月 二 十四日のブレ ジ、
不フ演 説と、 これに対す

ような兆候をさらに 一段と明確にしたのが三

くもないきま、
ざまな事象が現れている。その

の関係改善の可能 性を示 唆すると受け取れな

の数 カ月来、 北京とモス クワ の聞には、 将来

の利益につながるとの見方は少 なくない。 こ

日本およびア ジア 、さらに西側自由陣営全体

、ノ ではないか1i中ソ対立の継続が

p

の対立が日本の国益だという思い上がった政

いう神話に甘んじているのではないか。中ソ

ひとつ別の神話｜｜つまり永 遠の中ソ対立と

日本人をとらえていたように、最近ではもう

がら「 かつて中ソ一枚 岩の団結という神話が

を唱える向きがないわけではない。しかしな

た 。中嶋氏の現状分析と見通しについて異論

しい局面を迎えるかもしれないと指 摘してき

氏は、 この て 二年来 しばしば中ソ関係が新

らず国際的にも高い評価を得ている中嶋嶺雄

活などの諸現象をひとつの材料に、「中ソの

には、
』れとの絡みで目立つ彰徳懐系人脈の復

東政治の全面否定と劉少 奇路線 の浮上、さら

状況 をみる時、中嶋氏は内政面における毛沢

こうした前提の上に立って、今日の中国の

れてきた歴史に求めねばならない。

しかもそれが完全無欠 な政策として神格化さ

の政策がそのまま中国共産党の政策に直結し、

本的要因は、毛沢東が実権を掌 握し、毛沢東

うな中 ソ対立の図式をもたらした中国側の基

「
内政の動向」になろう。つまり、今日のよ

関係に微妙な変化が生じているの

る中国外 務省ス ポークス マン のいわゆる「 留

策志向がある」との発 言には、 やはり耳を傾

－
一仁

意」 発言、
であろう。たまたま米中関係が、台

東北地区農村の視察、河川交渉の定期的な円

来にも注目している。例えばソ連掌者の中由

え、中ソ聞で起きているいくつかの小さな往

中嶋氏は、
』のような政治の流れの変化に加

た 」と、断言
する。

対立をもたらした根本的な要因はほぼ解消し

lド々
連カ
ソ
。

けねばならないだろう。

陥っていた。 一九七0年代初めから顕在化し

湾 への武器売却問題をきっかけに低述状態に
てきた中国の西側への傾斜姿勢に変化が生じ

中嶋氏は中ソ関係がどうなるとみているの

中嶋氏はまず、中ソ関係を含めて社会主義

満な妥結、 シベリア鉄道を利用しての中国の

だろうか。

く米国に対し、対中関係重視を要望し、中国

内部の問題を動かす根本的な要因として、「 内

量 ・額 の増加、ソ連の対中外 交責 任者でもあ

貨 物輸送の許 可、中ソ貿易交渉の継続と貿易

たのも不思議ではない。わが国政府もいち早

たのではないか、といった懸念が生まれてき

の西側離れを押しとどめるべきだとの見解を

内部の政治動向」であり、より簡単にいえば

部要因」を挙 げる。「内部要因」とは「共産党

チ ャイナ ・ウ ォッチ ャ！として国内のみな

占怪

表明したほどだ。

今 立事
後ツ

を関

つw
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中国が共産主義社会の実現を目標に掲 げた共

中嶋氏は、
』の問題を取り上げるに当たり、

経済でも自力更生の側面が目立つようにな

に回 帰していくのではないか。したがって

中国も社会主義 という大きな輪郭でソ連型

「党官僚 独裁体制の強化という意味 では、

る要人の訪中などである。

、
』うした現象面でみられる小さな諸事実と
産党政権の体制にある現実を見逃してはなら

り、西側から大型プラン トをEんどん輸入

ないと力説する。 これは近代化政策の中 で、

するような政策は影が薄くなろう」

世界 戦略 の立場で米中関係、中ソ関係を考え

中国が徐々に自由化を進め、西側諸国ーーと

中嶋氏は 昭和 十一年生まれ、長野県出身。

並 んで、
中嶋氏が強調するのは、中国自身が、
ている事実と国際共産主義 運動との関 連性の

はないかといった、ある種の漠然とした期待

りわけ日本や米固との提携友好を強めるので

かないにせよ、
少 なく上も中国は。
ソ連カlド。

て「中ソ関係がふ議 すでに和 解の方向にはい

になるのかとの判 断を下すとみている。
そ し

なる位置に据えることが、中国にとって国益

情 勢の動きを冷静に見極め、中ソ関係をいか

を利用 しながら、中国は自国を取り巻く国際

でいるといえよう。

の指摘は、正に この意味 で重要な問題を含ん

どうしても排除しなければならない。中嶋氏

かねない。希望的観測 定権 過多の中国観は

い違い、不必要なきしみと摩擦を引 き起 こし

経済協力ひとつをとっても、双方の思惑が食

らば、
易 な日中友好ムlドに流されるな・
う。安

感が定着しつつある兆候が目立つからであろ

訪 問された。現在は東京外 語大教授（国際関

授 として在豪するなど、海外 各地をしばしば

七七年豪州国立大学現代中国セン ター客員教

また六九年外 務省特 別研究員として香港に、

モン ゴルl中国を専 門家として初の縦貫旅行、

の激動期に訪中、七五年土中ソ対立下のソ連

院（国際関係論）
を京事来。一九六六年文化大革命

三 十五年東京外 語大中国科、四十年東大大学

前者について、中嶋氏は部小平などの言葉

一一点のようだ。

を使 って、日本や米国を牽 制できる立場に立

とうとするだろう」との見方を示す。

係論 ・現代中国学）
のほか、外 務省外 交政策懇

現代 戦 後ア ジア の再考察」に関する研究に

こうした醒めた観察眼で中国の現状をとら

より、 東大で社会学博 士 の学位を受けられた。

また後者、
ては、ポーラン ド情勢に対する中

「よりオーソドックス な社会主義 建設路線

よく「申由の ことはわかりにくい」といわ

談会委員、ア ジア －
調査会研究委員などを兼 任

である劉少 奇路線 を推進するために、毛沢

れる。しかし中嶋氏は「方法論 さえ確立すれ

されている。昭和 五十 五年六月「中ソ対立と

東型社会主義 を徹底的に払拭する。 これが

ば、中国の大局は分かるはず」と言い切る。

んなのか。中嶋氏は こう語っている。

部小平体制の緊急の課題だ。しかし中国の

これまでの評論 、研究活動の成果を集大成し

えると、いわゆる部小平体制が目指すのはな

上、ソ連けしからんとだけ言っていられるだ

状況は（ この目標達成で）
そ んなに楽観で

た著書 「北京烈烈」（筑摩書房）は、 こうした

する本質的な異議申し立てを許 容できない以
ろうか」と、ひとつの問題を提起している。

きない。
そ こで部小平は生命のある聞に中

国の姿 勢を例にひきながら、「共産党政権に対

「外 交は内政の反映」 という言葉があるが、

国全体のトータルな非毛沢東化を実現した

な流れにあるのかを的確につかんでおかねば

ず中国の内政、とりわけ政治動向がEのよう

そ の意味 、
て中ソ関係の将来を考えるにも、ま

A「後中国社会をリ ードしてい こう」

る反発も強いが、基本 的には劉少 奇路線 が

いと考えているのではないか。 これに対す

あろうか。

中嶋氏の自信 を裏 付けるひとつの記念碑でも

非毛沢
東化の
徹底を目指す

中国は正に・』の言葉がぴったりの国柄だろう。

ならない。
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