
社会主義世界の変貌とアジア

東京外国語大学教授 中 嶋 嶺 雄

最近の国際社会の大きな変動， その線本の潮流は何かを私の専門とする中国
あるいは社会主義社会の変動IC触れ， お話ししてみたい。

昨年から今年までに起った出来事を「89～90年革命Jと位置づけたいが， そ
れは， 極めて同時進行的で線本的な歴史の再編成ではないかと考える。今回の
事態は， 20世紀になってからの社会主幾革命に対する「カウンター ・リグィリ
ューション（反・革命）」となっている。 乙の言葉は極めて鮮烈で， しかも21

世紀を導く一つの方向性を示し， また. 20世紀の一つの歴史の総指ではないか
と思います。

20世紀を何で象徴させるか。一つはやはり革命だと恩う。西欧で最も返れた

ロシアで革命が起り， 四半世紀後iζ中国iζ革命が起きる。 ζの革命の赤い一本
の糸はさらに南にのびグェトナムを中心とするインドシナ革命となる。乙こま
でが， キューパ革命などと共に， 新しい第二次大戦後の革命で， 乙の勢いでは
第三世界は総て社会主義社会になるとさえ言われた。しかし， その後の寧態を

見ていると， 中国では， 文化大革命や昨年の天安門事件IC至るまで， 大変な悲

劇が起っている。日中の15年戦争の犠牲者よりはるかに多くの犠牲者が出てい
ます。文化大革命だけで2000万， 50年代の大路進政策でも2000万の人が死んだ

と言われる。犠牲が多くても経済的に成功すれば救われるが， 現実にはひどい

貧困と硬直化の中ICti込んでいる。例えば， 中国の一人当りのGNPは300～350
ドルで， 台湾は8500ドル。 5 年前は中国と台湾の差は15倍位だったのが今や30
倍位になっている。平等で盟かな社会， 資本主義の径桧からの解放が社会主義

の目的であったはずだが， 今や社会主義社会は自らの正統性の綬拠を失いつつ
あると見ていいわけで， 昨年から今年にかけての歴史的変化は， 20世紀の一つ
のシンホツレであった革命の終駕であり， アジアにもう革命は起らないであろう。

20世紀のもう一つのシンボノレは戦争だと思う。昨年末の米ソの和解は一時的

なものでなく， もう大国聞の戦争は起らないだろう。 それは戦争のコストがす
どく， 軽武装国家の日本やアジアNIE Sの方がうまくやっていくという認識があ
るからだと思う。たしかに， 米ソの和解でそれまで閉じ込められてきた問題が
一挙に噴出し， イラクの最近の事件， ソ速の民族問題等ますます大きくなって
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くる。けれど大きな戦争がもう起きないであろうという 乙とは， やはり20世紀
の総括である。去年から今年にかけて起っている 乙とは， 米ソ聞の和解があっ

て初めて可能になった 乙とで， 冷戦下では起り得なか‘ったととです。

中国で昨年4月中旬から起った民主化運動は， 中国社会にとって極めて画期
的なもので， ある意味で五・四運動を凌ぐ歴史的意味を持ったと考える。それ

は， 中国lζは伝統的lζ肯定的権力構造と弘が言う独裁者を必要とする体質があ
り， 社会主義になっても， 毛沢東や登B小平のような人が出て結局は独裁者とな
る。 乙れに対し， 学生や知識人が初めて人治ではなく法治という 乙とを言い出
した。 ζれは画期的な事だと思う。中国には「天子法を犯す 乙と， 民と同罪」

という言葉があり， 権利を保護する法という概念が全くない。法はなるべく簡
便な方が， 自分の思うように政治が出来るというわけです。中国人の自然体は
法とか規則を全く無視するという伝統が今も生きて おり， 学生 ・知識人が「法
治」という 乙とを言った。ζれが， 画期的であったわけです。

ゴノレパテョフ訪中のとき， 国家主席楊尚昆， 首相李鵬， 書記長越紫腸が居る
のに登B小平が中ソ和解の宣言など総てを牛耳った。 それを見た学生が拍手喝采
すると思いきや逆lζ反対した。ノレーマエアのテャウシェスクが集会で演説した

ときの民衆の反応と閉じととが起った。郡小平にとって一番痛い所をつかれた。
（ 乙のあと講演は， 5月16日の趨紫陽 ・ゴノレパテョフ会談のテレビ放送での最

初の10分間の「中国では総ての重要事項の決定は， 受B小平同志iζ委ねられてい
ます。 乙のニュー ス《中国では消息という》は， あなたに初めて打ち明けるも

のです。」 という越紫陽の言葉を引用され， 組紫紛失脚 ・天安門事件の様子が
生々しく語られた。）

さて， ζの中国の悲劇が世界1ζ与えた， 特に社会主義諸国に与えたインパク

トはものすどかったと思います。昨年東独のフンボルト大学で中国問題のセミ

ナーを行ったが， 東独の知識人は真剣に天安門事件の乙とを考えていた。ホー
ネッカーは天安門の悲劇を見て自らの城を聞けわたし， カール ・マルクス広場
は第二の天安門とはならなかったのです。チェコ ・ポーランド ・ハンガリーは

中国の民主化運動lζ拍手を送っていた。中国の悲劇が東欧を救ったと言っても
過言ではありません。 ととろが， ルーマニアのテャウシェスクは， 乙の事態の
深刻さが分からなかった。結局彼は自らの墓穴を掘る乙とになったのです。
（講演は乙のあと， 中国・朝鮮とヨーロyパとは違い， アジアは簡単にヨーロ

ジパ共通の家が出来るような基盤がない 乙とを指摘され， クエストフ7リア条
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約以降近代ヨーロ ッパの国際関係上のルーノレが形成され， クイーン会議もそう
したルールが基盤にあり， 今回の東西ドイツの統一・ ヨーロ yパとソ連の関係

が調整されたのもそうした基盤があったからであり， アジアにはそういうもの
がないζとに言及されたあと， 社会主義諸国の実情について話された。）

乙うした東欧の変化が， y述のペレストロイカやグラスノスチをさらに促進

している乙とは否めない事実です。
モンゴノレもソ述のペレストロイカIC刺激され， 大きく変ってきました。つい

最近迄， 科学 アカデミーの前にスターリン像が立っていたモンコソレが急激に変

化を始め， 乙の7月には自由な選挙をやった。ジンギスカンも大いに諮られる

ようになりました。

中国の悲�Jがよu欧を救い， 東 欧がソ速のペレストロイカを進め， その余畿が
アジアにまで及んで来た。そうすると， あとまだ社会主義が頑張っているのは
北朝鮮・中国とキューパがある。そのキューパもカストロ政権の共産党の人気

がなくなり， 複数政党制をやり始めようとしている。私は， キューパも変わっ
ていく方向にあると思います。

乙の5月， 平狼IC 1週間行って来たが， ものす どい独裁体制で一糸乱れぬ統
ーを保っている。学生と話しでも， 中国でのような， 共産党はダメだ， 登�小平
はタ’メだという声はいっさい聞かれない。北朝鮮は一種の宗教国家であり， 儒
教的権威主義体制， まさに儒教国家なんです。だが， 乙の国も， いま行き詰っ
てきています。（議演では乙のあと， 北朝鮮の台湾化， つまり， 台湾のように

独裁体制を利用して産業構造の転換を図り， その後民主化へという道を北朝鮮
の選択として有り得る乙とを指摘された。）いずれにしても， 中国， 北朝鮮の
革命第一世代は間もなく退場する。 乙のあと， 10年待っかどうか， 多分持たな

いであろう。21世紀迄今の体制は中国でも北朝鮮でも絞かないだろう。
そうすると， 「1989・90年革命」 は， まさに， 郷けるカウンター・リグォリ

ューションとして， 21世紀を導く方向を示すんではないか， それが昨年から今
年にかけて起った乙との真実であり， 私どもはきちんと見据えていかなければ

いけないだろう。以上のように考えるわけであります。

今日の講演会は， 閲歴研大会の講演会も兼ね， 7月II日， 都立富士高の大会
議室で行なわれた。高名な中嶋先生の講演で， しかも時宜を得たタイトノレとい

う乙ともあり， 都外からの聴衆も多く盛況の内に終了した。
文宜 占rs立日士高校 字野沢｛中毒日
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