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＜スマイル会１０月度報告＞ 
２０１３年１０月２４日 

中村 嘉孝 

国家の理念と現実―諸外国と日本を比較する（試論） 
1. 初めに 

本日の報告は、私の独断である部分がかなり多いことを予めお断りしたい。 
内容的にすでにどなたか専門家が論じていることもあるかもしれず、それを知

らずに報告を進めることになるかもしれず、皆様の忌憚のないコメントも大歓

迎である。 
本日の報告のテーマについて、私の関心事項をまず申し上げたい。 
なにも特別のことではなく、一人の日本人として、過去、現在の日本を総括

し、これからの日本の在り方を展望したい、というごく普通の意図からでたも

のである。 
日本の国家理念と現実との関係を観察すると、多くの人々が感じることは、

その間の乖離の大きさではないだろうか？具体的には、憲法第九条と自衛隊の

存在との関係である。この問題は自衛隊の創設以来、論争の対象となり、地方

裁判所どまりとはいえ、違憲判決まで出されているにも拘わらず、過去数十年

間なんらの変更も加えられずに現在に至っている。本来ならば、国家理念を変

えるか、自衛隊の存在を変えるか、いずれかの変更を行うような国民的合意が

なされるべき課題である。 
しかし、これほど長い間、いずれの修正作業さえも行われなかったというこ

とは、事柄の重要性を浮き彫りにすることでもあった。 
私は、この問題を自分なりに再度アプローチを試みたいと思う。 
そこでやや遠回りをして、それでは諸外国の場合はどうなのか？国家理念と

現実が乖離した場合、どのように対応してきたのだろうか？を探ることから始

め、そのあとで日本の場合を考察してみようかと考えた。 
思考方法の設定 
でも、これから進める論法は世に流布されている議論とは若干異なる部分が

あるかもしれない。 
この報告での、私の基本的な視点を、①国籍離脱思考あるいは無国籍思考の

採用 ②情緒的思考の排除 ③宗教的思考からの自由 ④国家はなくならない、

という立場におくこととした。自分の立ち位置を定めることは、自然科学の研

究ではあまり必要のないことであるが、政治、経済、社会などのいわゆる社会

科学を論じる場合には欠かせないことである。 
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① 国籍離脱思考あるいは無国籍思考 
私はまず国籍を離脱する。私は日本人として生きてきたが、このテーマを論

じるにあたっては、日本人であることをやめる。無国籍者となる。日本人の眼

からみた日本、世界などの論考は多数あり、それはそれで一つの視点である。

現在世の中に出回っている多数の日本人による文書が、日本人としての視点か

ら書かれている。 
その著者がそう言っている、言っていないにも関わらず、日本人の国籍を有

し、日本人であることをやめない限り、著者の視点は日本人の視点からはなれ

ることはできない。この立場からは、日本を批判するしないにかかわらず、中

国を批判する、しないにかかわらず、論者は日本人として論旨を進めているこ

とになる。 
これはすでに一つのバイアス（偏り）である。無意識でもそうなると覚悟し

なければならない。それゆえ、意識的に「無国籍者になります」と宣言し、む

しろ自分自身に言い聞かせながら論じていかないと、知らず知らずのうちに日

本人に戻ってしまう。それゆえ、無国籍宣言は読者に対する宣言の前に、まず

私自身にたいして宣言しなければならない重要な出発点である。 
これはかなり困難な作業である。不可能に近い。理由は、長年、日本人とし

て生活し、日本の環境、社会心理、日本語など、日本にまつわる多くの要因に

囲まれて生きてきたからである。 
これらの過去の経験、知識などから完全に自分を分離することは不可能であ

る。ましてやこの報告も日本語で書くわけで、完全な無国籍者にはなりえない。

それはやむを得ない前提である。 
② 情緒的思考を排除する 
人間である以上、誰でも好き嫌いの感情から離れることは難しい。けれども

国籍離脱者には情緒は禁物である。それゆえ当然好悪の感情で事柄を論じるこ

とをしない。 
③ 宗教的思考からの自由 
いかなる宗教的立場にも立たない。個人的には仏教の教理を日常の糧として

いるが、この立場からも自由となることを誓う。人間世界が宗教によって大き

な影響を受けてきたこと、また現在もうけていることもまぎれもない事実であ

る。特定の宗教的立場を維持しながら、社会科学を論じる学者も当然存在して

いたし、現在もそうである。 
④ 国家はなくならないという立場をとる 
１６４８年のウェストファリア条約によって欧州に成立した主権国家体制は、

第二次世界大戦以降、中東・アジアにも国家群を誕生させ、現在に至っている。

他方、この３６５年有余の国家間の争いを回避するための努力も、国際連盟、
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国際連合などによって続けられてきたが、これらの連合体はいずれも国家間の

協議の場を提供しただけで、個別国家から世界国家への転身を試みる場ではな

かった。 
現在世界には２０６の国家があり、うち１９３カ国が国連加盟国である。 

国連非加盟国は１３カ国あり、その中には、バチカン、台湾、パレスチナなど

が含まれる。 
まず、これだけの国家が世界に存在しているという事実に注目したい。 
国連発足時の原加盟国は５１カ国であった。それが２０１１年７月現在１９

３カ国にまで増加した。 
この数字は否定できず、現在の世界の国家群が国家であることをやめて、な

にかほかの体制、たとえば世界国家に移行する可能性はまず考えられない。 
 
以上の立場から、これから世界に存在する国家群を観察・分析し、その上で、

日本国の在り方を展望してみたいと思っている。 
 
2. 世界を俯瞰する 
拙宅の壁に貼ってあるのは、アメリカに本部のある National Geographic  

Society 作成の世界地図である。まずこれを眺めながら世界をみてみよう。地

球儀のほうがより実態に近いが回さないと裏側がみえないので、平面の世界地

図を利用する。 
今から約２５万年前に地球上に誕生した我々の祖先ホモ・サピエンスはほかの生

物と違って、２足歩行、大きな頭脳、言葉の使用などの能力を持ち、地球上で最も

繁栄する生物になった。地球が誕生したのは今から４０～５０億年前と推測されて

いる。地球上に水が発生し、葉緑素をもつ植物が生まれ、微生物の誕生から人類の

出現まで、壮大なドラマが繰り広げられてきた。 
人類はさまざまな歴史を生みながら、増大し、現在地球上に約７０億人の人類が

生を営んでいる。 
 70 億人の人類が、２０６の国家に分かれて生きている。それが現在の世界の姿

である。無国籍者は建前上一人もいない。その中で、私は仮想的な無国籍者になろ

うとしているのである。 
 たとえば仮想的世界国家が保有する飛行船に乗って、地球をゆっくりと巡るとす

る。広大な海に囲まれて、緑色に輝く大地、広大な砂漠など、そこに生きる人類と

多様な生物たち、それらを俯瞰してみると、何事もない平和な世界に見えるが、中

東での戦火が夜空にきらめく様子をみると、地球が今でも平和だけではないことが

わかる。 
 人類が２０６の国に分かれて生活していること自体、長い歴史のドラマの途中経
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過なのであろう。当然のことながら、眼下に広がる地球に国境線がひかれているわ

けではない。人工的に作られた世界地図を参照しないと、どこからどこまでが一つ

の国なのかわからない。 
 206カ国の国々のサイズはまちまちである。広大な国土を保有するのは、ロシア、

カナダ、米国、中国、ブラジル、豪州、インドの順である。日本は 62 番目である。

地図の上では、はるか極東に位置し、南北に細長い列島を形成している。 
 この地理的位置が、日本という国を形成するのに大きな影響をもたらした。 
 海洋国家であるための孤立性と海を隔てて西方に広がる広大なユーラシア大陸

よりの影響が、現在の日本を形成してきた。 
 中でも、西方に巨大な面積を擁する中国が、いろいろの形で日本国に影響を与え

てきたことは周知の事柄である。 
 それゆえ、私の日本国研究の前提として、まず取り上げられるべきなのは、中国

ということになる。 
 
 ３．中国を俯瞰する 
９６０万平方キロの面積は、日本の２６倍である。この広大さだけをとって

みても、ほかのアジア諸国を無言のまま圧倒している。 
面積だけからいえば、ロシアのほうが中国より大きい。１７００万平方キロ

もある。けれども、人口、経済力では、ロシアは中国にはるかに及ばない。 
中国は、人口で世界一、経済力で世界第二位になり、国際的に注目されるのは

当然である。 
（１） 中国の国としての理念 
ある国家の基本的理念をどのようにみるかについては、複数のアプローチが

あると思うが、私は現代国家のほとんどが設定している基本法から、国家理念

を探ってみたいと思う。 
中国の場合は、中国人民共和国憲法である（以下「現代中国法入門」有斐閣、

ほかネット上の情報を参考にした）。最初の憲法は、１９５４年に制定されたが、

時代の変遷を経て、何度か改正されている。現在の憲法は１９８２年に採択さ

れた「中華人民共和国憲法」（第四部中華人民共和国憲法と称す）がベースとな

っている。その後、１９８８年、１９９３年、１９９９年、２００４年と４回

修正（改正でなく修正）されている。 
最初の憲法、１９５４年憲法の理念 
１９４９年１０月の中華人民共和国成立から５年後に公布された憲法で、そ

こに謳われた国家理念は、労農同盟を基礎とする人民民主主義の国家であると

し、政治的には中国共産党の一党独裁主義を確立し、経済的には、社会主義経

済から共産主義経済社会への移行を目指すものであった。 
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その制定過程で、草案を全人民に公開し、約２カ月にわたって、延べ１億５

千万人が討議に参加し、１００万件近い修正意見がだされたと言われる。その

結果を踏まえて、１９５４年９月２０日、第１期全国人民代表大会第１回会議

で正式に採択・公布・施行された。 
経済面では、生産手段の所有形態を、①全人民所有＝国家所有 ②集団所有 
③勤労者の単独所有 ④資本家所有 に分類し、将来的に①②のみの国にす

る方針が定められた。 
中国政府はこの憲法の理念を現実化するための作業に入っていく。毛沢東の

指導のもとで、国営企業の育成強化、人民公社という形での集団所有体制の確

立・普及を進める傍ら、勤労者の単独所有、資本家所有の消滅をはかる運動が

推し進められ、これと並行して、生産面での大躍進政策が導入され、１９５８

年からの第二次五カ年計画で「３年間でイギリスに追いつけ」などかなり無謀

な要求を国民に要求し、経済は混乱した。１９６６年から始まった文化大革命

は、国中を巻き込む制裁運動に変わり、この間、多くの犠牲者が出たことはよ

く知られている。 
これを国家理念と現実という関係でみると 
中国の場合、憲法という国家理念を強引に現実にあてはめようとした一つの

典型的な事例とみることができよう。日本の場合、国家理念をわきにおいて、

現実が理念からどんどん乖離していったのとまるで逆の方向が採用されたので

ある。 
その後、「１９７５年憲法」と「１９７８年憲法」が公布されたが、１９７５

年憲法は、毛沢東が提議し、文革を評価し、共産党独裁をさらに強化する内容

に改正された（「文革憲法」との別称あり）ものであり、１９７８年憲法は、毛

沢東の死後、中国政府の内部統一がないまま制定されたもので、現在ではほと

んど評価を得ていない。 
（２） １９８２年憲法＝現行憲法 
 １９８０年９月に、７８年憲法の改定作業として、憲法修改委員会が発足、

最終改正案が１９８２年４月に公表され、１９８２年５月から８月にかけて全

人民討議にかけられ、多数の修正案を集約して１９８２年１２月の５期全人代

５回会議で採択・公布・施行された。 
その構成は、前文 第一章総則 第二章公民の基本的な権利と義務、第三章

国家機構 第四章国旗、国歌、国章、首都 で、全 138 条である。 
前文で中国史の概要を述べ、１９１１年の辛亥革命に触れた後、現在の中華

人民共和国成立の経緯を詳述している。その中で注目されるのは、中国共産党

の指導地位を堅持し、国を運営する基本理念について、マルクス・レーニン主

義、毛沢東思想に加えて、鄧小平理論および“３つの代表”（中国共産党は、① 
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中国の先進的な社会生産力の発展の要求②中国の先進的文化の前進の方向③中国

の最も広範な人民の根本的利益、を代表する）を重要思想としたことである。鄧小

平理論とは、よく知られているように、１９８９年６月４日の天安門事件後の経済

面での沈滞ムードを打開すするため、鄧小平が１９９２年の春節のときに南中国を

巡回し、「計画と市場は全て経済的手段であり、社会主義と資本主義の質におい

て違いはない」と指摘、社会主義の原則を維持しながら経済発展を進める理論

を説いたものである。「白猫であれ黒猫であれ、鼠を捕るのが良い猫である」「豊

かになれる者、地域からまず豊かになろう」という彼の言葉はよく知られてい

る。 

この憲法が、それまでの憲法と大きく異なる特徴は、現実に合わせて国家理

念を構成したということである。 
一言で申し上げれば、市場経済の導入を是認した、ということである。 
しかし、国家理念を根本的に変えてしまうことは、支配体制の交代なしには、

なかなか難しい。それゆえ、現在の中国でも、建国以来変更していないものも

ある。それは中国共産党の一国支配体制である。これを堅持しているために、

自由な選挙は行われない。中国の国会に相当する全国人民代表大会の構成員も

形式的な選挙を経て選任された代表によって１００％占拠される。 
したがって、中国政府は、中国共産党の政府になる。「中華人民共和国憲法で

は、中国共産党が憲法より上位にくる構成だ」との説明すらある。 
それゆえ、中国の理念を具体的に実現していく権力は、中国共産党の幹部で

構成される中国政府であるということになる。ただし、手続き的には、全国人

民代表大会が、共産党政府を規制しているという形はとっている。 
 国家理念を現実に合わせて調整した現在の中国に、国家理念と現実の間の確

執はほぼ存在しないとみていいだろう。 
以上、中国に見る国家理念と現実との関係を簡単に俯瞰してみた。 

（３） 中国の軍事政策について国家理念と現実の例をみる 
そこで、一つの具体例として、最近話題になっている中国の軍備拡張の動き

を国家理念の視点から観察してみたい。 
中国の軍事戦略の基本は、現行憲法の前文に「工業、農業、国防および科学

技術の現代化をしだいになし遂げ」の部分、および、第２９条の「武装力」と

いう言葉で軍事力を表現している。 
現行憲法第２９条＜武装力の帰属・任務・強化＞ 

① 中華人民共和国の武装力は人民に属する。その任務は国防を堅固にし、侵略

に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和的な労働を防衛して、国の建設事業に

参加し、人民への奉仕に努めることである。 
② 国は武装力の革命化、現代化、正規化建設を強化し、国防力を増強する。 
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すなわち、中国は国防のために武装していると明言している。 
また、憲法第６２条＜全国人民代表大会の権限＞にあるように、軍事に関する

決定は、すべて全人代にある。中央軍事委員会主席の任命、罷免、戦争と平和

に関する問題の決定、などである。それゆえ、人民解放軍は、全人代の司令下

にあるということになる。 
現在、中央軍事委員会主席は、習近平国家主席が兼務しており、人民解放軍

は習近平の許可なく軍事行動を起こすことはできない。 
では、中国はどのような場合に軍事行動を起こすのだろうか？ 
以下、現在の政治体制に変更がないという前提で議論を進めると、まず現在

の中国指導部が戦争について、どのような考え方をしているのかを知る必要が

あるだろう。 
以下は私の推測である。 
中国は、歴史の中で、複数の軍事的な天才を輩出している。孫子、諸葛孔明

などがよく知られている。それに対して、新中国の軍事的天才は、毛沢東であ

ろう。新中国建国における毛沢東の現在での評価は「功績第一、誤り第二」と

いうもので、功績を否定しているわけではない。しかし、彼の死後、誤りが強

調されたため、いまや彼の功績の部分の評価はあまり言及されなくなっている。

現在の中国でも、毛沢東の名前を出すことは、まるで腫れものに触るような雰

囲気があるようだ。胡錦濤政権時代も、現在の習近平政権においても、毛沢東

に触れることには細心の注意が払われている。私は彼の軍事的分野での活躍は、

中華人民共和国にとって功績の一つであると考えるべきだと考えている。 
それは彼の著書「持久戦論」（「毛沢東選集」第三巻 三一書房）で詳述され

ている。１９３８年（昭和１３年）５月から６月にかけて、彼は持久戦につい

て講演した。１９３７年（昭和１２年）７月７日に勃発した日中戦争のほぼ１

年後のころで、日本軍が北京、南京、上海など中国東南部に勢力を浸透してい

た時期と重なる。１９４１年（昭和１６年）１２月からの日本の太平洋戦争開

始の約３年半前のことである。 
彼の講演の骨子は以下の内容である。 

① 日中戦争は長引く。日本軍は強いがいずれ負ける。 
② しかし、急いではいけない。じっくり戦う。 
③ 日本軍は外国（アウェイ）にいる。中国軍は本国（ホーム）にいる。 
④ 日本軍は世界から反発されている。中国軍は世界の支持を得ている。 
⑤ ゲリラ戦法が効果的だ。攻めては退く。これを繰り返す。 
⑥ 国の命運を危うくする戦争はやらない。その場合は退く。 
⑦ 戦争は政治の延長だ。（クラウゼビッツの言葉の引用？） 
持久戦論は、抗日戦争の戦い方を述べたものだが、第二次大戦後始まった中
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国内部における国共戦争では、人民解放軍は、軍の規律保持と農民の支持をベ

ースに国民党軍に勝利した。ここでも毛沢東の指導者として評価は高かった。 
現在の中国は、軍事的にはこの経験のもとに成り立っており、その後毛沢東に

次ぐ軍事的天才を持っていない。公然と毛沢東の軍事論を標榜することはない

にせよ、人民解放軍とその子孫たちに「持久戦論」はなんらかの影響を与えて

いると考えざるをえない。 
なかでも、「戦争は政治の延長」「国を危うくする戦争はやらない」「じっくり

戦う」「攻めては退く」などの現在ではあたりまえのような言葉も、中国政府の

幹部たちは、毛沢東の言葉として心の中に焼き付いているであろう。 
（４） 中国政府の政治思想の基本も毛沢東理論？ 
戦争は政治の延長と考えている中国政府指導部は、政治の中に戦争政策も当

然組み込んでいるはずだ。 
それでは、中国政府は、政治についてどう考えているのであろうか？ 
ここに再び毛沢東が登場する。過去３０００年の歴史の中で、中国が幾多の

偉大な思想家を輩出してきたが、現代の最大の思想家としての毛沢東の存在を

中国政府は無視できないだろう。これも功績の中に入るはずだ。 
とりわけ彼の著書「矛盾論」（「毛沢東選集第三巻」三一書房）で取り上げられ

ている彼の世界観・政治論は、過去の欧米の哲学思想を一般大衆にわかりやす

く解説した書として評価できるだろう。 
これは唯物弁証法という今では過去の遺物とみなされている思想をベースと

し、彼の共産主義思想謳歌の書ともいえるが、しかし、今の中国政府指導部は、

「矛盾論」捨て去ることができるかどうか、疑問である。 
矛盾論の骨子を私なりに解釈すると 

① 世界は基本的に対立→統一対立→統一の運動の中にある。 
② その中で主要な対立はなにか、二次的な対立はなにかを見極める必要がある。 
これだけである。 
毛沢東は、対立＝矛盾と呼んだ。 
とてもわかりやすく、この思考方法は、社会主義者、自由主義者を問わず、

誰でも応用できる。 
現在の中国政府の指導者たちも若いころ、「矛盾論」を勉強したに違いない。 
考えてみれば、なにも「矛盾論」をひも解くまでもなく、世界中の政治指導

者たちは、似たような思考方法で政治を行っていると思われる。 
言葉を変えれば「我が国の直面している最大の問題点はなにか？」を判断し、

対策を建てることが政治家一般の責務であり、常識であろう。 
これを中国政府指導者は、主要な矛盾、副次的な矛盾と分析して政策を実行

しているはずである。 
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私の推測するに、現在の中国政府の判断する主要な矛盾は、 
① 国内の安定を維持する。 
② 経済発展を進める中で、国民の貧富の差を縮小する 
③ 現在の政治体制を維持する（反対者を認めない） 
④ 台湾問題 
⑤ 国内の少数民族政策 
⑥ 市場経済を現体制のコントロールのもとにおく。 
などであろう。 
副次的な矛盾は、 
① 外国企業と民族資本の存在を認めざるをえないが、これは政経分離で処理。 
② 日本・ベトナム・フィリピンなどとの政治的な対立。日本とは歴史問題をめ

ぐる対立もある。 
③ 国境を接している周辺諸国との友好関係維持。 
④ 米ソ、米中関係の友好維持。 
中国政府がこのように判断していると仮定すると、尖閣諸島問題は副次的な

矛盾であり、主要な矛盾ではない。しかし、彼らにとって尖閣問題は矛盾の一

つであり対立問題である。 
（５） 中国政府の戦争政策 
それでは実際に将来中国政府が戦争するかしないかの判断に迫られた時、彼

らはどう対応するのだろうか？ 
相手は日本国であるとする。ほかの国との戦争は想定しない。 
理由は、中国における対外国感情の中で、日本が突出してネガティヴに意識

されているからである。歴史の中で、中国を侵略した国は複数あるが、日本の

侵略は直近でしかも最も規模が大きかったこともあり、中国人たちの記憶に新

しい。尖閣諸島という国境問題も抱えている。これらがこじれ一触即発の危機

が到来したとする。 
中国政府の内部で問題解決の手段として、対日戦争の可否が討議された。 

① 戦争の目的 
まず、何のために戦争をするのか？が、討議された。 
基本はあくまで国防である。しかし、国防のため、日本に焦点を絞って、日

本を攻撃する意味が簡単にはみつからない。それで日本を懲罰することが、国

防であると結論付ける。日本はけしからん。一度懲らしめてやらねば国民感情

がおさまらない。このままにしておけば、現政権への不信が募り政府不信が国

内不安へ移行するする心配がある。これは国防である。 
要するに、現政権の維持のために対日戦争をしようというものだ。 

② 戦争の方法、見通し 
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ここで、毛沢東の「持久戦論」が関係者の脳裏をよぎるであろう。しかし、

毛沢東の名前をだすことは控えられる。けれども、中国にこれより優れた現代

の戦争理論は見当たらない。毛沢東の後でさらに優れた戦略家・戦術家は排出

していない。しかも、毛沢東の戦争論の中に、海を隔てた外国との戦いの理論

はない。それゆえ、現在の中国が持っている戦争論は毛沢東の持久戦論だけで、

「国を危うくする戦争はやらない。」「じっくりと時間をかけて戦う。」など、い

ずれにせよ先制攻撃の理論がでてこない。結論として、「日本を挑発して、彼ら

が最初に攻撃をしかけてくるのを待つこととしよう。」ということになった。 
現実に現在中国が尖閣列島に対して仕掛けてくる威嚇行為はこれに似ている。 

ゲリラ的な示威行為、衝突の一歩手前で退く、など毛沢東時代の人民解放軍の

常とう手段の再現とみえないこともない。 
戦争の前提としての国力（概算） 

中国      日本 
軍事予算       ９兆円      ５兆円 
陸軍         １５０万人    １６万人 
海軍          ２６万人     ４．５万人 
空軍          ３８万人     ４．７万人 
その他比較 
ＧＤＰ（２０１３）  ８兆ドル     ６兆ドル   
人口         １３億人     １．２６億人 
以上のように、人口、経済規模、軍事予算のいずれでも中国のほうが大きい。 
これは一つの参考資料である。このような違いがあるから、いざ戦争となった

場合、中国が勝つと予想するのはもちろん早計である。ほかにクリアしなけれ

ばならに条件がいろいろあるからである。 
③ 周辺諸国との調整 
地図で見る通り、中国は陸続きで、１５の国と国境を接している。北朝鮮・ロ

シア・モンゴル・キルギス・タジク・アフガニスタン・パキスタン・インド・

ネパール・ブータン・バングラディッシュ・ミャンマー・ラオス・カンボジア・

ベトナムである。 
日本懲罰の自衛戦争を行うには、まず予めこれらの諸国との調整が必要となる。 
彼らにこの隙をついて、中国領内に侵入しないとの約束をとりつけなければな

らない。さもなくば、紀元前以来清朝まで続いてきた周辺諸国との抗争に戻ら

なければならない。 
これは容易な仕事ではない。日本はもちろん国際社会は中国のこの動きを察

知し、日本は早々と中国の動きの非を国際社会に訴えるであろう。 
中国は歴史的に周辺諸国を侵略した時期はあまり多くない。わずかに前漢の
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武帝時代にベトナムと朝鮮半島を侵略したことがあり、清朝の康熙帝・雍正帝・

乾隆帝の３代の間に、台湾を併合するほか周辺諸国との間で国境を画定した。 
モンゴル民族の元王朝の世界制覇のもくろみは、漢民族の発想ではなかった。

その他の時代はもっぱら周辺諸国からの侵入に対する防衛に終始した。 
④ 国際社会との調整 
事態はいずれ国連の場に持ち込まれ、中国の対日戦争の是非の討議が始まる

だろう。米国は日本と同盟関係にあるため、難しい立場に置かれるだろう。国

連の場でも中国に自制を求め、日本に挑発に乗らないように求めるであろう。

しかし、いざ日中両国間に戦争がはじまった場合、米国がどのような態度で臨

むかは予測できない。米中戦争になることを懸念し、なんらかの対策をとるで

あろう。たとえば、日本の米軍基地からの一時的撤退とか。これを日中両国に

自制を促すために実行するかもしれない。 
中国は、国際社会に「これは中日両国の問題として処理したい」と訴えるで

あろう。これが認められなければ、中国の対日戦争は不可能となろう。 
⑤ 国民感情の把握 
中国は、１９４９年の建国以来現在に至る６４年間外国との戦争を経験した

ことはない。その間、平和な生活を享受したとは言えないが、大躍進、文化大

革命、天安門事件などを経て、世界第二の経済大国に成長した。中国は外国と

の本格的な戦争の経験がない。そのような国民を日本だけをターゲットとして

本格的な全面戦争に動員するとすれば、どのような政策が導入できるのだろう

か？ 
ひとつの可能性は、反日感情を極度に煽り、戦う以外に選択の余地がないと

過半数の人民に思わせる一方、中国と日本の国力の差を国民に示し、必ず勝つ

と宣伝する。たとえば兵力の大きな違いを示す。人民解放軍は２１６万人、日

本の自衛隊は２５万人、なんと６：１である。本確定な衝突の場合、兵力では

日本は中国にとても敵わない。 
しかし、今回は、中国軍はアウェイで戦うことになる。 
人民解放軍は国内の安定のために、相当数を残さなければならない。 
戦争の混乱につきものの内乱に対する対策が必要だ。 
少数民族対策も重要だ。ウイグル族、チベット族、モンゴル族など５５の少

数民族が居住している。大戦争の混乱に乗じて、反乱を起こす可能性がある民

族のビッグスリーがどのような動きを見せるか。 
場合によっては、現政権の存在を危うくする恐れがある。 
以上のような国内リスクは、中国政府にとって最大の難関であろう。 
それでも対日戦争を敢行することになるとする。 

「国を危うくする戦争はしない」という毛沢東の軍事思想も無視せざるをえな
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い。 
（６）小さな衝突から大戦争への可能性 
それゆえ、どちらから仕掛けるにせよ、何らかの偶発的な事件が本格戦争の

きっけになる場合があるかどうかである。その場合に考えられるのは、尖閣諸

島で発生すると考えるのが確率的に高いであろう。尖閣諸島領有権の双方の主

張は対立したままで、今のところ相互に妥協の余地はない。国連を中心に国際

社会は、中国、日本の双方に対して平和的な解決を要求してくる。 
それでもなおかつ、尖閣諸島の小競り合いをきっかけに大戦争へと突入した

とする。 
（７）戦争の内容 
①前哨戦は、敵情視察から始まる。人工衛星からの偵察により、敵の軍事施設

その他政府の重要施設をまず把握しておく。双方が無人偵察機を飛ばしてさら

に細かい施設の地図を入手する。 
戦争はまずサイバー攻撃からスタートするであろう。 
サイバー攻撃で、敵のミサイル基地、空軍基地、ほか軍事施設を攻撃する。 
双方の無人爆撃機が飛び交うが、大半が撃ち落とされる。 
②原子爆弾使用の可能性 
これは、原爆を保持する中国だけが可能な攻撃手段であるが、日本側はいち早

く中国の原爆攻撃手段を把握していて、無能化を図るろうとするだろう。 
ミサイル基地を破壊すれば、弾道ミサイル、巡航ミサイルの使用は不可能とな

る。航空機に搭載しても、日本の領土に到達することはまず困難であろう。 
韓国など周辺諸国はとばっちりを心配して、中国に原爆使用をやめるよう要求

するだろう。当然、国際社会から猛烈な反対を受けるだろう。中国国内からも、

もし原爆攻撃に失敗して中国の上空で爆発する恐れから反対の声が上がるだろ

う。 
③日本上陸の可能性 
日本側はその時点でも、戦争はあくまで自衛手段であるとの原則を変更して

いないと喧伝する。それゆえ、中国側の攻撃をまず受けることとなろう。 
中国側がサイバー攻撃、無人爆撃機の攻撃などで、かなり日本を痛めつけた

としても、最後の勝利をつかむためには、日本占領が必要になろう。 
ミサイル攻撃などで初期攻撃に成功し、日本が表面沈黙したので、日本占領

のために、海からの攻撃という古典的な戦争手段に頼ることになるだろう。空

母から爆撃機や戦闘機を飛ばして敵を攻撃する。人民解放軍を輸送船に乗せて

日本上陸作戦を展開しようとする。 
たとえば１万人乗りの輸送船が１０隻で１０万人、１００隻で１００万人と

なる。それだけの船が必要になる。事前準備で何隻の輸送船を建造する必要が
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あるだろうか？船を利用することで、陸上戦との大きな違いが出る。兵力数で

勝る中国軍は、１万人の小単位に分散される。 
このような戦争になると、中国にとっては蒙古軍の派遣以来、初めての経験

で、近代戦での経験は全くない。日本は明治以来のノウハウを保有している。

どちらが有利かわからない。 
（８）戦後の処理 
以上のように考えうる多くの要因を検討してみても、どちらかの一方的な勝

利という予想は出てこない。痛み分けの休戦という方向に行かざるをえないだ

ろう。結論として、中国は日本だけを目標として戦争を起こすことはほぼ不可

能に近い。 
目的を明確にできない。日本を攻撃してどんな利益があるのか明確にできな

い。日本との対立は主要な矛盾ではなかった。後回しにしてもよい矛盾だった。 
持久戦ができない。この理論は防衛を目的とした軍略であるためだ。 
①国民の大多数を納得させることができない。②周辺諸国の賛成を獲得する

ことが困難である。③国際社会の理解が得られない。④内乱の心配のほうがは

るかに大きい。 
（９）現政権崩壊の可能性 
 対日戦争の困難さが明るみでる、人民解放軍の犠牲者の増加、国民の生活困

難に拍車がかかる、などのマイナスが表面化され、中国各地で暴動が起こり、

国内は分裂する可能性が高い。少数民族の一部は独立国家を宣言する。 
 これまで見てきたシナリオのどこを見ても、現政権にとって対日戦争が有利

に働く要因を見出すことは困難である。 
（１０）中国政府は現実的な外交政策を続ける？ 
 以上、きわめて概略的であるが、中国が将来日本との戦争を予測しているか

どうかを検討してみた。結論はノーである。 
 これは中国の現政権が一番よくわかっていることではないだろうか？ 
 毛沢東の政治理論、戦争理論からしても、日本との戦争は無謀であると理解

しているだろう。やはり持久戦論でいくしかない。持久戦は得意である。尖閣

問題で日本を苛立たせる。台湾問題で米国を刺激する。 
（１０）内政・外交での原則論と現実 

 最近感じることだが、今の中国政府は、「試しにやってみる」ことが好きなよ

うだ。昨年の反日デモも試しにやってみたのではないだろうか？それが反日の

みならず反政府の運動にまで発展しかねない事態を知り、今年はやめた。 
 毛沢東指導による大躍進政策、文化大革命は試しにやったとしては、あまり

にも犠牲が大きかったが、今の中国政府にその癖は抜けていないようだ。 
 それと裏腹に、中国政府は「原則」に対する強いこだわりもある。 
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 たとえば、「中国は人民のための国である」という原則から、中国人民にとっ

てよいことだ、と判断すれば壮大な実験もやる。 
 現在中国全土で繰り広げられている農村住民の都市住民化もその一例であろ

う。農民を農地から切り離し、マンションに居住させて都市住民にする。周辺

に工業団地を開発して雇用を保証する。貧しい農民を豊かにするための方策と

して現在大々的に進められている。 
 中央政府が方針を示し、地方政府が実行に移す。その過程で地域住民の反対

に直面する。地方政府の幹部たちは「人民のためになる」と信じ計画を推進し

ようとする。人民の農地使用権を無視し、開発業者に土地を売却し、地方政府

の懐を豊かにする。これが汚職の原因になる。原則の乱用という恐るべき事態

が進行している。 
 共産党の一党独裁という原則は鉄の制度でこれは変えられない。 
 他方、原則は原則で維持しながら、現実を無理やりに変えないという中国の

伝統的な思考方法も無視できない。 
 たとえば台湾問題である。建国当初から台湾統一を主張し、現行憲法の前文

でも「台湾は、中華人民共和国の神聖なる領土の一部である。祖国統一という

大業を完遂することは、台湾同胞を含む中国人民すべての神聖なる責務である」 
と規定しながら、過去６０年余、一度も本格的な軍事行動に訴えたことがない。

原則を堅持しながら、無謀な行動はやらない。ぎりぎりのところまでは行って

相手を威嚇する。そのうえで懐柔策も講じる。持久戦論の実践の１例かもしれ

ない。 
 日本との関係は副次的な矛盾であるとの立場を維持すれば、これも持久戦論

でやればよい。日本の痛いところを言葉で突いて苛立たせ、有利な条件を引き

出そうとする。政経分離の原則で、経済的なお付き合いは続け、政治的には原

則を貫きとおす。首脳同士が１年や２年合わなくても、なにも困ることはない。 
原則を曲げることの弊害のほうが内政面でも危険だ。 
 過去、中国で、このような哲学を持って国を治めてきた政府はほかにないと

思われる。毛沢東の功績として評価すべきであろう。 
 そうなると、どこの国でも中国と本格的に付き合うためには、自国の国家と

しての理念と原則を明確にしたうえで対応することが必要なことであろうかと

思われる。 
 （２０１３・１０・２４） 

  


