
世界平和研究　No.204 Winter 2015
39

ユダヤ教からみた平和の根源

はじめに

　中国では人々がどのような形態で，かの広い

国土に住んでいたのだろうか。これを人口の動

向と関連させながら探れば，中国社会の仕組

みを考える一つの手がかりとなろう。

　中国の過去2,000 年余りの人口動態を大ま

かに見ると，グラフのようになる（図1）。

　中国史では王朝の盛衰を「一治一乱」と表

現する。グラフを見ても，人口増減と王朝隆替

のサイクルとが相関関係を示している。しかし，

人口の規模がそのサイクルを経るにしたがって

更新拡大している点に注目すると，「一治一乱」

というだけではすまされない，社会経済史的な

考察を及ぼす必要が出てくる。

　結論的に言えば，新たな土地・物産の開発

や産業の革新によって，より多くの富が生産で

きるようになると，それに乗じて人口が増える。

人口増が続いて養いうる限界を越え，過剰とな

ると，そのたびに貧困・疾病，災害・戦乱など

により死亡率が上昇して，社会経済の容量に見

合った人口規模への調整がなされた。グラフは

そうしたパターンを表す歴史過程であり，中国

経済はたえず潜在的な許容能力を上回る人口

増加に遭ってきた。

　とくに18～19世紀の人口増はその最終局面

で，現代の前提をなすと見做すことができる。
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矛盾に満ちた中国をどう理解するか
―社会構造の歴史から
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【梗概】 中国は「改革開放」路線以来，大きな経済発展を遂げてきたが，その仕組みについて

はいまだ分からない点が多い。「社会主義市場経済」という経済体制からして，西洋起源の経済

学では理解できないものである。そこで中国経済が由来する来し方を社会構造から分析すること

で，その基底にある原型・仕組みが理解できるようになるのではないかと思う。その一つとして，

「幇」「宗族」などの総称「中間団体」をキーワードに分析してみる。
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図 1　人口動態と時代区分
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それが20世紀といかに異なるかが，現代中国

を理解するポイントにもなるだろう。そこで15

世紀から19世紀にかけての社会経済構造を理

解することから始める。

１．聚落形態からみた都市化の展開

　上古の中国では，人々は城郭をめぐらした空

間に集住するのが普通だった。こうした聚落と

その周囲の土地が「邑」という古代人の生活空

間であった。邑が独立を失っても，そうした聚

落形態は秦漢時代を通じて存続した。

　邑のうち主要なものは「県」という行政城郭

都市として存続し，県よりも小さい零細規模の

密集聚落は，3世紀初めまでにほぼ消滅し，別

の聚落形態＝「村」が生まれた。「村」は家屋

がまばらで，住居が散在する聚落であり，日本

の村落をイメージでするとよい。集住から散居

への変化である。

　以後は，城郭をめぐらせた都市機能は，ほ

ぼ行政・軍事に特化し，その経済機能はごく一

部の区画の「市」にしか存在しない（例：唐の

長安）。農業ベースの自給自足的生活が経済の

主体となり，それはほぼ「村」が担った。この

ような城郭都市と村落という二本立ての聚落形

態は，3世紀から10世紀まで続いた。

　そして唐・宋の時期になると，城郭内にあっ

た「市」が外に出て独立の聚落として発達した。

無城郭の商業都市の勃興である。これを「市」

または「鎮」と称した。このようにして，行政

機能の＜城郭都市＞，商業機能の＜市鎮＞，

農業機能の＜村落＞という三本立ての聚落構成

となった。宋代に整ったその基本構造は，その

後19世紀まで変わっていない。

　ただ，15世紀以降は「市鎮」が大きく増加し

た。11世紀初め北宋時代には，1県当り2の

割合を越えなかった市鎮数が，明清時代になる

とその10 倍を数え，中には県当り50～ 60と

いう試算もある。

　この時期は，既に見たとおり，人口増の期間

にあたるが，県の数に大きな変動がないから増

加分は農村と市鎮に吸収されたと見ることがで

きよう。つまり，この時期に進展した都市化は，

行政機能を持たない市鎮の増加ということにな

る。この点は，日本では起こっていない中国独

自の展開である。

　ここで近世（18～19世紀ごろ）における日中

の聚落形態を比較してみよう。

規模・人口 中国 都市例 日本 都市例

Ⅰ 首都，100万人規模 1 北京 1 江戸

Ⅱ
全国的な行政・経済機能，

30万人以上
9

南京，蘇州，武漢，

広州など
2 大坂，京都

Ⅲ 地方の中心，3-30万人 100 省を代表する都市 20 大藩の城下町

Ⅳ 地方の中心，1-3万人 200 府のある都市 60 10万-30万石の城下町

Ⅴ 3,000-1万人 700 1,100の県の約半数 250 小さい城下町，在郷町

Ⅵ 3,000-5,000人 11,000
Ⅴの残りの半数の県，

市鎮
400

3万石以下の藩の城下町と

在郷町

Ⅶ
行政機能のない市場町，

500-3,000人
24,000 　 1,000

表1　日中の中心地（19世紀）
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　表に示していないⅦより下は村落である。19

世紀初めでいえば，それぞれの人口規模は約

250人以下で，数が日本 65,000，中国 80万。

当時の人口が日本 3,000万人，中国 4 億人だ

から，おおむね人口規模に合った比率であり，

単純計算すれば，いずれも人口の半数は村落

に住んでいたことになる。

　図2は，表1の聚落の階層構造を図解して

示したものである。横軸の長さは聚落数を示す。

底辺をなすⅥ・Ⅶの違いが両者の差を作り出し

ている。この具体的意味は，次のとおりである。

　日本ではⅥは多くの城下町を含みⅦも少数

だから，それ以下の村落は，行政機能を有す

るⅥ以上の聚落に直結しており，＜権力のコン

トロールが村落まで及んでいる＞ことを示す。

　一方，中国は，行政機能をほとんど持たな

いⅥ・Ⅶの市鎮が分厚い層をなす。つまり人口

の半ばを占める村落が日常的に接するのは，権

力と関係の希薄なⅥ・Ⅶであり，それ以上の行

政中心地に直結していなかった。

　当時の清朝でⅤ以上に居住する人口は全人

口の5％（2,000万人）だが，江戸時代の日本

は支配階級である武士が人口の7％（約 200万

人）で，それを含むⅤ以上に居住する人口は

17％（510万人）に上る。日中を比較すると，

中国の都市化率ははるかに低く，言葉を変え

て表現すれば，＜権力のコントロールが行き届

いていない＞ということになる。これは明清時

代における人口の急増と市鎮の増殖に起因する

ものだった。

２．明清時代の民間社会の構造

（１）「士」の分化

　前述の通り，中国では伝統的に政府権力が

必ずしも民間社会の末端まで把握しておらず，

必然的に権力のかかわる社会とそうでない社会

とに分かれた，二元的・重層的な社会構造で

あった。これは日本や欧米と比べて中国の社

会が，権力エリートと一般人民の距離がはるか

に遠く隔たっていたことを意味する。これを構

成員で表現すれば，「士」「官」（支配階級）と「庶」

「民」（被支配階級）ということになる。

　官吏登用試験である科挙の確立によって，

貴族制に基づく門閥による区分から，非世襲

制の特権階級が生まれ，彼らを「士大夫」「紳士」

「読書人」などと称するようになった。明清時

代の科挙では，一つの試験に合格して学位を

中　国 日　本
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図2　日中の中心地（19世紀）
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得ると，それだけで一般庶民とは身分が違っ

てくる。つまり科挙は，「士」「庶」の階層差別

重層社会を前提とし，それを合理的に正当化

するために生まれた制度であり，実地に政務を

行う官僚人材育成を第一にする制度ではなかっ

た。

　しかし「士」と「庶」とに二極分解しながらも，

分裂断絶はきたさず，どうにか統合を保ってい

たのは，両者をつなぐ仕組みがあったからであ

った。科挙に合格した「士」のうち，政権を構

成する「官」になるのは，官界での出世・利禄

を主たる目的にする人，あるいは渡世を送るた

め，心ならずも任官する人がほとんどで，統治

行政には無気力だった。この傾向は政治が紊

乱した明代に，とりわけ顕著になる。

　一方，官僚になってもあるポストで任期が終

われば次の地位につくまでに時間があるので，

その間郷里で日 を々送る。引退すればなおさら

郷里に引きこもるため，「士」と郷里とのつなが

りは，決して絶えることはなかった。さらに初

めから，あるいは途中で，官途への望みを絶

った「士」もいる。彼らはやはり郷里・住地に

腰を落ちつけて一層その土地に愛着をもって，

住民たちと苦楽を共にしようとした。こうした

人 を々「郷紳」という。

　一定の土地に住みついた郷紳たちは，科挙

に合格した学位や元官僚の肩書きを有し，特権

的な地位を認められていたので，自ずとその社

会のリーダーとなった。このような「士」が増加

し，その下に「民」が結集して，地域社会が力

をもってきたのが，明代の中国社会の特徴であ

り，その流れは17世紀以降，清朝にも継続し

た。

　こうして政治の劣化と「官」「民」の乖離に

伴い，「士」のなかで「官」に任ずる者と「民」

のそばに寄り添う者とが分化していった。「士」

はあくまで，科挙を通じて生成される一つの社

会階層である。ところが，その「士」が二つの

機能を持つようになった。政府に入って権力に

あずかる官僚と，地域にとどまり，そこで指導

層になる郷紳である。

（２）中間団体と「庶」の関係

　こうした官僚制から隔たって，いわば即かず

離れずの状態となった民間社会は，どのような

組織をとっていたのか。時と場所によって千差

万別ではあるが，その条件と原理はほぼ共通

していると見てよいので，ここでは「中間団体」

と呼ぶことにする。

　中間団体の性格は，内藤湖南が指摘するよ

うに（『支那論』1914 年），事実上，具体的な

行政の役割を担当する組織だった。そしてその

自治的行政機能は，地元・地縁の範囲にとど

まり，その埒外に及ぶことはなかった。

　具体的にいうと，宗族が有力な中間団体で

あり，その大多数を占めていただろう。それを

イメージできる地域社会は農村であるが，商工

業を主産業とする都市でも中間団体があった。

都市に根を張ったのが同郷同業団体で，「幇」

「行」「会」などと呼ばれ，施設に着目すれば「会

館」「公所」という。

　同郷だから地縁で結集するし，地縁は多く

の場合，血縁と重なる。宗族には宗法とともに

共有財産もあって，相互扶助を伴う自治が行わ

れた。一人頭のいい優秀な人が現れると，こぞ

ってその人に投資して教育をほどこし，科挙を

受けさせて官僚にする。そうなると権力との結

びつきができて，特権・免税の付与など，権

力の庇護を得られるようになり，一族が繁栄し

ていくという構図である。

　同郷は歴史的に見ると，同業とほぼ同義で

ある。例えば，19世紀後半の上海では，寧波

幇は金融業，潮州幇は砂糖・アヘンを扱う商

人だった。そして同郷同業団体の指導者も郷
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紳と同じく，おおむね科挙の学位を有する紳士

であり，官僚との関わりも深い。権力と結び付

けない中間団体は，繁栄が難しくなり弱体化し

て没落していくために，新陳代謝が激しく流動

性に富む。権力との結びつきは，科挙を契機

とするしくみなので，世襲というわけにいかな

い。

　こうして見てくると，都市でも農村でも，紳

士が指導する中間団体に庶民が結集していた

という同一構造が浮かび上がってくる。官僚制

はその上に乗っかり，郷紳・郷商を介して農民・

商人に統治を及ぼした。政府当局が普通に接

触したのは，農村の郷紳や都市の中間団体の

上層に位置する紳商のみで，徴税業務も彼ら

を相手に行い，それ以下の団体内部には関与

しなかった。

　中間団体が，血縁・地縁・生業を基本とし

た紐帯とする以上，その規模が際限なく大きく

なることはあり得ない。ゆえに人口が増えたな

ら，それに応じて中間団体の数が増えることに

なる。これは都市のみならず，農村も同様であ

った。既に見たように，明清時代を通じて市

鎮がおびただしく増殖したのは，その結果であ

り，中間団体のリーダーは主として市鎮に居住

した。

　ところで，中間団体が儒教を信奉せず，そ

の指導者が「士」でない場合はどうなるか。「官」

である政府権力とイデオロギー・価値観を共有

できず，良好な関係を保てない。さらに言えば，

既成秩序から逸脱し，政府権力に背こうとすれ

ば「士」に非ざる者を中間団体の指導者として

戴き，体制教学の儒教とは異なるイデオロギー

を奉ずればよい。これが「淫祀邪教」である。

歴史的な事例を挙げれば，白蓮教・キリスト教・

客家などである。

　一般にこうした団体は地下化しやすく，「秘

密結社」「匪賊」「盗賊」などと呼ばれた。政

治権力の及ばぬ範囲に，土匪群盗，遊民，土

着の人民などが属し，それらはみな団体・結社

を設け，独自の秩序を立てて武装さえしていた。

彼らの経済的裏づけは，禁制品の取引や生産

（塩や麻薬アヘンの密売など）であった。その

ようなことから，時には官憲の弾圧にもあうこ

とになるから，それに対抗するため武装するこ

とも少なくなかった。

　1800 年前後の白蓮教徒，19 世紀半ばの太

図3　社会構成１（明清時代）
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平天国，1900 年の義和団などの内乱も，特定

の秘密結社が中核となり，周囲の結社や団体

を取り込んで大きくなったものであった。それ

らの動機・契機・経緯は異なっても，その仕

組みは少なからず共通していた。

　体制イデオロギーを信奉し政府権力を支持

すれば従順になるが，そうでなければ政治に

反抗的な不逞分子となりうる。このように明清

時代の民間社会は，「官」「民」の乖離から出

来上がった中間団体の集積・複合で成り立って

いたのである。

３．清末以後の展開

（１）清末

　19世紀の半ばにあいついで興り，10 年以上

にわたって猖獗をきわめた，太平天国をはじめ

とする内乱は，1860 年代におおむね平定され

た。その社会経済的な内実は，既に見たとお

り，秘密結社を含む武装中間団体が，各省の

長官たる総督・巡撫を支持する軍事的・経済

的勢力に転化したことにある。それに伴い，総

督・巡撫は所轄地方の軍事権・財政権を握って，

清朝の内政外政に大きな発言力・指導力を有

するようになった。これを「督撫重権」という。

　これは一見すると，地方割拠の様相に他な

らない。西洋近代の国民国家体制からすれば，

中央集権の国家形成に逆行しているようにも見

えるし，また中国は統一すべきだというイデオ

ロギーからしても，あってはならないことであ

る。現実の歴史過程でも，民国時代の軍閥抗

争の淵源をなすことから，しばしば非難の対

象となってきた。しかし当時の状況からすれば，

それなりに合理性のある動きだった。

　そもそも清朝の統治形態は，当初から実地

の政務の多くを地方の総督・巡撫に一任してい

た。その人事・行政を北京で点検統制し，最

終的な決定権を皇帝が握った。このやり方は

18世紀前半まではうまくいっていた。

　ところが，それ以降，19世紀の前半までに

進行した人口増加と武装中間団体の叢生・蜂

起は，こうした体制を無力ならしめた。そんな

事態は，清朝初期には存在しなかったし，政

府権力も想定しておらず，したがって制度・機

構上の備えもなかった。

　それに対処しうる有効な手立てを模索して行

図4　社会構成 2（督撫重権）
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きついたのが，義勇軍などの新軍隊，釐
り

金
きん

（注：

寄付名目で商人から軍費を拠出させる方法）な

どの新財源であり，所轄の地方行政に対する

裁量を拡大した督撫重権だった。いずれも実

地の武装中間団体を権力の側に取り込み，あ

らためて地域を確実に統治し，その治安・秩

序を維持するために生み出された手段だった。

北京政府も総督・巡撫の裁量拡大を追認し，

その手腕を発揮させたのである。

　幼少の皇帝に代わって北京朝廷の主となっ

た西太后（1835-1908年）と，中国最強の義勇

軍を率いて督撫重権の第一人者になった李鴻章

（1823-1901年）との関係が，その典型という

べきものだろう（図4）。

　しかし各省の総督・巡撫と北京朝廷の信頼

関係が崩れるとどうなるか。20世紀に入り，そ

れが現実化して清朝は滅び，地方割拠の様相

を呈して軍閥混戦の時代になったのである。

（２）民国

　そうした地方割拠は，経済面でも裏づけら

れていた。19世紀末，列強の金本位採用によ

って，中国が使っていた銀の国際・国内価格

が下落し，農産物の輸出とインド綿糸・日本綿

糸の輸入が急増する。各開港場と外国との直

接の輸出入が増え，両者の結びつきが強まっ

たことで，その開港場を管轄する総督・巡撫が，

独自の経済財政政策をとれるようになった。い

わば地方分立の様相である。

　この情況に変化があらわれたのが，第一次

世界大戦に際してである。戦争で消耗した列

強が金本位制から離脱したことで，銀価が急

騰した。輸出入の条件は逆転し，輸入してい

た機械製綿糸を国内で生産するなど，製造業

の輸入代替がおこり，中国で工業化がすすんだ

のである。

　それにともなって，各省が外国と直結して

分立していた従前の情況が，転換をはじめた。

中国内の工業地帯と農産地とが，原材料と製

品をやりとりする結びつきが生まれ，いわば地

域間の分業構造を形づくったからである。経済

的に中国が一体となる条件がととのってきた。

　ところが，列強は第一次大戦終結から1920

年代にかけて，あいついで金本位制に復帰す

る。一旦高騰した銀価は，再び下落し，好況

を謳歌した中国市場向けの製造業にとっては，

全くの逆境になった。銀安で原材料費は高騰，

工業製品の価格は下落し，コスト割れのリスク

が高まったからである。輸入代替の工業化を遂

げたばかりの製造業に，海外への輸出競争力

はないし，だからといって，無条件に従来の農

産物輸出に頼る経済構造に戻ることも不可能

であった。そのなかで登場したのが，蒋介石率

いる南京国民政府であった。

　1910 年代の工業化で内への凝集が始まった

中国経済は，20 年代から30 年代にかけて世

界経済の変動に遭って難しい局面を迎える。

これを経済政策で支えて，逆戻りさせないこと

が南京国民政府の経済的な存在理由だった。

関税自主権回復による保護関税設定も，幣制

改革による通貨為替管理も，その表れだったと

言える。

　しかし目を凝らしてみると，それも自ら立脚

した地方に及ぶ国内外の需要をコントロールし

たに過ぎず，従前の伝統経済の枠組みそれ自

体に手をつけるものではなかった。

　千年以上にわたって中国の社会構造を規定

してきた科挙は，20世紀の初めに廃止された

ものの，特権エリート階層の選抜は，留学制

度と西洋の学問・民族主義が代替しただけで，

階層構成の原理や思想観念の枠組みは不変だ

った。中間団体が存続し，旧来の社会構成に

変化がないということは，権力が基層社会にま

で及んでいないことを意味する。とりわけ農村

矛盾に満ちた中国をどう理解するか
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の掌握は困難だった。

　日中戦争は英米とつながる上海・長江流域に

拠った国民政府と東三省に拠った日本との争覇

であったから，これを地方分立・軍閥抗争の延

長と見做すことも不可能ではない。緒戦で優勢

に立った日本は，しかし都市部・工業地帯をお

さえるにとどまって，中国の統合はできずに結

局は敗退した。同じことは，実は戦後・内戦期

の国民政府にもいえる。農村に手が及ばなかっ

たばかりか，通貨管理にも失敗して，都市部・

工業地帯をも失う結果となった。そこに軍閥時

期以来の社会経済構造が作用しているのであ

る。

（３）共産党政権の歴史的意義

　以上のような社会構成・政治経済構造に真っ

向から挑んだのが，毛沢東率いる共産党だった。

彼は，建国当時 5 億4,000万人の人口の9割を

占める農民・農業に立脚した社会主義革命を起

こそうとしたのである。

　その歴史的意義は二つあるだろう。

　第一に，土地革命である。階級闘争を推進

して地主を打倒し，農民へ土地の再分配を実施

するとともに，地域秩序の再編を進め基層社会

への権力の浸透を図った。これはまさに歴史的

な二元構造社会の否定であり，実際に「士」「庶」

の階層区分・概念は消滅し，党・国家という政

府権力が初めて在地社会に根を下ろした。

　第二に，管理通貨の実現である。冷戦によ

る孤立化などの国際情勢も手伝って，共産党政

権は，新通貨「人民幣」の価値を安定させ強

力な金融管理体制と通貨統一を実現した。

　この二つがあいまって，中国経済の一体性が

高まり，統合的な国民経済の枠組みが作り出さ

れたのである。20世紀初めに国民経済の希求

が始まって以来，あるいは大航海時代に伝統経

済が形成されて以来，はじめてのことであって，

中国史においても画期的なことであった。

　しかしその後の展開において，すべてうまく

いったわけではない。「計画経済」を通じて共

産党が実現した統合的な国民経済は，経済成

長を実現することができなかったからである。

かくて「貧しきを患
うれ

え」たところから，「改革開放」

が始まった。

　30 年以上に及ぶその実践の結果は，確かに

急速な経済成長は実現できたけれども，貧富

の懸隔・沿海と内陸の乖離という「均しからざ

るを患
うれ

う」現状で，ふたたび中国の解体が危ぶ

袁世凱～蒋介石

北
京
政
府
↓
国
民
政
府

中間団体

 

士

庶

軍
閥

軍
閥

毛沢東政権

図5　社会構成 3（軍閥，国民政府）
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まれる事態もありえないこともない。経済発展

を取るか，中国の一体を取るか，もはや二者択

一できない，両立しなければならないところに

現代中国の矛盾がある。

　歴史的に見れば，南方と北方，あるいは沿海

と内陸の経済格差を平準化させ，中国の一体化

をはかるよりも経済発展を是としたのが，16世

紀以降の伝統経済だった。そんな伝統経済を一

旦は打破した中国共産党ではあったが，「改革

開放」の名の下に経済発展を推し進めた結果，

300 年以上つづいた伝統経済の特徴が復活，

再現しているといっても過言ではない。

　具体的に何がどのように連続しているのか，

分からないところも多い。過去と現在の対話を

通じて未来を知るための営みは，むしろこれか

らかもしれない。

４．今後の展望

　これまで何度となく専門家による中国経済の

破綻が予測されながらも，なかなかその通りに

ならなかった。その背景には，当局の発表する

表の数字だけしかわからないこと，地下経済を

含む実体経済の見えない部分があまりにも大き

いことなどのために，正確な分析ができていな

いことがある。実は，これは現代中国に限らず，

歴史的にも同様のことが見られた。古今通ずる

中国の特徴といってよい。

　将来の不安定要因としては，経済そのものよ

りも，むしろ政治的国際的な変動で経済が影

響を受け，変調をきたすとかいった可能性を考

慮に入れるべきだと思う。

　歴史を振り返ってみると，王朝時代は反権力

的な中間団体の蜂起などが拡大すると，社会が

大混乱に陥り，政権の命脈が尽きて王朝交代

が起こった。しかし王朝時代後の20世紀の中

国史では，「革命」と語られる事態は，実際の

ところ軍隊の動きに左右されてきた。

　20世紀に入っても，軍隊に見放された袁世

凱政権は崩壊し，強力な国民革命軍を持った

国民党が軍閥抗争に勝利して政権をとった。そ

の後，人民解放軍を率いる中国共産党が，国

民党に勝って政権を奪取し，人民中国が成立し

た。つまり，軍隊をどうコントロールするかが，

政権とその政策の行方を左右するキー・ファク

ターとなってきた。

　しかし中国における軍事史の研究は，史料の

不足もあって非常に遅れている。ましてそれが社

会経済にいかなる影響を与えたかなどの問題は，

よくわかっていないと言っても過言ではない。

　いまグローバル化の只中にある中国経済を，

伝統経済とまったく同一視することはできない

が，現代中国に見られる数百年の歴史との共通

性は，単なる表層的な類似現象では断じてない。

構造的な連続と見るべきだろう。

　いずれにせよ，現代中国とその今後の展望を

考える上でも，一層精細な中国経済の履歴書づ

くりが，ますます重要になる。

（図表は岡本隆司『近代中国史』ちくま新書，

2013より引用）

（2014 年10月27日）
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