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国際法における近代中国の成立
―その領域観念の歴史的変遷を中心に―（三）

王　　　志　安

Ⅰ 領域的視点から見た近代中国の成立

Ⅱ 中国前近代の領域観念―近代及び帝国の二重性

1 領域観念の捉え方  （以上本誌第 14巻 4号）

2 郡県制・行省制を基礎にした近代的領域観念

3 近代的領域観念と並行した帝国的領域観念  （以上本誌第 15巻 3号）

Ⅲ 近代中国の成立における二重性のある領域観念の機能と影響

1 帝国的領域から近代領域への加速的転換

（1） 近代国家としての領域的アイデンティティの形成と確立 （以上本稿）

（2） 近代領域への転換と国境観念の受容

2 近代領域アイデンティティと民族アイデンティティの融合

Ⅳ 結びにかえて

Ⅲ　近代中国の成立における二重性のある領域観念の機能と影響

　専制的中央集権の下で展開されていた近代的・帝国的要素の両面を持つ

中国歴史上の領域観念は、近代中国の成立に多大な影響を与えた。主に二

つの側面からこの影響を捉えることができる。

　まず、この二重性のある領域観念は、近代中国の領域的アイデンティティ

の形成・確立に決定的影響を与えた。前に触れたように、この領域観念は、

清王朝が 18世紀半ば西洋との接触・貿易を通じて、近代ヨーロッパ国際

秩序及び国際法に遭遇するようになってから急速に変化し、領域主権原理
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を内実とする近代領域観念に近づくようになった。この変化の鮮明な表れ

は、清王朝後期の領域経略及びその領土保全の政策と実行の展開から読み

取ることができる。つまり、清王朝は、それまで自らの近代的領域観念の

下で実効的に支配管理してきた領域を無難にそのまま近代国家の領域の一

部と転化できると確信する一方、中華秩序が近代国際秩序にとって代われ

たことの影響で、とりわけロシアやイギリスが中華帝国に対して領域的野

心を露にしたこともあって、帝国的姿勢で経略してきた辺境領域に関して

は、大きな危機を感じるようになった。それゆえ、近代領域観念及び国際

法を受容する一環として、清王朝は、帝国的領域観念に抱いた幻想を切り

捨て、近代領域主権原理を強く意識し、辺境区域に対する領域範囲の確定

または国境の画定及び領域支配管理の強化を重要課題として遂行するよう

になった。

　領域的危機に直面して展開された対応策であったため、そうした実行は、

中国の歴史上、帝国的領域から近代的領域への移行で見られるような文化

的・民族的融合の緩やかなプロセスを踏まず、領域の実効的支配の措置を

何よりもまず急いで採らなければならなかったのである。いわゆる清王朝

の独特な領域の征服・拡張が遂行されたのである 1。これは結果的に領域

の確立には決定的な意義を有するが、近代国家としての中国に大きな領域

的・民族的課題を残すこととなった。

　実際、こうした領域的・民族的課題は、民国政府そして現行政府にも引

き継がれなければならなかった。民国に入って、中国外交政策の重要目標

の一つは、領域に関する清王朝末期の政策を受け継ぎ、清王朝が残した領

域的遺産を守り通すことであった 2。この政策は清王朝の領域政策の受け

継ぎ及び民国政府の近代領域観念の自覚の上に成り立ち、国際社会によ

1 歴代の中国王朝を漢民族または漢民族化の王朝と性格付けてきた考えと異

なって、新清王朝史論の人たちは、清王朝を膨大な領域を治めた多民族の帝国と

して捉えた。これについて、James A. Millward, Mark C. Elliott, Philippe Forêt, Ruth W. 
Dunnell (eds.), New Qing Imperial History: The Making of the Inner Asian Empire at Qing 
Chengde (Routledge Curzon, 2004), pp.15-21.
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る中国の国家性の承認及び政府承継に基づいた積極的な外交原則と行動を

伴って遂行されてきた。そのもっとも重要な一環として、清王朝の下で確

立された近代中国の領域的アイデンティティに適合した民族的アイデン

ティティの形成と確立が積極的に追求された。その意味で、中国は既存の

国際秩序に逆らうのではなく、あるいはそれに逆らう必要もなく、それを

積極的に受容・利用して自らの国策及び外交目標を実現しようとしてきた

のである 3。

　次に、二重性のある領域観念を基礎に確立された近代国家としての領域

的アイデンティティが中国の民族主義とりわけ近代国家としての民族アイ

デンティティの形成に現実的な基盤を与えた。領域はもはや天下の領域空

間ではなく、近代国家の権限行使空間となり、その人民も当然もはや皇帝

の臣民ではなく、国家を構成する国民でなければならない。中華民族とい

う着想はまさしく多数の民族を内包する近代国家の国民を念頭に、中国の

近代領域観念に基づいて創出された民族的アイデンティティのシンボルで

ある。その意味で、中国人の民族的アイデンティティとその民族国家のア

イデンティティが異なるものである。前近代の中国に中華民族というアイ

デンティティが緩やかな形で存在していたとしても、近代民族国家として

の中華民族というアイデンティティは存在していなかったはずである。そ

れゆえ、この新しいアイデンティティは新たに創立されなければならなず 4、

民族国家のアイデンティティとしての中華民族は、近代中国を成り立た

せるために意識的に選択され構成されたものであるといえる。中華民国

創立の基礎となった三民主義がまず民族概念の創立から出発しているのも

2 William T. Rowe, China's Last Empire: The Great Qing (The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2009), pp.253-264; Evan S. Medeiros, China's International Behavior: 
actmism, opportunism, and diversifi cation (RAND, 2009), p.14.
3 Evan S. Medeiros, ibid., p.xx.
4 Peter Zarrow, China in War and Revolution, 1895-1949  (Routledge, 2005), p.57.なお、

Nation State に関して、日本語においては、国民国家という訳が広く使われてい

るが、本稿では、国家と民族の関係を強く意識したこともあり、とりあえず、民

族国家という用語を使うことにした。
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その所以である。

　問題は、中華民族という近代国家のアイデンティティはどのような民族

的・領域的現実を基礎に展開されてきたものであるか、である。これに関

して、モンゴル、チベット及び新疆が清王朝とりわけその後期での特徴の

ある領域経略の展開を背景にして自然に注目の的となった。清王朝とりわ

け乾隆帝の時代では、領域支配に関する清王朝の独特の世界観がほぼ確立

され、領域的支配を伝統的な中央集権の方向で強める傾向が明らかになっ

た一方、漢民族、モンゴル族、回族、チベットによる多民族の存在に関し

ては、儒教化または漢民族化という伝統的な教化思想が放棄され、多民族

の文化的・民族的アイデンティティの維持と並存を許容するような政策が

遂行され、しかも各民族が王朝に対する忠誠心を求められながら、その相

互間の交流を多くの場合意識的に遮断させる施策が講じられていた。「五

族共和」は、基本的に王朝の宮廷を中心に、民族の並行的な存立の状態に

とどめるものであるにすぎなかったといわれる 5。そのため、近代国家と

しての民族的アイデンティティの形成は、大きな問題でもあった。

　他方、民族の交流と領域支配管理の実態に対する歴史検証を通して次第

に明らかになったのは、中華民族は新しい用語ではあるが、決して領域的・

エスニック的な分離状態を急速に統合させるために急造された概念ではな

く、むしろ長い歴史的プロセスにおいて多民族の絶えない交流、領域に対

する中央政権の制度的な管理を基礎に、すでに始まった民族融合・領域統

合のプロセスを近代国家の成立の方向に導いたものであるに過ぎない、と

いう理解である。換言すれば、中華民族をもって、民族融合・領域統合の

流れそのものを作り出したのではなく、すでに動き出した国家領域の統合

の歴史的流れを基盤に、近代国家としての民族的側面の完成をやや加速的

5 James A. Millward, Mark C. Elliott, Philippe Forêt, Ruth W. Dunnell (eds.), supra note 
1, pp.18-20. なお、新清王朝史論のそうした見解に対する批判について、章健「满

族汉化 : 对新清史族群视角的质疑」『深圳大学学报（人文社会科学版）』2013年第

30卷 3期 153－ 160頁。杨念群「超越“汉化论”与“满洲特性论”：清史研究能

否走出第三条道路 ?」『中国人民大学学报』2011年第 2期 116-124頁。
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に誘導したということである。比較の視点から見れば、これは、近代ヨー

ロッパの多くの国において広くみられる民族国家の構築のプロセスとも共

通するものであるといえる 6。

　領域からまず着手された近代国家の創立の背後には、2つの重要な要素

が存在する。一つは、すでに述べてきたように、実効的支配を内実とする

中国の近代的領域観念と西洋の領域主権観念が同質性を持つため、近代国

家としての領域的自覚が容易に確立され、実効的支配を中心とする領域の

施策も十分な経験を背景に着実に展開できるということである。もう一つ

は、中国の近代へのプロセスに見られる鮮明な特徴である。この特徴に関

して、次の 3点が挙げられる。第 1に、中国の近代化プロセスの作動は、

決してその社会内部からの力ではなく、西洋列強の侵入により国家 ･民族

の存亡が大きな危機に曝されたという巨大な外圧の下、しかも近代化の基

本的要素を備えていない状況であるにもかかわらず、応急的に西洋文明を

借りて展開されたものである。つまり、完全に受動的な近代プロセスであ

る。近代化プロセスがすべて外敵の防御と救国という生存的危機意識に応

えるためのもので、まず軍事分野から作動された。しかも、軍事、経済、

政治から科学、文化にいたるまでのすべての分野において、近代化の推進

は、国家の存亡に対応しようとしたものである。第 2に、中国の近代化プ

ロセスがその社会内部で蓄えられた要素の成熟をまって自然に進化して来

たものではなく、近代化に必要とされる物的、観念的、社会的条件が欠落

していたため、近代化の遂行の必要を十分認識していた政権に近いエリー

トに頼らざるを得なかった。第 3に、一般民衆に近代化の必要性を理解さ

せる大きな動機が存在しないため、国家の存亡すなわち王朝の崩壊という

強烈な危機意識の刺激で展開された功利主義、実利主義の思想・理論が近

代化プロセスの目的を達成するための最善の手段として利用されたのであ

る 7。

6 そうした民族国家の形成に関する歴史的検証について、Mary Fulbrook (ed.), 
National Histories and European History (UCL Press, 1993) に参照。
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1　帝国的領域から近代領域への加速的転換

　近代国家システムの出現に伴って、華夷観念が大きな挑戦を受けるよう

になった。産業革命と民族・国家の存亡に対応するためには、王朝はすな

わち国家である、という従来の二重性のある領域観念は、もはや近代国家

システムに適しなくなり、明確な領域を基礎にした民族国家、あるいは民

族が領域国家となるというような政治形態に転化せざるを得なくなった。

清王朝後期、辺境地域の政治的環境がその領域観念の根本的転換を差し迫

る重要な要素の一つとなった。領域は、近代国家の成立にとってもっとも

重要な要素の一つであり、しかも、領域は文化的構造物ではなく、地理的

側面を明確な標識として持ち、地理的概念そのものである 8。

　核心的領域または中原領域に対する支配を固めてから、清王朝は、辺境

地域に関して伝統的で緩やかな天下の統治管理形態を切り捨て、集権的・

排他的・実効的支配あるいは直接的な統治管理権限を積極的に行使するこ

とを通して、辺境領域と中核領域との一体化を図ろうとした。これは、つ

まり中央の一元的権限を行政と軍事の両面で上から社会の末端までに浸透

させようとするものである。

　この政策の変化と遂行は、現実においては非常に難しいプロセスであっ

た。というのは、民族国家を構築するプロセスにおいて、中央政府が辺境

地域に対する統治管理を強化しようとするのに対して、一部の辺境地域が

自ら主体的存在として近代国家システムに接したことの影響で中国の辺境

地域という位置付けから離脱し、自らの近代国家を樹立しようとしたので

あり 9、また辺境地域に対する列強からの干渉も多く展開されていた。

　清王朝は、中国史上、辺境地域に対する直接支配の可能性と必要性を自

7 汪林茂『中国走向近代化的里程碑』（重庆出版社、1998年）15-19頁。

8 于沛等『全球化境遇中的西方边疆理论研究』（中国社会科学出版社、2008年）

9頁。

9 茂木敏夫著、孙江訳「清末近代中国的形成与日本」、复旦大学历史系等主编『近

代中国的国家形象与国家认同』（上海古籍出版社、2003年）250、257頁。
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覚し、それに一体的に取り組んだ最初の王朝であった。領域に対する支配

形態に関して、清王朝初期では、明朝の制度に若干の修正が加えられたも

のの、それらが全部排除されたわけではなかった。清王朝における領域拡

張の目的は、領土保全と国家の安全維持にある一方、その目的の達成には

一定の理念をもった領域の組織あるいは領域管理・支配の手段が使われて

いた。

　まず、中核的領域と位置づけられ一定の独立性を有する藩という領域的

実体の離脱を防止するため、内戦を通した領域の保全が図られていた。満

州人は 1644年、清王朝の確立を宣言したが、依然として 40年余りの時間

をかけて自らの主張をようやく実現させた。1647年から 1681年での三藩

の乱とその弾圧が清王朝の支配の確立に大きな影響を与えた出来事であっ

た。この 3つの藩は、大きな独立性を有する封地であり、中国の東南に位

置していた（主に現在の中国の云南省、広東省及び福建省にある）。3つの

藩に対する直接統治管理の確立は、影響を受ける領域の広さ及び内戦によ

る死者の規模から見れば、明らかに大規模の内戦によって実現されたもの

であった 10。

　次に、中核的な内部領域を固めた後、清王朝は次第に辺境領域に対して

自らの積極的な帝国主義の領域観念を展開するようになった。18世紀に

なって、清王朝の統治は、成功した典型的な帝国の態様を呈した。これは

つまり、圧倒的地位を占める中核領域をもつ一方、辺境地域から中心に富

を確実に移動させる能力を備えた帝国である 11。

　この時期、西北部への統治支配の拡張を巡って清王朝宮廷内部でも対立

的な意見が見られた。三つの藩を含め、多くの領域がすでに治められた後

でも、このような論争が依然として続いていた。それは基本的にコストと

成果の均衡、すなわちそうした領域の支配管理に必要な資源を導入すべき

10 Charles Horner, Rising China and its Postmodern Fate: memories of empire in a new 
global context (The University of Georgia Press, 2009), p.60.
11 郑汕、傅元样主编『中国近代边防史』（西南师范大学出版社出版、1990年）21頁。
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かどうかを巡って展開されたものである。王朝の国務大臣らは、野蛮人の

領域を征服することに帝国の資源を使うべきではないと認識していたが、

皇帝は、新領域の編入は長い目でみれば、きっと中国の帝国的中核領域を

防御するためのより経済的な方法となるに違いないと論じた。つまり、領

域の取得・支配管理は、植民的・経済的理由ではなく、中核領域の安寧と

りわけそこにおける王朝政治の安定を維持する妥当な手法として利用され

てきたのである。中央アジアにおける清王朝の領域取得・支配管理もまた

このような戦略的思考に基づいていた。

　実際、19世紀に入って、すでに鮮明となった海上からの脅威にまず焦

点を当てて対応すべきであるという主張がある一方、辺境地域における帝

国の権限の維持・強化も強く主張された。辺境地域の支配強化の考えは、

中国の伝統的な領域観念に強く影響されるものである。これはすなわちこ

れらの領域は漢民族の伝統的な領域観念に基づき適切に支配管理されれ

ば、中国が全体としてたとえ海洋からの脅威があったとしても弱められる

のではなく、一層強くなると主張するものであった。こうした陸地の防衛

か海洋防衛かの論争は、19世紀最後の四半期において国家安全保障をめ

ぐる議論の展開につながった 12。 

　中原及び中央アジアの一部を含めた中華帝国を構築するため、清王朝は

慎重に帝国構築の戦略を練り、状況に応じて絶えずそれを修正してきた。

中原を征服した後、領域の更なる拡大は、ジュンガル・モンゴル人の重大

な挑戦にさらされたその北と西北辺境を護衛するために必要不可欠のもの

と解された。それゆえ、17世紀後半、これらの領域に対して清王朝は大

きな関心を寄せるようになった。領域の征服はもろん、帝国護衛の唯一の

選択ではない。しかし、17世紀の末、チベット仏教寺院がモンゴルの各

部族を安定させるための重要な措置であるという認識が確立され、しかも

それらの寺院がジュンガル・モンゴル人の占領によって危機状態に陥って

12 Charles Horner, supra note 10, p.66.
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いたことが現実となるにつれ、チベットに対する清王朝の政策が大きく変

化するようになった。つまり、神秘かつ交通不便のこの隣接の領域に対し

てより干渉主義的な政策が展開されるようになったのである。結果として、

この戦略的転換は、中国の西部辺境領域の開拓にとって決定的な意義を持

つ 13。

　こうして、清王朝の下で、辺境防衛政策が大きく転換することとなった。

康熙帝の認識では、「かつて秦王朝は土木の功を興し、長城を築いたが、

わが王朝はカルカに恩を与えることで、外からの侵攻を防御させている。

これは長城よりも強固な防衛線である 14。」特に、1840年アヘン戦争以後、

「夷夏の防」が次第に「中外の防」に転換した。

　この転換は、3つの側面で表れる。第 1に、華夷観念の転換である。周

辺少数民族を夷としてみなしてきた歴代王朝の捉え方を修正し、夷による

華の変乱を防御するような伝統的辺境統治の思考様式を改めた。洋夷の概

念を展開することにより、辺境の少数民族を含めた中華民族の一体的民族

意識が強化され、夏はもはや中原民族に限定せず、中国の領域的空間に生

活するすべての民族を内包する中華民族の概念をもって再生され、国家と

しての領域意識と主権意識が次第に強められるようになった。第 2に、防

衛の目的が大きく変化したことである。夷夏概念の変化が必然的に辺境防

衛の目的の変化をもたらし、防衛の中心点が列強からの侵入を防止するこ

とに移ったのである。第 3に、辺境防衛の形態が大きく変わった。外に向

けられた防衛は、古代から展開された「虚外実内」の防衛方針、すなわち

外に向けた防衛が外観上のものであって、内に向けた防衛こそ本当の目的

であった方針を改めた。辺境統治管理と辺境防衛の関係に関していえば、

辺境の統治管理を重要視する一方、その防衛を軽視していた方策が修正さ

れ、また、海上防衛と陸地防衛に関して、陸地防衛を重視し、海洋防衛を

13 Dai, Yingcong, The Sichuan Frontier and Tibet: imperial strategy in the early Qing (The 
University of Washingtong Press, 2009), pp.3-4.
14 『清聖祖実録』巻 151。
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軽視する方針も大きく転換するようになった 15。

　このように、領域主権観念の受容及び西洋列強のアジアへの侵入・干渉

に伴う中国の領域的空間への侵食 16  は、中国の領域観念の変化を迫る重

要な要素である。特に中華秩序の衰退と崩壊に伴って、中国の辺境地域に

おいて辺境地域における民族の主体的自覚の台頭と西洋列強による辺境

地域の植民地化という二重の危機が起きた。領土保全はもはや辺境地域を

使って防衛措置を講じるだけで対応できなくなり、辺境地域の完全な喪失

の危機を正確に読み取り、辺境地域を民族国家の正当な構成部分として確

立する必要が強く求められたのである。そのため、辺境地域を中核領域に

転化させる政治措置が清王朝宮廷の懸念を背景に強引に遂行されるように

なった。

　他方、清朝後期から展開された領域的統合プロセスは、辺境地域に対す

る中国の伝統的な領域観念の上に成り立つものであり、それまで長い歴史

のプロセスにおいて可能性があるたびに繰り返し遂行されてきた周辺領域

の中核領域化の実行の延長であるといえる。自らの領域的空間に対する外

部からの侵食によって刺激された危機意識とりわけ明確な国境の必要性を

加えられた新しい領域観念に基づいた行動でもある。近代以後、西洋列強

による中国領域への侵食は、基本的に辺境地域に限られ、その都度中国の

抵抗に遭遇してきた。ちなみに、満州事変及びその後の日本の侵略は、あ

る意味ではじめて外部からの中国の中核領域に対する直接の侵食であり、

中国の国家・民族存亡の危機意識を最大限刺激したものであったとされる。

　世界のいたるところに帝国主義の領域的拡張の横行及びそれを支える利

己主義的な国際法規範の一方的構築という 19世紀末期の西洋諸国の領域

拡張の歴史を背景にして、清朝帝国の領域が無残の姿までに崩壊しなかっ

15 郑汕主编『中国边防史』（社会科学文献出版社、1995年）16頁。

16 何瑜、华立『国耻备忘录：中国近代史上的不平等条约』（北京教育出版社、

1995）101-105頁。施达青『从「缓辉条约」到「北京条约」—沙俄侵占我国东北领

士一百多万平方公里的罪证』（中華書局、1977年）。雅科夫列娃著，贝璋衡訳『1689 
年第一个俄中条约』（商务印書館、1973年）130、196-198、213頁。



七
八

11国際法における近代中国の成立（王）

たことは、中国にとって何よりも幸いなことで、奇跡ともいえる 17。その

背後に、領域的統合のプロセスは、文化・民族・政治的融合の度合いを図

りながら進められてきたゆったりとした一体化コース 18  から大きく逸ら

し、文化・民族の融合を先回り政治的統合を急がさせる領域的支配先行の

政策が大きな役割を果たしていたのである。これは、領域の危機意識に応

えるための方策としてはその妥当性が認められるべきであるが、ただし、

文化・民族の融合には大きな課題が遺されていることにも留意しなければ

ならない。これは結果として、中国は今日抱えた領域分裂の危機を潜んで

いる深刻な民族問題を抱えている所以でもある。

　（1）　近代国家としての領域的アイデンティティの形成と確立

　中国歴史研究における主流的認識では、秦漢以後、華夏民族を中核とす

る国家観念がすでに形成されていたということとなる。この国家観念の下

では、国家は一つの「中国」とその「四夷」によって構成される統一の国

家である。中国すなわち華夏は国家の中央に位置し、「四夷」は、その国

家の四方すなわち辺境地域に位置する。国家における華夏と四夷の政治的

地位は、「夏尊夷卑」の基礎原則に基づく。国家の統治者は華夏民族で、

四夷の首領は王朝に対する功績により王または爵位の冊封を得ることが

できるが、華夏君主の統治に服従しその臣民になり、国家の支配者とは

ならない。華夏国君主は、天から天命を授かり、天を代表して国家を治め

る 19。国家と天下は一体のものとして理解されていた。

17 実際、民族国家を一歩先に実現した日本において、1899年自らの領土保全

を維持するため中国が日本の手助けを求めてきたにもかかわらず、これを拒絶す

べきかどうかの政策判断に当たって、領域的国家としての中国が消滅するという

予測の論調さえ出されていた。大山梓編『山県有朋意見書』（原書房、1966年）

252-253頁。

18 Johan Elverskog, Our Great Qing: the Mongols, Buddhism and the state in late 
imperial China (University of Hawaii Press, 2006), p.42.
19 彭丰文『两晋时期国家认同研究』（人民族出版社、2009年）2頁
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　現実として、近代中国の領域は疑いなく清王朝の領域を基礎に確定され

たものである。しかし、これは果たして妥当または十分あるいは不十分な

領域空間を受け取ったものとして解されるべきであろうか。換言すれば、

近代中国の領域は、たとえば清王朝の隆盛期にあった版図に従って決定さ

れるべきだという主張をめぐる対立の存在が示唆したように、どのような

歴史的時期での清王朝の領域を基準にして判断されるべかという課題が存

在する。中国の歴史上、領土の拡大は、漢、唐、元及び清の 4つの時代に

もっとも盛んであった。民国の時代に、清王朝の最盛期の領土は、近代中

国が有すべき領土であると主張された。その理由として 3点があげられて

いた。第 1に、民国が承継した版図が直接清王朝に由来する。第 2に、い

わゆる漢、満、蒙、回及びチベットの五族一家は、実際清王朝の時代で完

成されていた。第 3に、外国の侵略による多くの領土の喪失は、すべての

アヘン戦争以来の百年あまりの出来事である 20。

　清王朝は、清太祖による開国以来、太宗、順治、康熙、雍正、乾隆の五

世代の営みにより、大きな領域を支配下に治めるようになった 21。民国時

代で編纂された『清史稿』が記録したものから読み取れば、清王朝は自ら

の領域範囲及び性格についてすでに明確な認識を持っていた、ということ

が明らかである。その中では、清王朝前後の領域的情勢がまず簡潔にまと

められ、文化的同一性が辺境地域観念を形成させる重要な指標として認定

された。しかも文化的同一を基礎にした辺境区域の経略が秦王朝以後の中

国に一貫して保てられてきた領域理念に適し、清王朝後期以後辺境地域の

現状をも反映したものとされていた。こうした辺境領域は、二種類に分け

ることができる。一つは、本邦に属するものであり、統治機構を設置し、

軍隊を駐屯させ、政令が直接送付執行される地である 22。もう一つは、藩

属であり、朝貢物を納め、藩封に基づき命令を受け入れる地である。その

いずれも中国の領土であるとされてきたが、18世紀半ば、本邦とされる

20 路韦思『中国被侵略之领土与利权』（上海亚细亚书局，1935年）5-6頁。

21 William T. Rowe, supra note 2, pp.71-81.
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領域の構成が次第に明確となり、本邦 18省のほか、満州、庫頁島（サハ

リン）、モンゴル、新疆、青海、チベット及び台湾が本邦の領域領域に属

するものとされた。そして、藩属の各部は、以下の通りである。朝鮮、安南、

進羅、ミャンマー南掌（進羅西北）、琉球、蘇蘇（南海にあるフィリピン西

南の小島）、背孟雄（チベット南辺境）、ブタン、ネパール、羁竺特（パミー

ル南辺境）、アフニスタン、巴達克山（パミールの西アフガニスタンの東北）、

拉達克（チベット阿里部の西北）、浩罕（布哈耳の東）、カザフ（新疆西北辺

境）、布鲁特（新疆の西、浩罕の東）23。

　このような領域の自覚は、近代国家としての領域アイデンティティの自

覚でもある。近代とりわけ西洋の領域主権観念に遭遇して以来、清王朝の

領域的危機が日々深刻になり、中国の伝統的辺境地域観念が大きな挑戦を

受けるようになった。また、大航海時代から、地理的方位を持って辺境地

域観念の座標を見定めるという近代ヨーロッパの辺境地域観念も中国支配

者らの辺境認識に大きな刺激を与えた。辺境地域の政治環境も、そうした

辺境地域に対する認識の変化に伴って本質的変化を引き起こしたのであ

る 24。西洋の領域主権原理の影響を受けて、清王朝は、歴代王朝が管轄及

び開拓してきた辺境地域を全部承継する基本的姿勢を明確にし、自らの力

によって征服し取り込んだ領域を実効的に支配できるように対策を講じ

た。後に触れるように、乾隆帝 20年（1755年）西北国境の画定及び地図の

測量が行われ、特定辺境区域に対する領有意識が明確に示されていた。

　これと並行して、華夷をもって中外を区分する思考様式が清王朝皇帝ら

22 清王朝は、明王朝やその以前の中国の王朝と異なる独自の手法で、領域に

対する支配管理を展開し、膨大な領域を治めたとされる。Pamela Kyle Crossley, 
The Wobbling Pivot, China since 1800: An Interpretive History (Wiley-Blackwell, 2010)), 
pp.xii-xiii.
23 路韦思、前掲注（20）6-10頁。

24 赵尔粪『清史稿』卷 51《地理志一》；赵尔粪『清史稿』卷 526『属国一』。なお、『清

史稿』に関して、1914年から 1927年にかけて編集されたものであり、その内容

を下記のサイトから入手可能である。http://www.guoxue123.com/shibu/0101/00qsg/
（2016年 4月 30日訪問）
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によって強く批判されるようになった。雍正帝が次のように述べたとされ

ている。「古くから中国が統一を実現した王朝であったが、それほど領域

の幅は遠くに及んだわけではない。中国への転化を拒んだものは夷狄と蔑

視され、苗俗、荆楚、厳犹がかつてそのように扱われたが、現在では、湖

南、湖北、山西という領域となっている。漢、唐、宋の全盛期になっては、

北狄、西戎が長い間辺境の災難をもたらしていた時は、そうした領域を征

服しそれを領有したことは無かった。それゆえ、こちらの領域と上記転化

された領域の区分が必要であった。わが王朝が中原の主となってから、天

下を君臨し、モンゴル及び辺境の各部落をすべて王朝の版図に治め、中国

の領域がこれほど遠いところまで広く開拓されていることは、中国臣民の

大きな幸福であり、どうして華夷による中外の分別論が依然成り立つので

あろうか 25」。このように、辺境少数民族について華夷思想をもって区分

的処遇を行う明王朝と異なり、清王朝の支配階層は、自ら中国の少数民族

であることもあって、辺境少数民族に対しては差別的な政策を可能限り避

けるべきと心掛けていた。

　華夏（漢民族）への夷の転換は、中国という国家の成り立ちを捉えるた

めに検証されるべき重要な課題である。国家の構成に中心たる地位を占め

る華夏族は、高い文化的 ･政治的発達を背景に、周辺民族にとって魅力的

存在とされ、周辺民族との交流を通して自らの文化の魅力を感じた民族を

開放的に受け入れ、民族融合という形式を通して民族的基盤を拡大してき

た。このような認識は中国史の研究に関して広く存在し、多くの歴史的検

証に支えられていたものである。現実、中国という領域的空間に歴史上存

在していた数多くの少数民族は、今日となっては、華夏民族の文化的一側

面として名残を少し持っていたとしても民族そのもののアイデンティティ

をほぼ失い、華夏民族の構成部分となっているのである。ただし、こうし

25 杨永福『边疆民族史专题研究』（民族出版社、2011）27-28頁。尤中『中国西

南边疆变迁史』（云南教育出版社、1987年）176頁。中国社会科学院清史研究所編『清

史资料』（中华书局、1980年）第 4集 5頁。
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た歴史的検証と分析は、きわめて中国または漢民族を中心としたものであ

ることを指摘しておく必要がある。実際、中国古代の辺境地域観念は、中

原王朝の少数民族に対する一種の文化的優越感を反映したものであり、華

と夷を厳格に区別する観念の上に成り立つものであった。

　華夷思想の変化は、領域観念の変化に大きな影響を与えた。辺境概念が

夷狄と混合されてはならないことが明確に認識され、中国の内地には華夏

があり、その外側の辺境には夷狄があるという考えが批判・否定されるよ

うになった。その結果、辺境地域において生息し、領域を開拓してきた各

民族の領域を国家の領域版図に編入させることに関して、華夷思想は障害

となるべきではないことが明確にされたのである 26。実際、領域境界線の

画定に当たって、乾隆帝はこの原則にこだわっていた。「ズンガルの各部

の領域が全部わが王の版図に編入されるべきである。」「その山、川、道路

と村落がすべて皇帝作成の全国地図に詳細に記入されなければならない。」

清王朝末期、西洋列強の侵入に抵抗し、辺境地域の統一と保全に拘った一

面も見られる。辺境地域への列強の侵入に多様な措置を講じて対抗した。

新疆に関して、清王朝はその領土保全と主権を維持するため、数回にわたっ

て辺境地域に人員を派遣し考察を行い、辺境地域に関連する政策を講じた

とされる 27。

　こうして、清王朝は 18世紀半ばから、外敵の危機に曝された状況の下、

次第に領土保全と主権の維持を明確の政策目標として追求するようになっ

た。清王朝の下では、華夏への夷の転換あるいは民族融合は、まず何より

も満、漢、モンゴル、チベット、回という五族の位置づけが課題であった。

また、西南地域においては、大規模な叛乱鎮圧の軍事行動及び明王朝以後

進められてきた改土帰流の政策を受け継ぎ、自らの政策と結合させたこと

により、辺境地域に対する直接統治管理が実現されたのである。行省制を

26 清王朝の多民族問題への取り組みについて、William T. Rowe, supra note 2, 
pp.110-104.
27 赵云田『清末新政研究』（黑龙江教育出版社、2004年）56頁。
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持って王朝の直接支配下に置かれていた漢民族及び漢民族以外の諸民族

は、清王朝の領域的・民族的構成の一部となっていることに関しては、政

治的にも国際法的にも十分な安定性と正当性が認められる。そのため、満

族を中心とした清王朝の近代国家としての領域的アイデンティティの課題

あるいはその帝国的領域から近代領域への転換の課題は、チベット、モン

ゴル及び新疆に絞られていた 28。

　清王朝にとってモンゴル、チベット及び新疆は、国家領域の側面から見

た場合、どのような存在とされてきたのであろうか。清王朝は、その初期

には、歴代の中国の王朝と同様、中国の内地において明王朝の行省制を受

け継ぎ伝統的な漢民族の官僚制を皇族階層の支配の支えとして適用してき

たが、帝国の辺境地域においては、しばしば緩やかな間接的支配で対応し

ていた。それゆえ、モンゴル人、チベット人及びウィグル人が中原の漢民

族と異なるものとして取り扱われていたとは、容易に確認できる。清王朝は、

漢民族の辺境地域への移民を禁じていただけでなく、西南土着の部族集団

に対する保護をもしばしば試みてきたのである。その目的は、もろん少数

民族の権利を保護するのではなく、巨大帝国の秩序を保ち、帝国にとって

の利益を吸い上げようとするものである。具体的には、モンゴル各部族の

戦闘能力やチベット・ラマの精神的支えなどが期待されていた 29。それでも、

近代国家の領域観念の影響を受けて、18世紀後半から、この 3つの辺境

領域に対する清王朝の領域経略が大きく転換するようになった。

　まず、新疆における清王朝の領域経略は結果として、王朝の中核的領域

に適用されていた行省制を新疆に直接転用することとなった。これは王朝

の政治的安定を維持するための重要対策であると同時に、辺境領域の統治

支配を強化する領域観念の変化を反映したものでもある。新疆に対する征

28 清王朝の独特の世界観に基づき、新疆、モンゴル、チベットに対する領域

的支配の拡張に関する検証について、Pamela Kyle Crossley, A Translucent Mirror: 
History and Identity in Qing Imperial Ideology (University of California Press, 1999), 
pp.281-336.
29 Peter Zarrow, supra note 4, p.55.
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服及び統治経略は、ヨーロッパの海外殖民地の征服と占領取得と異なる特

徴を持つ。新疆の統治経略は、清王朝にとって大きな経済的負担となって

いたにもかかわらず、内地の財政から新疆の統治管理の支出によって賄わ

れていた。これは、清王朝帝国が自らの辺境地域を安定させ、帝国を構築

するための重要な一環と解することが可能である。その意味でも、清王朝

における統治行為は、通常理解された植民地支配または帝国主義と性質上

異なっていた。しかも、清王朝宮廷及び中国の知識人らが新疆の統治経略

は富と新しい市場をもたらすものではないと十分認識していた 30。

　新疆における清王朝の統治経略は、新疆という領域における政治と民族

を中華帝国のそれに融合させることに大きな影響を与えたといえる。そも

そも新疆の歴史は、多民族、多文化及び多種多様の政治の相互影響の歴史

であり、決して一つの単一民族の歴史ではない。新疆という地において、

多くの文化または民族的集団がそれぞれ特定の区域を有し、しかも歴史の

異なる時期で、それらの民族集団の一部は新疆の全域に対する権限の主張

をも展開していたが、清王朝による征服と統治経略の展開にいたるまで、

いかなる民族集団も新疆全域を支配下に置き、政権を樹立し維持できた歴

史を持たなかったのである。また、それぞれの民族集団は安定した形で一

つの集団の形を保って一定の領域に居住し続けたわけでもない。新疆は領

域的にも政治実体的にも歴史上一つの単位として存在していたわけでもな

い。民族または部族を中心とした多数の政治実体が存在していたが、大き

な力を有したわけではない。民族的に大きな集団と言えるウィグル族も 8

世紀から 13世紀に至るまで一つの小さな王国として存在しその独自の文

化と民族集団を形成し、清王朝の統治下でより大きくてよりまとまった民

族として発展を遂げてきた。Millward によれば、新疆における行省設置の

核心的原因は、漢民族文化または地理的原因ではなく、財政的問題にある

という。つまり、清王朝は、行省設置を通して、清王朝が中国内地と同様、

30 章永俊『鸦片战争前后中国边疆史地学思潮研究』（黄山书社 ,2009）235頁。
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統治の遂行がより容易となり、財政的負担もより低くなることを期待する

ことである 31。

　清王朝中期において、財政的困難から新疆の維持を放棄すべきという議

論が朝廷の官吏から展開されていた。「西域があまりにも遠く離れており、

守り通しても利益にならないし、放棄してもそれほど大きな損失を蒙るわ

けではない」。また、「新疆の取得にはそれほど大きな労とはならないかも

しれないが、それを守るのは大変な出費を必要とするものである。」こう

した新疆放棄を論じた言論は、嘉慶、道光、咸豊帝の時代で流行となって

いた。たとえば、咸豊帝の時、甘粛布政使張集馨の認識では、新疆に関し

てウルムチとイリという 2つが内地を守るための障壁として残されるべ

き以外、他の各地はすべて放棄されるべきである。実際、清王朝政府もこ

うした論調に取り扱う力も政策もなく、放任する態度をとっていた時期も

あった。他方、新疆放棄論の流布に対抗して、辺境地域史地理学の学者ら

が激しい反論を張った。沈鑫、龔自珍、魏源などが著書や文書を書き、新

疆放棄論の弊害を立証しようとした 32。

　これに関連して、近年の新清王朝史の研究においては、清王朝の領域拡

大とりわけ新疆に対する領域支配の強化は、清王朝の独特な政治判断によ

るものとして捉えられている。この研究によれば、まず対外的に清王朝と

うい国家が遊牧中国と農耕中国を融合させる面において大きな成果を挙げ

ていたことが実証を通して明らかにされている。各民族集団の文化的標識

を掌握することを通して、清王朝皇帝は、天下共通の皇帝と転化してゆき、

各民族集団を宮廷の周辺に団結させ、普遍主義の帝国の追求を現実化しよ

うとしていた。次に、対外的には、清王朝帝国がその前半期において内陸

アジアにおける領域・政治の拡張の成功を積極的に評価すると同時に、そ

の後半期、新疆を帝国の版図内に保てるための努力をも評価するように

なった。こうして、ヨーロッパにも劣らない拡張意欲を十分示した清王朝

31 同上 137頁。

32 同上 35、42頁。
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帝国が描かれ、衰退方向に向かっていたという従来の清王朝帝国の描き方

と鮮明な対照となしている。新清王朝史学者の認識では、清王朝帝国が辺

境地域における意欲的拡張行動がいかにして近代中国の国家領域及び安定

を維持させることにつながったかを説明することが重要である。彼らの認

識では、そうした清王朝帝国の行動は決定的重要性を有する。満州の旗制

度の下に設置された軍事力を背景に、清王朝帝国の国家としての実力はき

わめて大きくて、数多くの半独立の辺境地域を帝国政府の実効的な行政的

管轄下に治めるにことつながったのである 33。

　次に、チベットに対する清王朝とりわけその後期の対応は、帝国的領域

観念から近代領域観念への転換プロセス、そして中華秩序から近代国際シ

ステムへの転換プロセスをもっとも鮮明に演出させたものである。清王朝

は、少数民族としての自身の王朝支配の安定を維持するため、チベットと

の関係を強化し、次第にそれを一層深く中国の政治及び領域の版図に引き

込んだのである。清王朝は、モンゴル人の軍事的支えを確実に引き付ける

ため、チベットとの関係を親密化した。第 6世パンチェン・ラマの葬式

を利用した、宗教政治舞台における儀式化の演出が重要な意義をもつ。葬

式は清王朝の仏教臣民の支持を確保した黄教の地位を明らかにする儀式で

あった。仏教の政治的権威の象徴、神話及び歴史を通した支配に対する儀

式上の関心により、満州族は、モンゴル人の永遠の忠誠心を確保できると

想定したのである 34。また、満州族が仏教の支配的地位を推進する政策を

採ったことの背後には、チベットに対する領域的支配の思惑が見え隠れす

る。こうした政策は、すでに存在していた宗教的・政治的・共同体的アイ

デンティティの再構築を強く促進したといえよう 35。

　実際、承徳など象徴的な意義を持つ場所での各種の国家的儀式の開催、

33 James A. Millward, Mark C. Elliott, Philippe Forêt, Ruth W. Dunnell (eds.), supra 
note 1, pp.16-21.
34 Johan Elverskog, supra note 18, p.3.
35 Ibid., p.6.
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チベット仏教の保護 ･ 協賛及び各地での叛乱に対する軍事的鎮圧を通し

て、清王朝は、モンゴル及びチベットの指導層集団及びその属地と属民を

帝国の領地と臣民に転化させることに成功した。そうしたことを通して、

清王朝帝国は大きな成果を挙げ、近代中国に豊かな領域的・政治的遺産と

辺境地域の統治管理にかかわる行政的経験を残した 36。

　国家行事としての儀式にとどまる程度の支配・領域意識は、明らかに実

効的支配そのものではない。ただ、西洋列強とりわけイギリスのチベット

に対する領域的野心と干渉に対抗して、中国が次第にチベットに対する領

域的統治を強めるようになった。実際、チベットに対するイギリスの関心

及び政策そのものが 1959年の中国のチベット進駐を導くような問題を作

り出していたとすらいわれる。Wendy Palace の研究によれば、1904年の

ラサ条約、1906年中国固守条約、1908年貿易規制法、1914年英・チベッ

ト協定がなければ、それまで遥か遠く離れ開発の遅れた地と見なされたも

のに対する中国人の関心がおそらくそれほど突如かつ劇的に目覚めさせら

れたことはないであろう。巨大帝国の辺縁にあった藩属国としてかつて見

られたものに対する代価の高い完全な侵入が回避されたかもしれない。チ

ベットへの 1910年の清王朝の侵入は 1911年清王朝の崩壊で維持できなく

なり、新樹立の共和国政府を徐々に苦しめることとなった。新政府の面子

を救うためにも、共和国内におけるチベットの適切な位置を見出すことが

必要不可欠となったからである。また、四川と雲南の省政府の情熱を抑え

るための能力の不足、また自らの弱さを認めることによって生じた面子の

喪失を挽回するための努力も、イギリスとの関係及びその自らの国際法に

おける地位にとって重要な意義をもつものであった。1900年の義和拳で

みられるような、外国列強の領域的分割に対する危惧は、チベットに対す

る共和国の思考において支配的な重要性をもち、1913年のシムラ会議か

36 領域権原の視点から中国とチベットの関係に関する検証について、王志安「中

国と民族自決権― チベット政策の現状と課題」『駒澤法学』4巻 2号 2005年
5-11頁に参照。
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らの脱退の部分的原因でもあった 37。結論として、1910年ラサに対する

中国の占領は正当化できないものであるが、イギリスは、1904年以後中

国の侵攻的な政策にチベットを曝しだし、チベットとの関係を西洋的な方

式で再定義することに中国人を差し迫ったことに一定の責任を負わなけれ

ばならない。また、イギリスが 1914年の二辺協定に従ってチベット支持

の約束を果たす意欲を持っていなかったことも、チベットを脆弱な侵攻対

象に陥れたのである 38。

　最後に、モンゴルに対して近代領域観念を強く意識した支配様式は、新

疆に対する行省制の強引な直接適用と異なり、モンゴル族の政治的・文化

的特徴を相当配慮した独特の実効的支配を中心に展開されていた。モンゴ

ルは、単純に宗藩に属するという形式的関係から見れば、明らかに中華帝

国の古来の領域空間に属するものではなかった。モンゴルという藩属国に

関して、中華帝国とりわけ清王朝の領域意識がどのように展開されてきた

か。

　清王朝は、中国の辺境民族―満州族によって樹立された統一の政権で

あり、その文化的伝統を背景に、遊牧民族の社会、生活習慣を熟知してお

り、それゆえモンゴルに対する経略管理の制度設計に関してモンゴル民族

の立場にたって政策を展開することが可能である。実際、辺境民族に対す

る経略管理に関しては、清王朝はモンゴルについて最も成功した範例を呈

することができた。

　清王朝以前の各王朝は、北方遊牧民族の少数民族を領域防御の主たる対

象として捉え、万里の長城が象徴となるような防衛を展開してきた。こう

した伝統的辺境防衛思想を止揚し、清王朝は、モンゴルなどの少数民族を

辺境防衛の障壁そのものとして利用し、防衛の指導思想に大きな変化をも

たらした。この変化は、従来の内と外の関係の再定義にもつながると同時

に、藩属国の経略にも大きな影響を与えた。これはつまり、藩属国の基本

37 Wendy Palace, The British Empire and Tibet, 1900-1922  (Roudedge, 2005), p.148.
38 Ibid..
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的忠誠心を改める一方、その現地の風俗を変えないということである。ま

た、その管理体制を中原の地と均一化させるが、その便宜のところを生か

していく（「修其教不易其俗，斉其政不易其宜」）という政策は、藩属国と

してのモンゴルに対して、従来の単純で緩やかな間接統治から、現地の風

俗や便宜を十分考慮した上、内地との一体化という根本的側面を改めてゆ

くという間接と直接統治を併用するようになった 39。この政策に基づき、

モンゴル民族及びそのための民族の社会風習、宗教信仰及び一部の政治制

度の維持を認めながら、民族の社会上層人物をを利用して、事情に応じて

一定の統治機関を構築する。目指していたのは、清王朝の国家としての統

一及び清王朝政府の権威が認められることを前提に、一定の自治権を認め、

モンゴル民族及びその他の民族に国家の辺境を防衛し、民族地域の平和安

定を維持するための重要な責務を担ってもらうということである。

　具体的には、盟旗制度は、藩属モンゴルに対して清王朝政府が展開した

統治制度として利用された。この制度は、基本的に二つの側面を持つ。一

つは、国家の領域統治と中央政府の権威が承認されていることを前提とす

るものである。もう一つは、少数民族の集合体としての政治的権利を尊重

･ 保護することである。盟旗制度は、モンゴル民族の各部の集合的な再構

成の可能性を除去し、自由に放牧するモンゴル族を旗という行政単位の性

格を持つ小さな領域に固定させ、全民族の統一的な地方政権の樹立を困難

にすることを通して、国家の安全と統一を強化したものである。盟旗制度

は最初に南部モンゴルにおいて実施され、後にカルカ北モンゴル、青海、

新疆などのモンゴル部落にも拡大されていた。各地域の盟旗制度は全体的

一致を持てていたが、具体的に多様な展開の軌跡をたどっていた 40。

　盟旗制度の具体的な展開として、まずモンゴルの各部において旗という

39 清王朝のモンゴル盟旗制度の成立と展開について、岡洋樹『清代モンゴル盟

旗制度の研究』（東方書店 , 2007年）。

40 李帝「试论盟旗制在喀尔喀蒙古顺利推行的原因」『昌吉学院学报』2007年 2
期 5-8頁。
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一級の行政管理機関を設け、モンゴルの古来の土地所有と風俗を前提に、

血縁関係で形成された従来の大部族に対して再構築しその勢力を分散させ

る原則の下、各部の遊牧地域境界を設定し、地方の戸籍を編纂し、それに

伴って官員を任命し管理に当たらせる 41。各部従来からあった王子、ダイ

ジなどの封建主に対して清王朝政権に対する帰属の早晩、忠誠の程度、功

績などに応じて実権を伴うポストまたは名義だけのポストを授与し、その

従来の統治従属関係を解消させ、清王朝政府管轄下の臣民として位置づけ

られ、清王朝宮廷に対する直接の忠誠を求められる。こうした方法を通し

てモンゴルにおける清王朝の統治を強化し、モンゴルの各部を次第に清王

朝政権に同化させてきた。また、盟旗制度は、社会組織の制度であると同

時に、軍事的実体でもあり、行政と軍事の混合した性格を持つ一方、藩属

のモンゴルにおける清王朝の軍事的・行政的統治の基盤を構成するもので

もある。清王朝の政権は 300年あまりの平穏の発展を遂げていた背後には、

藩属モンゴルに対して有効な統治、及びモンゴル民族から多くの勇敢な戦

士の提供が大きな役割を演じていたといわれている 42。

　また、盟旗制度には、軍事 ･行政機関として旗だけでなく、盟という側

面もある。盟旗制度下の盟は、会盟を指すもので、一階級の権力機構では

なく、各旗の内部事項に干渉する権限を有しない。1728年カルカ北モン

ゴルにおいて 4つの盟が設けられ、正と副の盟長があり、盟長は旗によっ

て選出されるが、副盟長は清王朝の理藩院によって任命される。こうして

盟という斬新な行政単位の創設によって、モンゴル人の各部族の結束力が

弱められ、しかも盟の一部の官吏が政府によって直接委任派遣される。こ

の制度の目的は、一つの部族の事項が他の部族の官吏の監視を受け、各部

41 旗の地域の画定による牧地の固定化は、主にモンゴル族の王公の手によって

行われ、清王朝の間接的支配を意味するものであるにすぎないという理解がある。

岡洋樹「ハルハ・モンゴルにおける清朝の盟旗制支配の成立過程―牧地の問題

を中心として」『史學雜誌』97巻 2号 1988年 27-28頁。

42 牛海祯「简论清代蒙古族地区的盟旗制度」『甘肃联合大学学报（社会科学版）』

2005年第 21巻 2期 1-5頁。
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各旗の相互制約 ･相互均衡の結果を期するものである。盟には通常幾つか

の部族がその構成メンバーとなっている。旗に関しては、同一の部族で形

成されることもあれば、そうではない場合もある。この政策は各部族の領

域的境界線を厳格に画定しており、これにより、モンゴルの部族戦争によ

り雪だるま式で大きな新部族の形成が阻止される一方、部族がさらに小さ

いな実体に分裂するような事態も防止されることを期するのである 43。

　盟旗制度下の旗は、一階級の行政機構であるのに対して、盟は旗に対し

て監督の権利を持つだけで、旗の事項に干渉する権限を有しない。旗には

ザサクという旗の首脳が設けられ、旗の事務を統括する。『理藩院則例』

155条の規定によれば、外ザサクとカルカの 4つの部には 86の旗が設け

られ、旗ごとにザサク一名が設置され、官印を授与され、旗の事務を総理

し、世襲可能である。ザサクは、理藩院と辺境の軍事司令官に監督される

が、清王朝宮廷の管理が割りと緩やかである。またザサクと清王朝宮廷の

親密な関係を保つため、さまざまな連絡官吏を儲け、清王朝宮廷との親密

な関係の維持に生かされていた。旗のザサクの職権は、旗内の行政、司法、

課税、役務の分配、部下の任用及び牧場の交換などを含む、旗にかかわる

すべての事項について責任を持っていた 44。

　より重要なのは、外モンゴルにも内モンゴルにも盟旗制度が同様に設け

られているとはいえ、内モンゴルに適用された盟旗制度は、直接統治によ

り近い形で展開されていたということである。つまり、内モンゴルの旗に

はザサクが設けられておらず、代わりに総管または都統が設けられ、それ

によって旗の行政・軍事事項が管理される。総管または都統は清王朝宮廷

に属する行政管理官であり、王朝から俸禄を受ける。こうした方法によっ

て、内モンゴルは、清王朝宮廷の直接の管轄領地となった。内モンゴルの

43 陈国干「清代蒙古盟旗制度的来源和性质」『内蒙古社会科学（汉文版）』1981
年第 1期。

44 赵飞「试述盟旗制度的演变」『内蒙古民族大学学报』2008年第 14巻 6号
15-16頁。王素英「试析清朝的盟旗制度」『社科纵横』2009年 24巻 132-133頁。
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名称もそうした統治の内実に応じて呼ばれたものである。総管旗と都統旗

は、清王朝宮廷によって直接任命派遣され、現地の将軍と大臣の管轄に服

する。

　袁森坡の研究によれば、総管旗とザサク旗の違いは以下の点で見られる。

第 1に、総管は清王朝の官吏であり、世襲できず、貴族の身分を有しない

のに対して、ザサクは官吏と貴族の二重身分を有する。第 2に、総管旗の

暁騎校以上の官員が現地に駐屯していた総軍、都統、大臣によって指名・

提案され、皇帝に上程された後、理藩院による面接の上授与されるもので

ある。ザサク旗は相当大きな権限を有し、限られたポストを皇帝に上程し

て任命されるほか、ほとんどの官員についてはザサクが直接選任すること

ができる 45。そのほか、外モンゴルにおいて盟旗制度が展開される一方、

軍隊の駐留は 1719年から開始されるようになった 46。

　このように、帝国領域から近代領域への転換は、新疆、チベット及びモ

ンゴルにおいて伝統的な領域経略の手法に加え、国家儀式の利用や盟旗制

度の構築といった新しい手法を生かし、加速的に行われるようになった。

特にこうした辺境領域に対する積極的な経略と並行して、西洋とりわけそ

の宣教師の影響を受け、領域の保全に関連する近代領域意識の自覚が清王

朝において鮮明な形で現れるようになった。実際、乾隆帝の後期、英国か

ら清王朝に対する領域の租借などの名義で領域的要求が出されたことを受

けて、乾隆帝は次のように拒絶の回答を出した。「天朝のすべての領域が

わが国の版図に明示されており、陸地の辺境が整然とした形で整理され、

たとえ島しょ、沙州も必ず境界線を描かれている。すべての領域は、特定

の管轄に属するものである」。また、中国最初の近代的条約が領土条約で

あったことも、辺境地域の境界線を明確にしたことから、その近代領域意

識を鮮明に読み取ることができる 47。

45 袁森坡『康雍乾经营与开发北疆』（中国社会科学出版社、1991年）284頁。

46 『清圣祖实录』卷 283康熙 58年正月壬戌。李毓渐『外蒙政教制度考』（台北 :
中央研究院近代史研究所、1978年）第 25頁。
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　その他、中国における租借地制度の創設と展開の歴史からも、その領域

意識の変化を見出すことができる。中国最初の租借地は、明王朝時代で創

設されたものである。租借地は、歴史上おそらく類に見ない規模と数をもっ

て中国の領域において展開され、中国の領域経略の特徴のある風物であっ

たともいえる。鎖国政策を補う一面を有するが、国家の領土保全を害する

ことが明らかである。現実として、租借地の創設は、外国からの軍事的・

政治的圧力がそれほど強くなかった時代ですでに開始されたのである。ポ

ルトガルが 1516年（明朝正徳 11年）中国との通商を開始し、1539年（明

朝嘉靖 14年）にマカオを租借した。これは、外国人に認めた最初の租借

である 48。ただし、アヘン戦争以後、租借地は、西洋の砲艦外交の前に再

び王朝安定の劇薬として使われるようになり、領域主権を深刻に害するも

のに変質するように至った。

　他方、明確の領域範囲及び領域主権原理の受容に伴って、清王朝が近代

国家の一側面をも呈していたといえるが、国家そのものの利益の維持でな

く、王朝支配の安定が依然として政治統治と外交の中心であった。それは、

結果として、その近代領域観念の遂行が一貫性の欠くものとなって現れる

ことに繋がった。つまり、積極的な領域の拡張を遂行し膨大な領域を近代

領域として治めた一方、支配中心から遠く離れている領域に関しては、近

代国家領域重要性の認識不足もあって、領土保全に関して慎重で一貫性の

ある対応策を講じたわけではなかった。

　実際、近代領域観念を展開してからアヘン戦争にいたるまでおよそ一世

紀、中国がすでに多くの領土を失った。しかも、これは決して歴史上華夷

秩序範疇内での帝国的領域権限の喪失ではなく、近代国家の領域喪失その

ものであった。領域活動を定める国家間条約の存在がその決定的証拠であ

る。これらの領域の喪失は、領域観念の発達した一方、領域全体の経略に

細心の注意を欠けていた印象が与えられるが、実質的には王朝支配の安定

47 李毓渐、同上 27頁。

48 路韦思、前掲注（20）11頁。
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をそれほど害さないものとして無神経に片付けられたものといえる。当時

の人々は、地理にあまり関心を持たず、領域範囲の認識も不明瞭であり、

多くの領域は、先人達が多大な苦難を乗り越えて得られたものであるが、

領土保全に対する一貫した政策の欠如により、その領域の一部は異民族に

よって盗み取られたり、一部は何の大切な念をも持たずにいとも簡単に他

国に贈与したり、してしまったのである。特にサハリンの領域権限の喪失

の歴史は、ある意味で、中国の領域観念の中で領域の政治的価値にのみ注

目して領有の必要性を決めてきた狭隘の領域観念を反映したものである。

前にも分析してきたように、中央集権の専制政治の権威、辺境民族にとっ

ての意義及び中核領域の防衛戦略といった側面が中国の辺境地域の運命を

決めてきた。サハリンは、このいずれの要素にも該当しないと思われてい

たため、簡単に切り捨てられたのである。

　発見という領域権原取得の視点からみれば、サハリン島は疑いなく中国

の領土であった。清王朝『会典図説聖武記』の記載によれば、清は中国の

王朝となる前に、明朝万歴 44年（紀元 1616年）にすでにこの島を自らの

版図に治めた。ただし、清王朝は、当該領域が辺境の荒涼地に属し、満州

の八旗制度における帰属が明確されていないこともあって、開拓するため

の活動を全く行わなかったのである。他方、明朝末期と清王朝初期となっ

て、ロシアは次第に東方拡大の政策を遂行し、清王朝乾隆初期となると、

すでに当該島を占領し、犯人の追放地や漁業、鉱業の開拓地として利用す

るようになった。これとほぼ同じ時期に、日本も北上する形でサハリン南

部に対する移住・開拓を進めた。外交交渉、調停、戦争などを経て、ポー

ツマス条約で北緯 50度をもって南は日本の領土とされた。ロシアと日本

によるこの島の分割に対して、清王朝政府は、当該島に対する領有権の存

在をあたかも忘れているように全く行動を起こしなかったのである 49。

　王朝の政治安定と経済利益に直接の影響を及ぼさない辺境地域に対する

49 路韦思、前掲注（20）14-17頁。郑汕、傅元样主编『中国近代边防史』（西南

师范大学出版社出版、1990年）3頁。
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冷淡の立場は、16、17世紀領域の拡大を急いでいたヨーロッパとりわけ

ロシアの姿勢と鮮明な対照をなす。ロシアのシベリア征服は、正当な理由

は必要ないほどのものであるとされている。近代中国に対してむきだした

領域争奪・取得の背後に、国際法の欺瞞性と無法の発想が強かったといわ

れる。モスクワの沈黙を熟知している人々にとって、ロシアが 16世紀末

から 17世紀にかけてシベリアを占領した際、自らの行動の正当化に関し

て悩んで検討する気はまったくなかったことが知らされても、何の驚きも

ないであろう。ロシアは、シベリア膨大な草原を征服し植民地化すること

の正当化には一筆たりとも書く必要を感じていなかったのである。思想家

または思量深い学者も、この課題に関する無頓着の道徳良心にただ楽しん

でいただけである。その結果、シベリアの征服に関する研究は、ロシア人

がシベリアにおける自らの行動及びその正当性をどう受け止め、そしてこ

の領域とその従前の住民たちの関係をどう取り扱っていたかについて何の

関心をも寄せていなかった。17世紀の一部の資料を基礎にした学術研究

の多くは、ロシアは、現地従前の人をよくて付随的なものとして、最悪の

場合は除去または破壊されなければならないものとして扱ったのであると

推定している 50。

　ただ、他方、ロシアにも自らの領域取得の正当性が展開されていた。つ

まり、ロシアの支配層及び知識人は、シベリア領域の従前からの住民らの

財産及び土地請求の取り扱い、そしてそうした領域と住民の帝政ロシアの

領域内で果たしうる役割について大変気を使って一連の措置を事実上構築

していたのである。新大陸の発見においてスペイン、イギリス、フランス

などが領域の主張に関して一連の法的請求と正当化の妥当な方法を構築し

ていたと同様、ロシアの冒険家と支配管理者らは、シベリアの拡張プロセ

スにおいて個人の財産と土地に関してロシア的な理解方法を特に明確にし

た。法的または文化的な思考がまったくないという認識に反して、ロシア

50 Nicholas B. Breyfogle, Abby Schrader, and Willard Sunderland (eds.), Peopling the 
Russian: Periphery Borderland colonization in Eurasian history (Routledge, 2007), p.22.
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帝国の実行は、当時のロシアに機能する法的 ･政治的主張の展開に深慮深

く厳格に従って展開されたのである 51。

　以上のように、近代領域観念の刺激を受けながら、清王朝は主に、満州

族を中心とした政権の存続を最大の政治目的として領域経略を展開し、排

他的・実効的支配を辺境領域にも適用させる新たな手法を作り出し、近代

中国に膨大の領域空間を遺したのである。しかも、このような巨大かつしっ

かりとした領域空間を持つ清王朝は、中国の近代国家としての成立に堅実

な基盤を打ち立てたのである。実際、近代の西洋列強は、近代国際法の理

念を持って国家主権体制または国家システムを世界規模に拡大させる過程

で、中国と出会ってからその近代領域実体としての性格を認めざるを得な

かった。換言すれば、中国を近代国家として承認し、中国を一つの民族国

家と位置付け、近代国際社会または国際法団体の一員として受け入れるプ

ロセスにおいて、中国の近代領域実体としての存在が決定的意義を有して

いた、ということである。

51 Ibid., pp.22-23.




