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第 22回講義（政経）                                           2016年 11月 26日 

            中国の市民社会―動き出す草の根ＮＧＯ― 

                                                 駒澤大学 文学部部 教授 

                                                  李 妍焱（リ・ヤンヤン） 

はじめに 

 日本に来て 22年目で 2001年に娘が生まれ現在 15 歳です。日本で生まれた娘の名前を「咲楽（さくら」とし

たかったのですが、日本人の夫に相談したら「ラーメン屋の名前だ」と言われて即、却下されました。次に考え

たのは「心愛（ここあ）」ですが夫が「そんなの色の名前でこそばゆいじゃないか」と言われ、結局、「萌意（ほの

い）」としました。夫は「新しい意味世界の誕生だ」と言いました。 

 私の名前は妍焱（やんやん）ですが「焱」は中国では女性の名前にしか使われない漢字で線香花火の火花

のことで「妍」は美しいという意味で美しい名前ですのでよろしくお願いします。 

私にとって今年はハーフ＆ハーフの記念すべき年です。それは中国で 22年過ごし日本で 22年住んでいるこ

とを意味しています。日本に 22 年間住んで私の研究と自分の生活の実感として感じた日本と中国をお話しし

ます。私から見る日本と中国は「如何してこんなにもお互いにとって判り難いのか」と言うことを 22 年間の経験

を踏まえてお話ししたいと思います。 

 

１．中国人でも日本人でもない「自由人」と「媒介者」 

（１） 1983年～1993年 

 私は中国人でも日本人でもない「自由人」として生きたいと考えています。中国と日本の間でずっと生きてき 

た中で、自分自身の位置づけをどのように考えるのかを纏めてみました。 

 私は1983年に中学に入学しました。当時の中国は鄧小平下で「改革・開放」の政策を打出して「日本の国の 

ようになりたい」という目標を掲げました。 

鄧小平は 1978年 10月に日中友好平和条約の批准書交換のため日本を訪れ、新日鉄君津製鉄所、東海 

道新幹線、トヨタ自動車、日産自動車、パナソニック等の先進技術や施設を視察しました。日本から戻ってか

ら中国社会の目標を定めました。 

私が小学校５年生の時の1982年に家に初めて白黒テレビが入りました。テレビ番組は日本制作のものか香 

港制作のものしか有りませんでした。私達は日本のドラマや映画を観て育たったと言っても過言ではありませ

ん。その時代に流行ったドラマは山口百恵さんが出演していた「赤い死線」で、子供達が熱中していたのはバ

レーボールのスポーツドラマ実写版で、北海道の少女（金井由美）が出て来て特撮を使って凄いサーブを打

ち、ボールを空中で１回転させて打つとか、ボールをゆらゆら揺らせて打つとかがあって子供達が皆夢中にな

り「自分もバレーボールをテレビドラマのサーブと同じように打ちたい」と無謀なことに挑戦したりしていました。 

テレビ番組の音声は日本語のままで流れていました。私が今ここにいるのは、単にその歌を唄いたかっただけ

です。小学校５年生の時にその歌と出会い、その歌を正確に唄いたかったので「長春外国語学校」を受験し

入学しました。当時全国に７箇所あり語学エリートを育てる中高一貫、全寮制の学校でした。その学校は外交

官の卵を育てる学校で外国語の科目は英語、日本語、ロシア語から１科目選択することが出来、私は迷うこと

なく日本語を選択しました。そこで人生が決まって 1989年に吉林大学に入学しました。 

 私は 1989年８月に大学に進学する年でしたが、高校を卒業する直前の1989年６月に「天安門事件」が勃発 

しました。私達は語学のエキスパートとして育てられましたので語学専門の大学に推薦入学という制度があり、

北京外国語大学に４人の推薦入学の枠で既に決まっていました。しかし、良く分からなかったのですが「天安

門事件」の学生運動のせいで推薦入学の枠が４人から２人に削られてしまい、女性だけを落とすという理不尽

な理由で私は推薦枠から落とされてしまいました。地元の吉林大学に日本語学科があり、そこに拾っていただ

いて吉林大学に入学しました。 

 日本はこの時期バブル経済最盛期で、日本型資本主義を世界中が「ジャパン・アズ・ナンバーﾜﾝ」という形 

で日本社会を高く評価していた時期でしたので、私達も日本に対して非常に憧れを持っていました。日本型

資本主義の黄金期の市民社会がどんな様子であったのかを今振り返って見ますと、1960 年代は学生運動が
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あり、1970 年代も新宿駅に２万人以上が集まって皆歌っていた時代でした。市民として社会の問題に対して

敏感に反応し自分達の力で何か変えられるという信念が市民側にあった時期でした。しかし、1980 年代日本

がバブル経済期に入っていった以降にそれが崩れてしまい、市民側に対立が見え難くなり従順で横並びの

社会を他人任せにするという風潮が出来たのではないかと考えられます。 

 その時期中国では改革の模索期で、農村から改革が始まって都市へと移っていき、市場経済に移行しようと

していた時代です。日中は正に蜜月時期で日本文化が解禁されて高倉健さんとか山口百恵さんが中国で最

もよく知られ尊敬される日本人でした。高倉健さんが亡くなった時には中国でも追悼の後援会がありました。中

國の多くの文化人は高倉健さんから非常に影響を受けていたわけです。 

私は 1993 年に大学を卒業した後、３ｶ月間中国共産党の中央委員会に入っていました。仕事は中国共産

党中央委員会の外交を担当する部署で、中央委員会の対外連絡部と言われる所です。江沢民の時代で日

本の代議士先生方が中国を訪問した時は、中国の党のリーダー（国のリーダー）と会合します。私はその会合

時の通訳の仕事をしていて、ついでに日本の政治を研究していました。 

日本では 1955 年体制が終わり首相は細川護熙さんで連立政権を創りました。それまで小さな政党の野党

であったのがいきなり与党になりました。共産党の対外会合組織では日本の与党と付き合うわけです。小沢一

郎さんを中心とする頂上計画があり、100人以上の議員さんを一挙に連れて中国を訪問しました。北京空港か

ら市内に通ずる旧高速道路が建設されたばかりの時期で、全部封鎖して警察の自動車が先導し、日本の代

議士先生方を１人１台の乗用車に乗せ、100台以上の乗用車が人民街道に辿り着くのを私は体験ました。 

今思えばとても面白い仕事になったはずですが、当時今の旦那さんと大恋愛をしていた時期と重なり、仕

事より恋愛の方が良くて、兎に角彼の傍に行きたくてしょうがない時でした。本当は「１～２年仕事をしてからま

た日本に留学においで」と言われました。彼は河北新報に勤めており、大学４年生の時に彼と出会いました。

「もう待てない」ということで３ｶ月間勤務で中国共産党中央委員会を退職しました。 

（２） 1994～2001年 

 1994年春に東北大学大学院に入学しました。今の私の自分の中身というか人間としての自分の考え方、活 

動はそこから全て本格的に始まりました。それは何かと言いますと価値観で非常な衝撃を受けたことです。 

それまでは人間は自分が学んだものに染まっていくものであり、日本語学科に居ましたので日本語を学ぶだ

けではなく、日本文化や文学を学ぶということも行っていました。大学では夏目漱石の「こゝろ」や芥川龍之介

の小説を読んでいました。ペンクラブの知人に友人として手紙のやり取りをしていた人から本を送っていただき

ました。当時は女流作家の三浦綾子さんの小説「氷点」を涙を流して読みました。1990 年代の初めでしたので

日本の留学生が何人か大学に来ていて、当時最先端の小説を持って来ていました。例えば、村山春樹さん

の「ノルウエイの森」を私達全員が回し読みをしていました。それから留学生の方がドラマをビデオテープに録

画してくれて「東京ラプソデイ」と「百１回目のプロポーズ」を皆でビデオ鑑賞会を行いました。文学作品では古

典と呼ばれるものに接して、且つ最新の日本のものにも接していました。ジャイカ（国際協力機構）の仕事の一

環として日本人の先生が志願して大学に来てくれていました。 

私の卒論は三島由紀夫いついての研究ですが、その資料を教えて下さったのは高野斗志美先生で旭川 

大学の学長をなさり、文学評論家でもあり安倍公房の文学評論で知られていた方でした。三浦綾子さんともお 

友達で、三浦綾子記念文学館の館長をなさった方で私の卒論を指導して下さいました。 

大学で直接教わった先生方は今思えば凄い先生達でした。その先生達が日本で授業するのと同じ授業を 

私達にして下さいました。例えば、中央大学の広岡教授は日本語のリスニング授業でひたすらフｵークソング

を聞かせてくれました。授業はフォークソングを聞いてその歌詞を一人ずつ言うというものでした。私達は日本

人の同世代の人と比べても私達の方が幅が広いと思います。中国で日本語を学んだことによって接した人は

もっと幅が広いのです。日本の大学生が普段会えないような偉い人に会っています。例えば、瀋陽領事館の

総領事さんと普通に朝御飯を一緒に食べ、日本の有名人が来られた時には私達が駆り出されて一緒に何か

活動するというような大学生活時代でした。それでも「日本について本当に知らなかったな」と気付いたのは東

北大学大学院に入学してからです。やはり一番衝撃を受けたのは研究生として個人主義思想について１年間

勉強した時です。しかし、個人主義はタイトルからして理解できませんでした。 

中国では個人主義はマイナスでネガﾃィブ以外の何物でもないものです。個人は絶対に集団に奉仕しなけれ
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ばならない。個人に価値があるという考え方は無かったのです。日本について勉強し自分が受けてきた正当

な中国の教育で、個人主義は批判すべき対象であって個人主義の価値観や思想を勉強するのは考えられな

かったのです。 

東北大学大学院で人間個人として価値を尊重すべきであるという、人間の命は大切なものであり、一人ひと

り尊厳を持っているのだという事を学んだ時、それまで中国で学んだ英雄とは何かという概念が覆されました。

例えば、夏になると必ず洪水が起こります。洪水が起きたら人民解放軍が駆り出されて河が氾濫しないように

土嚢を積んだりしますが、その土嚢を積むことが間に合わない時には人民解放軍は自分の身体を使って洪水

を止めようとします。そのことは英雄として報道されます。中には水に流されて死亡する人もいます。私は当時

何も疑いなく人民の財産と命を守るために自分を犠牲にした人は英雄だと思っていました。 

東北大学院で学ぶようになって「それはおかしいのではないか」と気付きました。毎年洪水が起きるのにどう

して止められないのか。先ずそこに問題があるのではないかと。人民解放軍だからと言っても勝てない事に命

を捨てなければならないのはどうしてなのかと思い、そこから市民社会の研究に入ったわけです。 

私が東北大学院で学んでいた時代は、丁度日本では「失われた十年」と言われ、バブルが崩壊し「日本型

経済」がグローバル化に対応出来ないことで構造的な問題がいろいろ露見していました。この時期の中国は

国営企業改革の痛みと大都市への投資が拡大する時期で混沌していた時期です。各種の法律・制度が現実

の変化に追いつかずカオスの状態、時代だったと思います。日本企業が一番盛んに中国に進出したのはこの

時期でした。日本企業は中国に沢山の工場を創るようになり、日中経済が不可分になっていった時期です。 

（３） 2002年～2009年 

 私は2002年４月に駒澤大学文学部の教員になりました。最初研究していたのはボランティアグループです。 

ボランティアに興味を持ったのは仙台でおじ様達に出会い、何故だか分かりませんが日本に来てからおじ様 

達に可愛がって頂きとても勉強になりました。例えば、仙台の居酒屋で知り合ったおじ様達は、学生の頃ボラ

ンティアをやっていた方達でした。児童福祉施設でキャンプ活動等をやっていました。中国では職業差別意

識が未だに凄くあって、中国で暮らしていた時代は言うまでもないのですが、一般のサービス事業に対して差

別意識があります。つまりレベルの低い人間が他人にサービスするという考え方があります。学歴が低いとか

教養レベルが低い人間は人にサービスをし、レベルの高い人間はサービスを受ける。だから中国のサービス

態度が悪いとか親切ではないとか言われています。今では大部改善されましたが、それでも非常に強く職業

に対する差別意識はあります。 

私の固定観念の中では日本の居酒屋のおじ様達は、中国で言いますとレベルの低い人達です。しかし、

仙台で私が会ったおじ様達は素敵ですし、話題も豊富で常に面白く深いことを言って下さるので、うちの指導

教官より余程面白いと思いました。その人達は非常に輝いていて、自分の仕事以外に地域のボランティア活

動を行い地域の学びの場を創り、常に毎日活き活きしていました。 

この人達は何故こんなに楽しそうに生きられるのか、ボランティア活動の中にその秘密が隠されているので

はないかと思い、ボランティア活動の研究を始めました。 

ボランティアを組織として又は現象としてではなく、生き方として興味を持って研究するようになりました。 

そこからＮＰＯになると「非営利」と言う事が組織的な側面の全面に出てきて、生き方の部分であるとか一緒に

社会を創り上げていく楽しさであるとかが、結構見え難くなって来る気がします。 

市民社会をずっと研究してきて、駒泡大学では市民社会論とか比較社会論を担当しています。学生に市民 

として生きることの重要性を教えたりしています。 

 そうこうしている中に日本は「失われた二十年」に入り、それを見ますとビジョンと戦略の欠如があちこちから

見えてきました。安倍首相になってから政権交代が起こらない状況になっていますが、この時期になる前は結

構首相が代わり、政治を変えて経済が飛躍的に伸びたわけです。ＷＴＯに加盟し不動産開発によって利益が

飛躍的に増大しました。それと同時に地域格差・職業格差の拡大も著しいものがありました。 

中国の台頭と日本の混迷を受けて日中間に何があったかと言いますと、中国脅威論が台頭すると同時に中 

国が巨大市場として非常に魅力的になったのです。企業として中国に進出すると同時に日本に暮らす皆様と

って中国がどんどん巨大になっていき不気味に見える様になってきました。 

ＮＨＫテレビのスペッシャル報道を観ますと、1990年代は悠久な中国の歴史とか 12億人の改革開放に対し 
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て、希望を感じさせる様なシリーズやシルクロード等がありました。2000 年代になってＮＨＫテレビのスペッシ

ル番組の「激流中国」では中国の社会問題が突出していました。中国の党の広報は「激流中国」に対して最

初は取材に協力していましたが途中で止め、且つ中国では放送禁止になりました。この番組は中国政府の痛

い所を突いたもので、意図的に中国社会の問題を鋭くえぐり出すという主旨があったものと思われます。 

また中国で「段ボール肉饅頭」という事件がありました。中国の食品安全問題が沢山報道されましたが、結

局「段ボール肉饅頭」は捏造でした。「中国なら有り得る」と思ってしまうところがメディアの報道の凄いところだ 

と思います。日本社会が中国をマイナス、ネガティブに捕える様になってきた時代でした。 

（４） 2010年～現在 

 私は研究の傍ら 2010年から日中の市民社会に関して、自らの専門性と人脈を生かして双方の連携による日 

中社会ネットワークを設立しました。中国と日本の双方に対して恩返しする思いで始めました。日本は今、出

口を模索している気がします。政府としては再び経済成長と強い国家を目指しているように見えます。市民の

中には 20 世紀型の開発によって強い日本を取り戻すという願望があり、価値の転換を求めているのではない

か。しかし、大衆レベルでは改革・変革より保守モデルでこれ以上失いたくない、どうにかこのレベルに留まっ

てくれというムードが有るのではないかと思います。 

 中国は今、世界の秩序に服従する時期ではなく「自分達は世界に於ける秩序・ルールを創る」側に躍り出よ

うとしています。日本が理解する国際社会は基本的にアメリカしか見ないというものです。中国では国際社会

のルールは通用しません。中国からすると「国際社会は既存の与えられた一つのルールではなく、中国が大

国として参加し新たな世界秩序を創っていくべき時期だ」と中国は唱えています。中国は国際ルールを守ると

いうよりも、ルールそのものを問うと言っています。その中で中国にとって利益になるルール創りをリードしてい

くことを唱えています。 

「アジアインフラ投資銀行」とか、「一帯一路」の構想がそうです。貿易関係でリードを取るとか、「Ｇ８」は最早 

世界における影響力があまりないというのが中国側の認識です。少なくとも「Ｇ２０」で世界の秩序を創って行く

時期に入っていくのです。何を強調したかったと言いますと、人間の人生は短いように見えて実は結構歴史を

見つめるものだと思います。歴史の中に自分をどの様に位置付けるかということが、恐らく区切っている枠組み

を超えて生きるヒントになるのではないかと思います。つまり埋もれて生きるのではなく歴史を振り返る、私の場

合は中国と日本の両方の国を生きていますのでそれを振り返ることにより、両方の枠組みから踏み出た時に自

分はどんな役割を果たす事が出来るのかを考えることが出来ると思います。 

 

２．日本で身に付けた価値観 

 私のこだわりは今の研究と実践の基本的な態度が、国家の恣意によって個人が大事にする価値が犠牲にな

ることへの拒否、それが根本にあると思います。これは日本で身に付けた価値観です。日本で発見したライフ

ワークで、自分の人生を賭けてここに拘り守り抜いて生きて行きたい。国家の恣意によって個人が大事にする

ものが犠牲になるのはおかしいということを常に考え、それを拒否していくことに拘りたいと思います。その為に

「下」から社会を構築する力と仕組みに関する研究と仕組み創りをずっとやってきました。 

 

３． 日本人と中国人の「国民性」の違い 

 日本に来て 22年間こんなに違うのかと思った事が本当に沢山あります。家庭内は異文化ですから、それで 

22 年間よく持ったものだと思います。それは偏に私に寛容と理解の心が有るからだと思っています。日本と中

国は同じ漢字を使います。ひとつの漢字に意味が込められており、漢字を見ることでお互いの言葉が全然違

うのに何となく解り合えることがあります。中国人でも日本の新聞を読めたりします。夫も中国語が全く判らない

のに中国の新聞を読んだりしています。だからこそ難しいのではないか。同じ似ていると思っていても実は凄く

違っていて、違いが逆に見え難くなっています。人間は集団・群れで暮らす種族です。群がどのような自然環

境で生きているのかによって群れの性質が違ってきます。 

① 生存条件 

 日本は島国で中国は大陸です。中国は漢民族が 99％位で漢民族の発祥の地は黄河流域です。中華民族 

又は漢民族の始まりは黄河流域からです。黄河流域は厳しい環境で黄土高原があり、黄色な土が延々と続い
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て緑が少しもない地域です。黄河が流れていて昔は物凄く氾濫し、治水で黄河の氾濫を何とか避けて生き延

びることが出来たのです。最初の中国の皇帝は治水で生きた人で水神とされていました。中国は環境と闘い

ながら生きてきました。 

① 自然観 

 日本の自然環境は相対的に言って優しいと思います。特に水が豊かで緑が豊かであることは素晴らしいも

のです。人力でコントロール不可能な天災（地震・火山・台風）はどうしようもないもので、自然観に影響します。

中国の場合は人間信仰があってガバナンスしようとします。環境を何とか人間の力でガバナンスしようとします。

日本は人生無情で自然には勝てないと言う自然観があると思います。自然に対して畏怖の念を抱いて自然の

恵みに感謝する、と言う自然観があると思います。ただ近代社会以降、特に投資して開発するようになってか

ら、その自然観が忘れ去られてしまった。 

② 美意識と価値観 

 自然観に基づいて人々の基本的な美意識と価値観が形成されると思います。中国の場合は黄土高原で色 

が無い、その所為かも知れませんが色が好きです。建物も色を沢山使います。服装も日本のファッションメー

カーが中国で販売する時に、日本と同じ物を販売しようとすると絶対売れません。中国の人々は色が欲しいの

です。豪華絢爛なものが好きでスケール感が好きで、量と規模を追求して形式を重視します。故宮を観れば

一目瞭然です。 

 日本は自然の色彩が豊かだからかも知れませんが、敢えて人工的に造る物に関しては色に拘らず、色よりも

その質感とか味わいであるとか、上品であるとか、その中で何を感じ取ることができるか否か、情緒と感受性を

重視します。 

④ 仕事観 

 中国は兎に角にも結果重視です。平凡な努力しか出来ない人間は中国社会で成功しません。日本では地

道な努力を評価します。今の時代は少し変わってきたと思います。社交能力よりも礼儀、順番を重んじます。

非常に慎重で丁寧です。日本では非効率的なことが沢山あります。煩雑な過程を用意し面倒な事を沢山用

意します。それに神経を注ぎます。このような煩雑で面倒なことを用意するのはトラブル回避のためです。何か

上手く行かなかった時に自分には責任が無いことを示す為に面倒なことを一杯用意しています。稟議制度で

は関係者が全員印鑑を押しています。この稟議案件が失敗した時は誰も責任を取らなくてよいからです。 

 日本はずっと「戦争の責任をきちんと取ろうとしていない」と責められています。日本では「私達はきちんと謝

った」とか「反省して平和主義でやっている」とか皆思いますが、どうして「責任を取ろうとしてないか」と映るの

は一人一人が責任を取ろうとしていないからです。「戦争は自分の責任ではない」と言います。今の時代の若

者は当然戦争に直接加わっていないから責任は有りませんが、戦争を経験した人達も「軍国主義」が悪かっ

たとか「あの時代はあの様な空気だったから仕方がなかった。」という理解が広まっていて、日本の子供達に戦

争教育を行う時は被害に関する教育しかしません。東京大空襲とか広島と長崎の原子爆弾を落とされたことし

か教えません。日本軍が加害者となってアジアで何を行ったかを子供達には教えることはしていません。 

ひたすらあの時代はおかしかった、何であの時代はおかしかったのか。あの時代を生きた一人一人はどうして

責任を取るのか。責任の取り方は日本社会で非常に不明確です。企業が不祥事を行うと企業のトップが深々

と頭を下げて謝るのですが本当に責任を取るわけではない。国も原子力発電所の事故に対して責任を取ろう

としていません。国が本当に責任を取ろうとするなら原子力発電所建設の技術を海外に輸出しようなどとは思

わないものでしょう。 

⑤生活態度 

 中国は凄くオープンでプライバシーにそれ程拘らず遊び上手です。何かあると集まって日常を楽しみます。

今、社会問題になっているのは団地形式の住宅で、団地の中に広場があり高齢者の皆さんは夕方になるとそ

の広場に集まり大きな音量を流して歌い踊っています。それを広場踊りと言って夜遅くまで続いていて、これ

が世代間のトラブルになり裁判になりました。同じ団地に住んでいる若い人達が早く寝たいのに、朝早くから

夜遅くまで歌い踊っていますから若い人達が眠れなくて結構トラブルになっています。 

 日本は日常の態度は真面目で素朴で控えめで、晴れの時は羽目を外してもいいとされる場では日本人は

凄く豹変しますから驚きます。お祭りの時は狂っているのではないかと思う位です。また日常的な「晴れ」の場
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は居酒屋でしょう。中国から日本に来日する人は来日する前に「日本人は公共の場では静かにしているよ」と

か「ゴミを公共の場には捨てないよ」とか「電車の中で大きな声で話しては駄目よ」と私達も中国人に注意して

います。観光客は日中の観光中は謙遜な思いでいますが、夜に居酒屋に連れて行くと「何だよ日本人は、こ

ちらの声が通らないよ、煩いよ」と皆が言うわけです。日本人は思う存分やってもいいとされる「晴れ」の場では

物凄くエネルギッシュです。この事は外国人に理解されないところがあります。特に「お祭り」は日本人の精神

の深いところに宿っているものだと思います。中国人が日本人の「お祭り」を観て集団的狂気と感じており理解

し難いところです。「何故そんなに盛り上がるのか、冬なのに何故裸なの、どうして火の上を通らなくていけな

いの」とか「狭い道で神輿を担いで集団で騒ぐのか、諏訪の御柱祭りで何故死者がでるのか」と不思議がりま

す。 

⑥一体感 

 一体感というのは何でもって社会の纏まりが保てるかということです。日本は基本的に血統で、日本人の「血」

が流れているか否かです。私は多分この後ずっと日本で暮らすと思っています。娘も主人も日本人ですし主

人の仕事も日本ですし、もはや中国に帰って暮らせない状況です。私は日本人の「血」は流れていないから、

死ぬまで日本人にはなれません。 

 中国の「中華民族」はいろいろなモノが混じっていて「中華民族」という特定民族はいません。中国で 56の民 

族が暮らしていて一括りに「中華民族」と言われています。中国は意識的に「中華文明」というものを歴史的に

どんどん築き上げて強化していって統一を保とうとするのです。この事は秦の始皇帝から始まりました。始皇帝

以前は春秋戦国時代で、小さな国に分かれていて常に内戦が続く状態でしたから、人々は辛い目に会ってい

たのです。中国の歴史上で人々にとって一番大事なことは内戦が起きないことです。内戦が起きると皆が不幸

になります。 

 日本は歴史上戦後アメリカに占領された以外は侵略を受けたことはありません。日本と海外との付き合い方

は常に自分から出て行って好きな物だけ持ち込んで自分達の社会に合うようにアレンジして使えば良いと云う

歴史でした。遣隋使も遣唐使も中国から持ち帰ったのは書物であり、中国の一部の文人が書いた思想であり、

社会制度の中でも日本で使えるもののみを持ち帰りました。「科挙制度」は中国の封建時代の一番の根本を

支える制度と言っても過言ではありません。「科挙制度」で文人が登用され官僚なりました。日本は遣隋使も遣

唐使も中国へ学びに行って「科挙制度」を導入しませでした。それと「宦官制度」（皇帝や貴族の後宮に仕え

た去勢された男）も日本は導入しなかったわけです。日本が海外とどのように付き合ってきたかと言いますと一

つの所と付き合ってきました。古代は中国で好きな中国だけを切り取って見てきました。それも自分達の必要

に応じて変えて使ってきました。近代になるとヨーロッパしか見ていません。ヨーロッパに派遣して学んできて

憲法を創ったり軍事力を増強したりしました。戦後になるとアメリカだけを考えてそれを国際社会としました。 

2000 年以降グローバル化が進み、そんな世界との付き合い方は通用しなくなってきました。情報化社会の

情報化とグローバル化の中で、日本は改めて自分達は世界でどのように生きていけば良いのかという事が初

めて本気で問われるようになりました。自分達はどのような社会を目指して生きて行くべきかが問われるように

なりました。それまではこの島で平和に暮らせる恵まれた状況でした。 

 中国は陸続きで馬でどこまでも行けますからジンギスカンは凄かったのです。歴代王朝は変わり、途中で漢 

民族でない政権が何度もありました。中国共産党は 1949年から初めて政権を取りました。中国では政権が代 

わるのはかまわないが、何とか統一を保ち一つの国だと意識的に創り続けてきました。中国人にとって歴史は

アイデンティティそのもので、自分達を創り上げてきたそのものであり、未来志向と言われても歴史をきちんと

踏まえないと自分の正当性が証明出来ないことになります。 

⑦行動原則 

 物事の処理の仕方ですが、日本は目立たず突出しない様に周りを観察し溶け込むみ、もたれ合い、個人の 

責任を無くすことで身を守ります。どの社会でも行動の仕方は基本的に保身です。自分をどのように守るのか

は本能です。日本人は「中国の観光客はルールを守らないとかマナーが悪い」と言いますが、それは日本社

会において「ルールを守る」という事は自分を守ることになるから皆が守るわけです。 

 中国社会では「ルール守る」ことの意味は、規則通り決められた通り動くと自分は常に損をするということを繰

り返してきました。自分達の親族を中心にした信頼できる人間ネットワーク（血縁関係）で自分達を守ります。 
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そして国とか政府が建前で言っていることに関しては、人間ネットワークで「本当にそうなのか」とか「騙されて

いないのか」と思い、私的なネットワークを信じます。日本人は国とか政府が発表したことは素直に信じます。

日本の長い歴史を見ますと目立たないように周りに合せ、皆が取り決めた通りのことをやると傷つかないという

社会になっています。 

中国で大事なのは自分の人間関係のネットワークをきちんと築き、その中に有力者が居て独特な自分なり 

の情報を持って、且つそのネットワークの中で自分が有力者として認められ皆から尊敬されると、結果におい

てチャンスが生まれます。 

自分が競争に勝って優位に立つことで身を守ることができます。中国では勝ち負けが凄く重要です。勝った 

者は自分を守ることができますが、負けたら傷付くことになり易いのです。保身という意味で皆同じですが社会

の構造が違うので保身の仕方が違うだけです。人間は社会に合わせて自分の生存を賭けており、生き延びる

技法を子供の頃から身に付けていて、中国社会と日本社会が違っているのは当然です。 

 

４．改革開放後の中国社会の変化をどう捉えるか 

 改革開放後の中国社会はどの様に大きな変化を遂げたかと言いますと、基本的に改革開放は上から下へ

の改革です。経済的には計画経済から社会主義的資本経済に移行しましたが、最近は社会主義的と言わな

いで、「中国の特色のある経済とか市民社会」と言うようになりました。普遍的に同じものでなければならないと

いう考え方ではありません。政治的に「文化革命」については今でもタブー視されおり、それを反省し踏まえて

徐々に政治改革、つまり集権するところと、分権する所は分権して行くバランスのとり方を模索しながらやって

いる状況であると思います。社会的には職場を意味する単位があります。都市の人は皆単位に所属していま

したが、その単位システムが終焉し組織への所属が凄く流動化しています。 

組織への所属という意味では日本の方がよっぽど社会主義的です。日本では正規社員と非正規雇用社員 

との格差が問題になっていますが、中国は民営企業では全員非正規雇用です。正規社員の概念は国有企業 

しかありません。逆に普通の民営企業では何年間で次の民営企業に転職するというのが当たり前になってい 

ます。改革開放直後の個人の価値観は物質的な拝金主義が横行しましたが、物質的に成熟してきたという面

があり、今盛んに提唱されているのは人本主義で人を大切にするという考え方です。 

中国人が日本に視察に来て良く感心するのは「日本の様々なサービスは人本主義で人に寄り添っている」

と言います。改革開放後の中国社会の社会変動を捉える時のキーワードとして、研究者の間で注目されてい

るのは個体化社会という考え方です。個人は集団の一分子としてではなく自分自身として存在していい社会

で、個人は個人として仕事や住居や付き合う人を選ぶことや制度との関係性を築き上げることが出来るように

なりました。その条件として市場経済化と労働市場の自由化と都市化があります。 

ただ中国の個体化の場合は西洋の社会と違い、個人主義的に自分の生きる指針をきちんと学んでそれに基

づいて選んでいくというよりも、非常にエゴイステックになり何に準拠するのか道徳規範がなかなか出来なくて

社会不信が広がりました。制度が変化に追いつかず混沌とした状態でしたので、社会不信が広がっていて、

例えば中国で高齢者が道端で倒れても助けてもらえない、というのがニュースで報道されたと思いますが、そ

れは助けたら「この人にやられた」と訴えられて数万元も取られたという事件が実際にあり、それがネットであっ

という間に広まりました。高齢者自身が詐欺師となり、善意で助けようとした人を陥れることになりました。 

 

５．中国社会の秩序形成パターン 

 日本で皆さんがよく見るのは、「中国政府がどのような政策を出したのか」とか「法律がどうなっているのか」等

ですが、日本社会を観るためにはフォーマルな部分は社会の実態を反映したものになっているので有力な切

り口になり得ます。日系企業が中国に進出する時に、例えば、環境に関する規制は先ず法律の勉強をします。

これを守るためにどうすれが良いかという話になります。ただ私達が中国社会を観るときに制度とか構造とかで

捉えることも出来ますが、フランスの社会学者のミシェルフーコの概念で「統治の技術と生存の技術」の二つの

軸で見ると結構面白いことが見えてきます。いかなる社会でも統治の技術が有ってそれに対して人々の生存

の技術もあります。中国の統治の技術は「権威による統治」です。「権威」は正当性が必要です。共産党は選

挙で選ばれていません。日本では自民党の今の統治は正当性があるとされるのは選挙を経てるからです。 
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 中国の憲法には共産党の指導の下に国があると決められています。その正当性は何であるのかを共産党は 

常に説明し続けなければならないのです。共産党は全体的なビジョンを示し戦略に基づいていろいろな政策

を行います。我々はその政策は人民のために行っていると言います。共産党はどうして正当性があって統治

できるかと言いますと、我々人民の代表だからです。人民の利益を代表する党であれば社会主義は人民が独

裁しても良いという考え方があり、人民の利益を代表する党は当然そこで統治することになっていきます。 

様々な政策をやるわけですが、基本的に中国はエリートによる社会統制です。共産党員は８千数百万人です

が 14 億人に近い中国人の中の８千数百万人です。共産党員は幹部と群衆に分かれています。群衆は党員

でない人達が殆どで一般の民衆です。幹部は殆ど党員です。多くの組織に於ける幹部はその組織を管理し

ます。今の習近平政権では群衆路線を強調していて、幹部は群衆に寄り添っていなければならないし、群衆

の利益を代表しなければならないし、群衆の不満が無いように頑張らなければならない。幹部は党に官僚的

管理とエリートによる社会統制を行っています。 

 

 中国社会の統治の技術は歴史上儒教と法家の二本柱で上から下への統治をずっとやってきました。儒教は 

人々の倫理観で思想統治です。倫理観的な部分で社会秩序の成り立ちを支えているような価値観を植え付

けるもので、法家は罰則で法の前では天子でも庶民と平等であるという考え方で、誰だろうと法を犯したら罰

せられると云うものです。内側で支える倫理観・価値観と外側で規制する法家の考え方で、長い歴史上中国

はずっとそのような技術を持ってきました。共産党政権になってから儒教を１回壊してしまいました。特に文化

大革命の時は孔子廟が全部取り壊されました。その代り社会主義イデオロギーの価値観を植え付けようとしま

した。イデオロギーの価値観というものは、人間の価値を表現した言葉がスローガンになった瞬間に嘘っぽく

なります。例えば善良であるとか、誠実であるとか、仕事に対する責任というものがスローガンになって壁に掲

げられたら、自分から遠いものになってしまいます。逆に社会主義のイデオロギー教育によって人々の中に

元々有った素朴な価値観とか道徳観が無くなって崩れてしまいました。文化大革命の時は沢山の人々が告発

にあって裏切られ酷い目に合ったので道徳観が崩れてしまいました。 

 習近平は儒教を含めて国学を復興させる為、「四書五経」を始め「儒教」で孔子を語る先生があちこちの講

演に呼ばれ、「孔子をもう１回勉強しよう」と世界中で孔子学校を創ろうとしています。同時に社会主義中核価

値観を24文字にまとめこれを浸透させようとしています。その価値観を国学とリンクさせて新たな道徳観を植え

付ける柱に据えようとしています。 

法家に相当するものは頒布拝です。誰だろうと地位が高い人だろうと腐敗と認められれば処分することで党

内の権力闘争に利用している側面もありますが、民衆側の評判は高いものです。 

中国は江沢民時代に入ってから個人のカリスマ性が薄められました。鄧小平までは個人のカリスマ性が強く 

ありました。毛沢東も周恩来も非常に個人のカリスマ性がありました。しかし習近平になってから再びカリスマ

性が出てきました。習近平は中国国民の中で凄く評価され、結構親しまれていて「シーダーラ」という綽名を付

けられ、ネット上で習近平が拍手している写真や彼が進める読書リストが流される程庶民に人気が高い人で

す。 

 上からの統治には常に「統治技術」がありますが、それに対して「生存の技法」の部分もあります。中国政権

が一番拘って大事にしているものは何かと言いますと「民生」です。政権の一番根本的な正当性は「万民の公

平な生存」になります。その政権に正当性が有るとう事は、その政権の統治の下で民が「まあまあ皆が普通に

幸せに暮らしているという状態」で、それを出現できるかどうかです。もしその状態が実現できず余りにも酷い 

場合は、官不信で政権交代になります。選挙ではなく政権を支える能力があり、中国で生きる人々の民生を

良くする事が出来るか否かです。経済を成長させ生活ベレルをアップし収入を多くする事、改革開放後共産

党が必死にやっていることです。 

今格差が広がっています。この状態に対してこれ以上の格差拡大は拙い状況になるので何とか対処しよう

としています。万民の公平な生存が中国とって天理です。民の生存の技法として自分達がより良く生きていく

上で基本的に官不信があったり、二重思考つまり内と外の扱い方が異なり、上に政策あり下に対策ありとよく

言われますが、規則や要求に対して本能的な反抗心や誤魔化す心理があります。それに従うと損します。 

生活を楽しむとか親戚や友人同士を大事にするとか、ビジネス上は「互恵」を重んじますが「騙し合う」ことを厭
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わないこともあります。 

 

６．中国における草の根ＮＧＯの誕生と展開 

（１）草の根 NGOが現れる（1990年代～） 

 市民社会で言いますと、改革開放後の社会の変動の中で現れるべき領域として最初に出てきたのは 1994

年に中国に草の根ＮＧＯが現れました。1990 年代にはそれまで考えられなかった様な自分の仕事でもないの

にそれに興味を示し携わる人々が出てきました。1989 年の天安門事件」の後で、中国共産党内で「改革開放

を継続させる」のか「それとも元の中国の社会主義左翼に戻るのか」という党内の闘いがありました。当時の有

名な社説として「我々の帽子は資本主義の資なのか社会主義の社なのか、何を被るのか」という記事がありま

した。1989年の学生運動で資本主義が蔓延すると、共産党政権が危なくなるのではないかという危惧がありま

した。そこで既に引退していた鄧小平は党内の揺れを収める為に、1992年に「南巡講話」を発表しました。 

鄧小平が武漢、深圳、珠海、上海を視察して、「改革開放を堅持せよ、改革開放を力強く推し進めましょう」と

いうのが「南巡講話」の内容です。そこから一気に開発が動き出しました。開発に伴って二つの大きな流れが

出て、一つは「環境問題」、もう一つは「流動人口」です。農村から都市に最初に出て来たのは女性達で家政

婦さん達が凄く増えました。都市部では農村に対する差別意識があって、その人達は非常に悲惨な目に合っ

ていました。1990 年代の半ば頃に二つの社会問題が目立つようになり、知識人のエリート達は「この事はちょ

っと見過ごせない」という人達が出てきて、「何とかならないか」という時に 1995 年に第４回世界女性会議が北

京で開催されました。この会議でNGOフォーラムが同時に開催される事が決まっていましたが中国にはＮＧＯ

は無かったので、仕方なく政府が創った婦女連合団体がＮＧＯとして出てきました。 

 知識人達はその会議を通してＮＧＯという組織形態を知りました。「ＮＧＯこそがこの社会問題を解決していく 

上で重要な組織なのだ」いうとことに気付き、且つ 1980年代からフォード財団であるとかオックスファンドである 

とかグリーンピース等欧米を中心とした財団が発展途上国支援の形で中国に入りました。これが中国のＮＧＯ

を支えることになり、資金や技能を提供しました。当時は啓蒙的に社会問題を提起するという活動が中心だっ

たわけです。 

 2003 年に北京でサーズ（ＳＡＲＳ）が発生しましたが、この時は別のタイプのＮＧＯが出て来ました。出稼ぎ農

民は自分の地元に帰るのに帰れなくなり、仕事も無くてどうして良いか分からない状態で北京市内に留まって

いました。この人達や子供のケアであるとか公共衛生問題が一気に露見しました。この時中央政府が正式に

認めて対策に乗り出したのが「エイズ村」の問題です。これは 1990 年代の末に河南省で売血によってエイズ

が広く感染し多くの人がバタバタ亡くなっていった時期がありました。地方政府は長い間それを隠し通そうとし

て取材を一切入れないようにしていましたが、エイズ村の農民はこの状況を何とか中央政府や世界に知らせ

たいという思いで、闘争がかなり激しかった時期がありました。中央政府がそれを認めて無料の薬を配るとか

支援策を始めた時期で、その時から結構ＮＧＯの分野が広がりました。1990 年代に設立されたＮＧＯでボラン

ティアやスタッフとして働いていた人達が独立し自分のＮＧＯを創るのがどんどん増え、1990年代から 2008年

の間に沢山出来ました。 

（２）民間公益業界の形成（2008年～） 

 １人っ子政策により 1980 年代生まれの若い人達がこの分野で中心になりました。インターネットが普及した

事もあって従来のＮＧＯのように組織化して取り組むというやり方ではなく、ネットを活用してイベントであったり

ネット上で資源を集めて何かを行うという形式は、緩やかで組織と言うよりプロジェクトを中心に活動するように

なって行きました。また中国で沢山の利益を蓄えていた多くの企業が企業財団を設立するようになり、企業財

団が右肩上がりで増加し、今は４千以上の財団があります。その財団がこの分野に投資するようになりました。

2008年は四川大地震が発生しました。日本も「阪神・淡路大震災」がボランティア元年と言われていて、大きな

災害が発生した時に「我々の社会を創っているのは我々自身だ」ということを認識させられる大きなきっかけに

なりました。四川大地震が発生し、それまでバラバラであった知的障害分野とか女性分野とか環境分野とかそ

れぞれ違う分野で活動していたＮＧＯが一斉に共同宣言を出しました。「被災地に対して支援をする」と言って

現地に入りました。ジェット・リーが創っていた「壱基金」というのがあって民間財団の一基金が中心になって資

金支援をしました。そこで出て来た民間公益という領域の顔が見える形で出てきて「民間公益」と呼ぶようにな
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ってきました。 

（３）多様な市民による社会実践（2012年～） 

 2012 年以降この形がどのように広まっていったかと言えば、例えば、教育とか食品安全とか自然を守るとか

従来の組織を創りＮＧＯを創っての活動、或いは若者がネット経由で活動する或いはソーシャル・ビジネスとい

う形で社会的要請を受けて何かを創るのではなく、形式が多様化してプロジェクトを多様に立ち上げるように

なりました。 

 

７．市民社会の三つの歯車 

  私達がやっている環境教育の分野もそうですが、市民社会を理解する時に三つの歯車について説明しま

す。制度として保証された参加の権利があって、参加のツール・仕組みは草の根のＮＧＯとかネットワーク、プ

ロジェクト等の場があり、重要なのは参加の文化・意識と習慣です。何か社会的な事や公共的な事に対して他

人任せではなく、自分もその一員となって関わっていくことが当たり前という感覚です。その感覚をどう育てる

かというのが重要ですが、感覚部分の歯車を廻すためには参加する権利の歯車と、草の根の歯車を廻さない

と参加の文化というのが社会に育たないのです。 

 中国では今制度として参加の権利は十分に保証されていません。参加の仕組みの部分は 1990年代以降に

色々なものが出来つつあります。食品安全の問題は本当に深刻で、どうしたら安全な食べ物を確保出来るか

という部分と、子供の詰め込み教育が非常に深刻です。子供達が可哀そうな位毎日大変な課題が沢山あり、

小学校１年生でも宿題を夜までやらないと終わらないので大変です。 

教育に危機感を持つ親と同時に自然保護に危機感を持つ親、保護区でどのようにして生物多様性を守る

のかという人達はそれまで全然関係ない分野であったわけです。今この人達が一緒になって本日（11月 26日）

深圳で「自然教育全国統合フォーラム」が開催されていて 700 人が参加しており、これらの分野を全部カバー

しています。皆さんは自然教育を通して食品・有機農業を意識して育てるとか、環境を大事にする意識を育て

る体験型教育を通して、今の詰め込み教育と違う教育を求めるとか全部そこで一つになっています。関わって

いる人も本当に多様で、芸術家や建築家や学校の先生や地質学者や普通の親であるとか自然学校をやって

いる人等様々な人が集まっていて、参加の仕組みの部分は 1990年代のＮＧＯ時代からネット上プロジェクトも

含めた場のようなものも有ります。 

 

８．市民社会とソーシャル・イノベーション 

ＮＰＯ・ＮＧＯと言う時に、色々な社会サービスを提供する団体で国が提供するサービスと違い、もっと個別

的であるとか多様性が持たれるようなサービスを提供しています。ソーシャル・イノベーションを実現していくた

めにはアドボカシーというのが重要です。アドボカシーという言葉は代弁する機能で、代わりに声を出す機能

です。弱者と社会正義に関わる社会問題を提示して、人々に社会参加の機会を提供して見えない問題を提

示したり、声の弱い人達を助けて声を大きくしてみたり、私は「虫眼鏡」機能、「拡声器」機能、「廊下」機能と例

えています。「虫眼鏡」は拡大して見えるようにすることで、「拡声器」は声を大きくしていく事、「廊下」は廊下を

通るといろいろな社会実践の現場に行けること、つまり社会参加のツールとしてＮＧＯはアドボカシーの機能を

果たし、それによって行政や指導を監視し代替案を提示し新たな仕組みを提案していくことで、ソーシャル・イ

ノベーション、つまり政策、制度、仕組みに変革をもたらす事が出来るのではないかと思います。 

今の中国のＮＧＯは社会サービスの部分でかなり沢山やっていて多くのニーズに答えるサービスです。教

育も食品安全もそうですけが中国の社会環境は難しいのですが、習近平政権になってから社会サービスを提

供するＮＰＯ・ＮＧＯの団体に対して奨励するようになりました。 

様々な意味で便宜を与えることになりました。今までは正式に登録することも難しかったし、資金もなかなか集

まらなかったのですが、2016 年９月に新たに「慈善法」が創られ、慈善組織として登録すれば税制上の優遇も

あり、寄付を集めることができます。共産党の指導の下でも解決できない様々な社会問題の現場で地道にい

ろいろなプロジェクトをやって問題解決に貢献するような団体に対しては、登録を法的にも認めると企業の財

団もお金を投資します。しかし環境問題で汚染を垂れ流ししている工場に待機して、村民と一緒に抗議活動

をやっていた環境ＮＧＯのリーダーが行方不明になりました。皆を集め社会的不満をあおった罪で拘束されま
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した。少し前にも別の環境ＮＧＯの若いリーダーがフランスのメディアの取材を受けて秘密漏洩という名目で

10日間拘束されて取り調べを受けた事件がありました。 

習近平政権になってから群衆を集めて社会的不満をあおった罪によって逮捕された人が相次いでいます。 

この人を弁護する中堅弁護士と呼ばれる人達もどんどん失踪するようになっています。アドボカシーの部分に

係るものと、都市に出稼ぎ行く農民工をサポートするようなＮＧＯはタイプとして二つあります。一つは権利擁

護で農民工の給料未払いで弁護士と一緒に給料を取り戻しに行くとか、労災認定を勝ち取るとかのタイプで

す。もう一つは具体的にサービスを提供することで農民工の子弟にきちんと予防接種をさせることです。今生

き残っているのは社会サービスを提供するとか、権利擁護を主張するタイプですが取り締まられている状態で

す。エイズ関係とか公衆衛生の面でも権利擁護を強く全面に出している所はかなり厳しい状況で、民間のシン

クタンクも鋭く社会問題を提示する文書を掲載してきたところが一昨年潰されました。 

アドボカシーの部分は今非常に困難なことになっています。私達は中国の市民社会をどのように捉えて、出

来れば関わりそれによって中国の社会を少しでも良くしていき、逆に日本の社会も良くしていけるのかという事

を考える時に、今、真正面からアドボカシーを中国の共産党統治の正当性について異議申し立てをした時、

それが凄く影響力があって社会的な不安をあおる可能性がある場合は、危険と見なされるわけです。大事な

ことは社会の安定であって、社会的不安を巻き起こすかも知れない言動であったり行動であったりとなると警

戒が生じます。その中で私達がやっている事は、国の枠組みを越えて物事を捉えたり考えたりする人を増やし

ていくことです。そういう人が増えれば市民社会の様々な分野で活動する人を増やしたい、増えれば国際的

な連携もやり易くなりますし、又社会の様々な分野で制度的な解決に頼るのではなく、自分達で解決の仕組

みを創り上げる仕組みを見出していく人を増やしたい。日中新社会ネットワークという団体を立ち上げ、中国で

特に日本の方を観てくれている環境・災害・高齢者社会の三つの分野で、中国の新社会の人材を育てる活動

をやっています。 

 新社会との交流が面白いのは、これをやっている人は元々意識の部分で共鳴・共感を感じるものを多く持っ

ています。同じ中国人でも日本に視察に来て自分と同じ分野で活動している日本のＮＧＯ・ＮＰＯと一緒に話

をしたり、一緒に何かを拝見したりすると凄く共感します。そこで価値観の共有や方向地縁の共有が出来るよう

になって、戻ってから彼らの仕組みづくりの中核的人物になって政府の政策とは別のところで社会づくりの重

要な力になっていくのではないかと思っています。 

 

おわりに 

 動き出す草の根ＮＧＯですが、本当は草の根ＮＧＯから越えて様々な人が中国の社会の現場で何とか社会

の問題を自分なりに捉え動いていくことと、アドボカシーに関して様々な制限がある中でも社会を変えよう、良

くしていこうと頑張る人達が沢山居て、それを私達が日本にいて 22 年前に私という一人の中国からの留学生

に価値観の衝撃を与えたと同じようにその人達に対して価値観的には良い影響を与え、人を育てていき、中

国の社会問題の様々な領域で彼らの活躍・頑張りを応援していくのが日本の市民社会に期待されていること

ではないかと、冷やかすのではなく中国人の爆買いを笑うのでなく、中国人がマナーを守らないと云う風に見

るのではなく、中国を良くしていく為に日本で暮らす私達の責任とは何だろうか世界に対して今生きる日本人

として責任を取るという事で是非中国の新社会に注目して頂きたいと思います。 

  

[ 質疑 ] 

（質問）天安門事件が勃発した頃には先生は学生だったと思いますが、市民としてどう思われていましたか。 

（回答）中国にいた時は中国の政府が報道することしか知り得なくて、私達市民の目に映ってきたことは最大  

限軍隊の姿と暴力に出ていた市民の姿でした。日本に来てから天安門事件に対する違う角度からのドキュメ

ントを見たりしました。その後アメリカに亡命した当時の指導者達のインタビューも資料として残っているもの

を見たりしました。全く歴史的な事件というものは見方によってこうも違うのだなと思いました。当時共産党の

正当性に関して確かに大きな打撃を受けたと思います。どう立て直すかという時に、当時の共産党の正当性

は民意を如何に豊かにして食べられるようにするかが根本的に問われたのですが、まだ非常に不安定な状

況でした。文化大革命のダメージが大きく、何とか回復させて行こうという途中でしたが、何としてもこれは共
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産党を保持していく必要があり、かなりピンチであったと思います。その後当時の正当性を主張するのに日

本を利用しました。 

 私が大学にいた頃は政治とか愛国心教育が終わる時期でしたあので、私は直接それを受けていません。

その後江沢民の時代になってから愛国教育主義基地というのが示され、日本の侵略時に残った遺跡、資料

館や記念館に年１回子供達を連れて行き、教育するというのが 1990 年代の江沢民時代から始まったと思い

ます。日本の侵略戦争を批判することは、共産党の正当性を主張する大きな根拠になっています。「国民党

がちゃんと戦わなかった。共産党が民族を救うために頑張り、人民を日本侵略から開放したのは共産党だ。

腐敗した国民党を追い出して共産党政権を創った」というのがストーリーです。 

そのストーリーが揺らいだ時には如何に強化するかということです。習近平政権になってからそのストーリー

の強化に乗り出していると思います。今格差が広がっていて社会の不安定要素が聞こえているので、その正

当性をどう強化するかと言う時に、共産党そのものを褒め称えるという教育を増やしています。日本を素材に

するだけでなく歴史を素材にして、共産党が人民の利益を代表する正当な政党である事に乗り出していま

す。  

（質問）日本人の国民性や他人への思いやり等について、中国人との違いを中国で講演されますか。 

（回答）中国での講演はなかなか難しいですが、ＮＧＯとして日中新社会ネットワークを創っています。私達は 

自然学校とか自然教育という具体的な分野を創っており、中国で自然学校を創り子供達に違う教育を提

供したりしている人達は本気で日本に学びに来ます。その時私は「日本と中国の違いであるとか、国の枠組

みを越えて考えるとはどの様な事なのか、統治の技術とか生存の技術等の話をします。私達が願っている広

く浅くいろいろな人に直接話をする場はなかなか持ち難く、中国の人が呼んでくれないと講演が出来ません。

けれど日本に来る人達は意識がとても高く、中国に戻ると自分の場を持っている人達です。私達の戦略は

彼らに対し丁寧に伝えることをしています。交流プロジェクトで来日する人達は日本の理解を高めて帰って

いきます。私達は色々な所で日本を理解してもらうために意図的な仕掛けを用意しています。中国の普通の

人間のネットワークの世界に私達が入れるかどうかです。日本の中国進出はフォーマルな世界にしか入る事

が出来ず、その為失敗が多いと思います。中国の社会はフォーマルな世界と人間関係のネットワークの二重

ルールで実際に動く世界が大きいのです。日本はＯＤＡとか円借款で沢山のお金を注ぎ込んできましたが

誰も知らないのです。中国人は未だに日本がちゃんと戦争に対して弁償をしていないと言います。日本の沢

山の投資は政府を通したフォーマルな表面の所しか留まらなくて、人々の実際に生きる生活世界のネットワ

ークに入り込めなかったのです。それを改めないと日本をきちんと理解して貰えないし、日本の影響力を発

揮できないと思いました。私達は一番効果的な方法で人間が実際に生きる社会のネットワークに入り込むこ

とです。今、市民社会の様々な人達と友達で、日本びいきが一杯居ます。そんな付き合いをしているから出

来ることであって、機会が有って講演に呼んでくれれば、少し控え目に角度を代えて話をします。 

 

 

 

【李 妍焱（り・やんやん） 教授のプロフィール】 

 

・ 駒澤大学文学部社会学科教授。日中市民社会ネットワーク代表。 

・中国吉林省長春市生まれ。 

・1993年吉林大学外国語学部日本語学科卒業。 

・1994年に来日し、2000年 3月、東北大学大学院文学研究科人間科学専攻博士課程修了、博士（文学）。 

・2002 年 4 月から駒澤大学に就任、専門は日本と中国の市民社会に関する研究、ソーシャル・イノベーション

に関する研究。 

・2010年から研究の傍ら、日中の市民社会に関する自らの専門性と人脈を活かし、双方の連携によるソーシャ

ル・イノベーションをプッシュしたいという思いから、日中市民社会ネットワーク（略称 CSネット）を設立。現在

は環境教育や高齢化社会、災害救援などの日中が共有すべき社会的テーマを中心に、両国の草の根交

流と連携の促進に尽力している。 
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（著 書） 

・『ボランタリー活動の成立と展開――日本と中国におけるボランタリー・セクターの論理と可能性』（ミネルヴ

ァ書房、2002年 2月）、 

・『中国の市民社会―動き出した草の根 NGO』（岩波新書、2012年 11月）、 

・編著『台頭する中国の草の根 NGO――市民社会への道を探る』（恒星社厚生閣､2008年 3月）、 

・『拥有我们自己的自然学校』（中国環境出版社、2015）、 

・共著『中国のＮＰＯ』（第一書林、2002年 3月）などがある。 


