが、かつてのような公害大国から、
脱却しつつあります。この国の環境法の特徴として、世界の最先端の法制
度を導入していることが挙げられます。ただ、現実との乖離が大きくて、う
まく機能しきれていないというのが問題点です。

揚子江の三国志・赤壁
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中国は、環境問題の大国でもある。2000年代半ばに、主要な大気汚
染物質である硫黄酸化物排出量と、代表的な温室効果ガスである二酸
化炭素排出量において、中国はアメリカを抜いて世界1位となった。それ
は過去四半世紀にわたる同国の高度成長の副産物である。

同様の高度成長は、1960年代から前世紀末にかけて、いわゆる東ア
ジアの奇跡として、日本、韓国、台湾、香港、タイ、マレーシア、イン
ドネシアが経験したものであり、これらの国々もまたさまざまな環境問題
を引き起こしてきた。1960年代後半に相次いで提訴された四大公害裁
判に代表される日本の激甚な健康被害は、他国への教訓として、またそ
れを未然に予防できなかったことへの反省を込めて「日本の公害経験」

（地球環境経済研究会, 1991）にまとめられている。1980年代に地球環
境問題化した森林減少問題では、アマゾン流域とともに熱帯アジア諸
国の森林が懸念の対象となり、開発と環境の対立がセンセーショナル
な形で報じられた。当時最大の熱帯木材輸入国であった日本は、世界
の木食い虫と揶揄された。

21世紀に入ってからは、インドやフィリピン、ベトナム等がアジアの成
長クラブに加わった。2015年のインドの二酸化炭素排出量は、中国、ア
メリカに次ぎ第３位である。最近の研究（Li et al. 2017, -

ports. Vol. 7, Article #: 14304）によれば、インドの硫黄酸化物排出量は、
中国を抜いた。これは2007年以降、中国がその排出量を75％減少させ
たのに対して、インドは50％増加させたことによる。

表１は、アジアの国をいくつか取り出して、１人当たり国民総所得
（GNI）によって３つのグループに分けたものである。直接的な健康被害
をもたらすいわゆる公害問題は、中所得国、高度成長の真っ只中にある
国々が直面する問題である。上の中国とインドの硫黄酸化物の事例が示
すように、経済発展は人々の良好な環境への欲求を高め、同時に公害対
策を行う経済余力を生む。その結果、所得上昇とともに公害問題は改善
に向かう。このことは表１の大気汚染による死亡率の中高所得国間の違
いにも表れている。

高所得国の環境問題は、より間接的な被害に関わる。具体的には、

地球システムを通じて地球規模かつ長期的に被害をもたらす地球温暖化や
生物多様性喪失、オゾン層破壊といった問題である。アジア地域を代表と
して、成長し続ける発展途上国は、問題の発現にますますコミットするこ
とになり、また問題解決に一層コミットすることが求められる。地球温暖
化交渉における京都議定書からパリ協定への展開はこのことを端的に示し
ている。

表１の大気汚染による死亡率を、今度は低所得国と中所得国で比較して
みよう。そこに大きな違いはない。しかし大気汚染の原因は異なる。エネ
ルギー源の内訳をみると、低所得国では、再生可能エネルギーや可燃資
源等の比率が高いことがわかる。それらの国々を含む発展途上国の農村
部では、依然として薪や炭、家畜糞といった生物資源が重要なエネルギー
源であり、その燃焼によって発生する有機化合物が呼吸器や眼の病気の
原因となっている。

生物資源に頼る経済は、貧困と人口増加と環境劣化の悪循環に陥るリ
スクに曝されている。何らかの理由により人口が増加すると、より多くの薪
が必要になり、周辺の森林は過剰採取されて再生能力を失う（環境劣化）。
その結果、より遠くまで薪を求める必要が生じ、１人時間当たりに得られ

る薪の量は減る（貧困）。このため多くの労働力が必要となる（人
口増加）。さらにその遠くの森林も過剰採取され、さらに遠く
まで人々は薪を取りに行かねばならない（悪循環）。砂漠化問
題や森林減少問題のなかには、このような悪循環によっても
たらされているものがある。

アジア各国の政府は、それぞれの発展段階に応じて、経済
と環境の微妙なかじ取りが求められている。すなわち、貧困
と人口増加と環境劣化の悪循環を脱するには、経済成長が必
要だが、経済成長の過程では公害問題への対処が課題となる。
問題解決はさらなる経済成長に求められる。しかしその先に
は、現状では解決困難な地球温暖化問題が待っている。国
際協調とともに、ここでも経済成長が―正確には経済成長の
方向が―解決のカギを握る。（この議論に興味のある方は、
拙稿「早ければ10数年後には地球の気温が1.5度上昇する：い
ま求められる温暖化対策を考える」を参照      ：https://yab.
yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/science_181126.html）。

赤尾　健一

アジアにおける環境問題の諸相
Ken-Ichi AKAO　　Development and Environmental Issues in Asia

表１　アジア諸国の国民所得、エネルギー消費、環境指標
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鈴木　規子

フランスにおける中国系移民
Noriko SUZUKI　　Chinese Immigrants in France

フランスは移民受け入れ社会として知られている。仏国立統計経済研
究所によれば、2008年時点で534万人の移民がいる。ここで「移民」と
いうのは「外国生まれの者」をいい、その中には外国籍の者（317万人）と、
フランス国籍を取得した者（217万人）を含む。

フランスの移民というと、アルジェリア人を思い浮かべるかもしれない
が、ポルトガル人もほぼ同じ50万人以上いる。フランスに住むEU出身者
の中で最も多いポルトガル系移民は、1960～75年に政治的経済的理由
から出国し、フランスには年に数万人流入したが、「知られていない」存
在である。それは、ポルトガル系移民が社会問題となるような事件も起
こさず、フランス社会に統合してきたからだと考え、「モデル・マイノリテ
ィ」と呼んでいる1。

さて、フランスに住む中国系移民は1980～90年代に推定15～20万人
おり2、ポルトガル系移民と比べると少ない。しかし同郷者が集住し、中
国人街を形成している。これは、「不可分の共和国」を統合理念とし、
国民を分断するエスニック集団の存在を認めないフランスでは珍しい。
それでも「移民問題」とならなかったのは、フランスで問題もなく社会
統合されてきたからだと考える。中国系移民も「モデル・マイノリティ」
といえるのではないか。

20世紀初頭に、すでに100万人以上の移民を受け入れていたフランス
には、ベルギー人、イタリア人のほか、中国人もいた。学生、ジャーナリ
スト、知識人、外交官のほか、中国製品を売る商人や工場労働者など、
1911年に283人の中国人がいた。留学生には周恩来や鄧小平もおり、共
産主義の影響を受けた。ホーチミンもフランスで社会主義運動に傾倒す
るなど、のちの社会主義革命家がいた。1914～18年の第一次大戦中、
労働力不足のため中国人を呼びよせたのが、最初の波である。14万人の
中国人が農業、軍事関連産業で働いていたが、休戦協定によって大半
が帰国し、残った約3000～4000人がパリやその郊外で、北京語、広東
語、温州語、青田語、上海語といった方言で分かれてコミュニティを形
成していった。なかでも、1930年代の経済危機と食糧不足から人口流
出の起こった浙江省（温州、青田市）から来た人たちのコミュニティが
パリで最大である3。

次の中国系移民の波は、1954年のインドシナ戦争でフランスが撤退し
て以降、ヴェトナム、ラオス、カンボジアから戦禍や混乱から逃れてき
た中国系難民である。1975～87年に約20万人の難民がフランスに到着
した。彼らは何世代も前に東南アジアへ渡った中国系で、中華ネットワ
ークを頼りに中華系の商店やレストラン、縫製業などで働き、生計を立
てた。

1990年代以降は中国の政治・経済の変革を受けて、中華ネットワーク
を利用したビジネスが活況を呈している。2000年頃に中国系移民の繊
維卸売業者たちがパリ市内から郊外(Aubervillier)に移ると問屋街が拡
大し、オープンしたFashion Center Parisは、中国系投資家の出資もあ
って2015年には5.5万㎡に300店舗が入る欧州最大の「既製服のチャイナ
タウン」となっている。また、中国のワイン需要の拡大を背景にワイン
専門ビジネススクールへ学びに来る者も急増している。さらに、中国の
投資会社によるワイン醸造所や農地、空港(Toulouse)、高級ガラスメー
カーの買収などが2018年以降相次ぎ、仏政府も警戒している4。負の側
面として、出稼ぎにきた「新しい移民」中国人が、生活が落ち着いてか

ら中国に残してきた子どもを呼び寄せるケースも多く、パリの中華街にある
公立学校ではこうした中国人児童が学校の勉強についていけない問題も出
てきている5。経済的成功の陰で近年、フランスへの統合が懸念される事
態も生じている。

出所）www.la-croix.com (https://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Nouvel-An-

chino is - en -France -sur- fond -de -Grande -Guerre -et- re lat ions -d ip loma-

tiques-2014-01-29-1098287 access 2/27/2018)

1） 鈴木規子「フランスのポルトガル系移民の学校適応」、山本須美子編『ヨーロッパにおける

移民第二世代の学校適応』明石書店、2017年pp.269-296。

2） Yu-Sion Live, «｠Les Chinois de Paris depuis le début du siècle｠», In Revue eu-

ropéenne des migrations internationales, vol.8, no.3, 1992, pp.155-173.

3） Yu-Sion Live, «｠Les Chinois de Paris｠:groupes,quarties et réseaux｠», A.Maurès et 

P.Milza, Le Paris des étrangers depuis 1945, Editions de la Sorbonne, pp.343-357.

4） AFP 「中国の投資会社、仏高級ガラスメーカー「バカラ」を買収」2018.2.23（http://

www.afpbb.com/articles/-/3179660）2019年2月21日閲覧

AFP「中国による欧州企業や空港への投資、独仏が警戒感」2018.2.27（http://www.af-

pbb.com/articles/-/3164304）2019年2月21日閲覧

AFP「中国による農地買収を規制へ、マクロン仏大統領が言明」2018.2.23

（http://www.afpbb.com/articles/-/3163837）2019年2月21日閲覧

5）山本須美子『EUにおける中国系の教育エスノグラフィ』東信堂、2014年。
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1．研究の目的
中国が進めている「一帯一路」とは、シルクロード経済ベルト（一帯）、

21世紀海上シルクロード（一路）である。大きな構想であるが、「点」（都
市・集落等）、「線」（社会インフラ、鉄道、道路、ガス石油パイプライ
ン等）・「面」（国、地域、回廊等）の要素から成る。その変容を空間の
質の視点から考察する。

2．既往研究の概要
1970年代、カステルやハーヴェイは農村部や他国から都市へ移民が

流入し社会的、経済的、文化的なコンフリクトが発生し、政治問題化す
ることを論じた。フリードマン（1986）は、世界都市仮説を論じ、世の
主要都市は、グローバル産業の分業化、ネットワーク化とともに構造化
され、序列化されてゆくと予想した。サッセン（2008）はグローバル都
市を論じ、企業本社機能、に加え、ビジネス関連サービスのFIRE（金融，
保険，不動産）産業の比重が重要になると指摘した。経済発展のタイ
プが異なる国や地域の間には違いがある。近年、方（ファン）（2017）
*1)は、中国における都市集積パタンを分析し、北京・天津・河北の都市
集積が、一帯一路建設、世界経済の転換に重要な役割を果たすことを
論じている。

3．分析の視点
①都市システム

軍事力、経済制裁、外交的脅威などのハードパワーおよび市民権の
付与は主として国の役割であり、都市はそれらの権限を持っていない。
一方で、都市は、経済ダイナミズム、ビジネス開放性、起業家精神、文
化的経験、生活の質、情報交流などのソフトパワーを提供することでビ
ジネスや労働力を積極的に誘引する。企業や市民にとってメリットが高
ければ都市に資本が流入し低ければ流出する。
「線」は国家主導の社会インフラ投資でトップダウンで事業推進され

るが、「点」の都市は、地域住民へのきめ細かな対応が必要となる。そ
れが成功しなければ、「線」の投資は失敗に終わり「面」は形成されない。
②都市間ネットワーク

一帯一路により、新たな「線」として、カザフスタン（アルマトゥイ）
と中国（内モンゴル）を結ぶ鉄道、パキスタン経済回廊（CPEC）、ラオ
ス（ビエンチャン）と中国（昆明）を結ぶ高速鉄道等が計画されている。
新たな「点」として、パキスタンのグワダル港、スリランカのハンバント
ータ港などが計画されている。これらの間で有機的な地域連携が生じる
か、その内容はどのようなものか、それは期待以上であるかが問われる。

4．考察
①中国の都市の特徴：ソフトパワーの限定的発揮

中国の都市は、北京、上海などがグローバル都市ランキング*2)の上位
にランクインしているが、情報交流、文化的経験、政治参加の点で評価
が高くなく、ソフトパワーの発揮は限定的である。
②都市間ネットワークの意味：社会開発への支援

都市がつながることで中央アジアに新しい社会・経済回廊が生じてい
る（図1）。経済投資だけではなく社会的投資が鍵を握る。パキスタンの

グワダル港では、経済開発への投資は当初より縮小し、そのかわりに社
会開発（病院、学校、漁民コミュニティの生計向上支援、防波堤、等）へ
投資を振り向け、期待に答えようとしている。

図1　「一帯一路」構想によるプロジェクト図

結論
「一帯一路」による中国および周辺国では社会インフラの建設が先行し

ている。グローバル都市は自由な精神や自己検証能力が求められるが、
現場でのコンフリクトの多発している。都市のソフトパワーは限定的であ
る。そのままではグローバル都市としての選択可能性は乏しいままになる。

一方、社会開発（医療、福祉、教育）への投資の切り替えが次第に進
んできている。「一帯一路」の都市は中国にとって新しいグローバル都市
システム、社会開発をベースにした都市コミュニティ開発、そのための社
会イノベーションの一連の現場であるといえる。

脚注
*1)Fang, Chuanglin(方 琳）et al(2017), Global city size hierarchy: Spatial 

patterns, regional features, and implications for China, HABITAT INTERNA-
TIONAL, vol 66  pp149-162
*2)米国コンサルティング会社、ATカーニーが公表している都市インディックス
「Global Cities Index 2018 Kearney」は、①ビジネス活動、②人的資本、③
情報交流、④文化的経験、⑤政治参加の５つの力から都市の総合力を評価している。

早田　宰

グローバル都市ネットワークの視点から
Osamu SODA　　Discussing the "One Belt One Road " Initiative from the Spatial Perspective of a Global City Network

CPEC
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