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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―（四・完）

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 16巻 1号）

（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

　（2）　近代領域への転換と国境観念の受容

　国境（boundary）は、隣接する二つの国家の領域の境界線を意味し、主権

権限の領域的範囲及び政治支配の空間範囲を決定することにとって重要な

意義を持つ。通常、国境は、厳格ではないが、線状のものとして表現され、

実質のところは、二つの主権国家間に存在する垂直の境界面が地表上交差

する地帯において出会うものである 1。法的な領域境界線は、人類が遊牧

1 Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation 
(University of Hawaii Press, 1994), p.74.
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生活をやめた時から重要性を持つようになった。人間の集団が定住するこ

ととなると、領域は内在的に重要なものとなり、境界線は紛争を回避し、

政治的・経済的支配を確立するための手段として重要な法的使命を持つよ

うになる 2。領域境界線の変更は多くの場合、軍事的力の均衡の変更を指

し示すものであり、国境の片側において離脱の力が強くなったり、あるい

は他方の側の離脱拒絶の力が衰退したりすることによって引き起こされる

ものである 3。しかし、1945年以後、隣国間の力の均衡の変更はほとんど

の場合、長期と短期を問わず、政治的領域境界の変更を伴ってはいなかっ

たのである 4。また、植民地時代の領域境界線は、多くの場合、植民地国

家が「ブルー鉛筆と直尺」をもって恣意的に描いたものである 5。

　伝統的領域境界線は、想像上のラインの一面を有するにもかかわらず、

具体的な効果を持つものである。歴史的に、その機能は防御的ものであり、

外からの侵入者が一旦超えたら危険を冒すこととなる領域境界線を決定す

ることである。今日の国際社会では、領域の境界線は、関係国家の主権的

権利を認めるような効果を有するものである。その意味で、境界線の流れ

は、領域の配置の問題である。Burkina Faso/Mali（1996年）事件において、

ICJ は、境界線確定紛争と領域帰属の紛争の違いについて争われていた点

に留意を払いながらも、多くの事案において、このような区別は本質的な

意味を有するものではなく、画定作業にかかわる程度の差の問題であるに

過ぎず、いかなる境界線確定の効果も、線によって区分された紛争の領域

がどんなに小さくても、ラインのいずれかの側に領域の一部を特定するこ

とを意味する、とした 6。しかも、領域帰属の紛争においても境界線画定

の紛争においても、下された司法的決定の効果は、必然的に国境線を定め

2 R.V. Prescott, Political Boundaries and Frontier (Allen & Unwin, 1987), p.7.
3 Nicholas J. Spykman and Abbie A. Rollins, “Geographic Objectives in Foreign Policy, 

I”, The American Political Science Review, Vol. 33, No. 3, 1939, p.392.
4 R.V.Prescott, supra note 2, p.8.
5 Judge Ajibola, Separate Opinion, ICJ Report 1994, Territorial Dispute case, p.53.
6 The Burkina Faso/Mali case, ICJ Report 1986, para 17, p. 563.
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ることとなる。このように、国家の領域境界線は、その主権が排他的に行

使されうる領域的枠組みを定義するものである。領域的管轄権を持つ国家

は、その国民と住民の生活のすべての側面に関して法を制定する権限を有

する。常設仲裁裁判所のNorth Atlantic Coast Fisheries 事件の判決が示した

ように、主権の基本的要素の一つは、領域範囲内に行使されることであり、

反対の立証がなければ、領域は主権と同義的ものである 7。

　領域の境界画定の困難は、客観的境界線を見出すことの困難ではなく、

主観的境界線をいかにして当事者に納得させるかというところにある。そ

もそも多くの境界線を巡る紛争は、客観的な要素で決定されるものではな

く、主観的問題である 8。これは実際、エスニック及び民族集団を客観的

に定義しようとする考えとも共通するものである。エスニック及び民族の

アイデンティティは決して客観的現象ではなく、主観的構成物である。確

かに民族集団は人間の集団であるという意味では、客観的ではあるが、し

かし人間の集団にかかわる条件の設定は客観的ではない。感覚と感情は人

間となるための条件の主要な構成要素であり、また人間のアイデンティ

ティの主要な構成要素でもある。従って、人間に関する考察は、個人につ

いてもそうであるし、民族というようなより大きな人間集団についても同

じであり、人間のアイデンティティの主観的性格を十分に考慮に入れるべ

きである。そのためには、人間集団がそれぞれ自らについてどのように定

義しているかをまず理解する必要がある。というのは、一つの集団のアイ

デンティティは殆んどその自身の認識から引き出されるものであるからで

ある 9。生存空間の保護は、領域観念に明確に表現され、それ自身集団内

7 North Atlantic Coast Fisheries  case, 1910, RIAA , Vol.XI, p. 180; Victor Prescott 
and Gillian D. Triggs (eds.), International Frontiers and Boundaries Law, Politics and 
Geography (Martinus Nijhoff Publishers, 2008), pp.139-140.
8 George W. White, Nationalism and Territory: constructing group identity in 

Southeastern Europe (Rowman & Littlefi eld Publishers, Inc., 2000), p.3.
9 Ibid., pp.3-4; Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries: the social organization of 

culture difference (Universitetsforlaget, 1969), p.14.
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に自明の重要性をもち、時には予測のできない形でその重要性を表現され

る。領域空間は決して自然資源を持つだけのものではなく、集団のアイデ

ンティティの文化的風景をも内包するものであり、それゆえ、領域観念の

表明は、自らの言語、宗教及びその本質的なアイデンティティの保護に関

する集団の意思表示でもある 10。

　西洋から来た宣教師の影響で、中国は 15世紀から次第に西洋の地理学に

関心を寄せるようになった。ヨーロッパ宣教師が明朝の万歴帝時代にすで

に中国に入った。中国に来た宣教師の多くは地理測定と地図製作にかかわ

る知識と実践に関する著作を残していた。とりわけ清王朝初期のフランス

のキリスト教の宣教師は、東方諸国の国土と航路の測量についてその政府

の委託を受けており、この方面の知識と関心を有していた。明朝末期以前、

中国には世界地図が存在せず、世界地理全体の認識は、宣教師がもたらし

たものである。カトリック神父イタリア人マテオ・リッチ（Matteo Ricci、中

国名利玛窦）が中国に持ち込んだ世界地図を基礎に、1584年に地名の中国

語表記を入れた『山海輿地全図』が中国における最初の世界地図であった。

世界地図と同時に、西洋の地理学及び地図測量製作の技術も中国に導入さ

れるようになった。マテオ・リッチの教えにより、西洋の投影製作手法、

すなわち経緯度の測量を持って特定場所の方位を確定する方法が導入され、

これは、中国古代から使われた伝統的な距離を持って四方確定の「計里四方」

の方法と比べ、より精確に場所を特定できることとなる 11。

　そのほか、明朝末期に中国に来たイタリア人宣教師サンビアシ（Francesco 

Sambiasi　中国名毕方济）、スペイン人宣教師パントジャ（Diego de Pantoja 

中国名庞迪我）、イタリア人宣教師アレニ（Giulio Aleni、中国名艾儒略）な

ども、地図の製作及び地理学に関して中国に多くの知識と技術をもたらし

た。サンビアシの『坤輿全図』、パントジャの『山海輿地説』、アレニの『職

方外紀』（1623年）などがあげられる。また、清朝初期に中国に来たベルギー

10 George W. White, ibid., p.5.
11 牛汝辰『地图测绘与中国疆域变迁』（人民日报出版社、2005年）55-56頁。
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人宣教師フェルディナンド・フェルビースト（Ferdinand Verbiest、中国名

南怀仁）の『坤輿全図』、フランス人宣教師 Benoist Michael（中国名蒋友仁）

の『坤輿全図』（1767年）があった 12。特に、康煕帝時代『皇輿全覧図』（1718

年）は、外国人宣教師による助言及び測定協力の下で完成されたものであ

る。その過程で、フランス人宣教師 Francois Gerbillon（中国名張誠）、フラ

ンス人宣教師 Dominique Parrenin（巴多明）などの助力が大きかった 13。

　地理及び測量知識と技術の導入は、辺境領域に対する中国の認識に大き

な影響を与えた。中国において、辺境領域は古くから、政治、歴史及び地

理の性格を持つものとして理解されてきた。近代に入ってから、辺境領域

は、従来の地理的概念に政治と文化の意義を加えられ、より豊かな内実を

持つようになった。アヘン戦争前後、中国において展開された辺境領域の

史学研究は、その時代と社会の変動の現状を反映したものであるとされて

いる。技術的に版図の製作が可能となったこともあり、辺境領域に関して

も近代領域観念が次第に導入され、領域に対する主権的・排他的権限の確

立の重要性が明確に意識されるようになったという 14。

　版図と領域の関係は、歴史問題でもあれば、現実的問題でもある。アヘ

ン戦争前後の中国の版図と領域の問題を捉える際、歴史的背景の下でそれ

を考察する必要がある。清王朝前期、国家の統一、中央政府の辺境少数民

族地域に対する統治がいっそう強化され、これは中国近代史上の領域と版

図の形成に大きな影響を与えた 15。版図は、領域の広さ及びその境界線と

密接に関連し、領域の広さはその境界線の所在によって決められるもので

ある。それゆえ、辺境は、国家の統治に服すものとそうでないものとを分

けるための標識でもある。ヨーロッパと同様、中国においても政治統治意

12 同上 57-59頁。

13 同上 60-66頁。

14 邢玉林「中国边疆学及其研究的若干问题」『中国边疆史地研究』1992年第 1
期。马大正、刘邀『二十世纪的中国边疆研究—一门发展中的边缘学科的演进历程』

163-167頁。 
15 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年）111頁。
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味の辺境概念は、近代の所産である。ヨーロッパの侵入は、近代国家の辺

境観念の形成に大きな刺激を与え、中国の歴史地学の知識人に自らの辺境

地域問題を再認識させることとなった 16。

　清王朝の康煕、雍正及び乾隆帝の時代では、領域に対する国家管理が一

層強化され、省、府、州などの行政区画の境界測定が大規模に行われたと

同時に、外国からの侵蝕を防止するため、領域地図の測定及び製作が行わ

れた 17。康煕帝時代で行われた領域地図測定と製作は、中ロ間の尼布楚条

约（Treaty of Nerchinsk、ネルチンスク条約）の締約過程からその着想が得

られたものである。条約の交渉過程で、担当大臣が現地での調査を指示し

たが、結果として得られた地図が非常に簡略的なもので、国境交渉には使

えるものにならなかった。こうした苦い経験に加え、宣教師の助言もあっ

て、康熙帝は初めて領域ないし全国の地図の測定と製作を重要視するよう

になり、自らの主導で、外国からの領域的侵蝕を防止し、国家領域主権を

維持するための重要な方策の一つとして領域版図の作成を遂行した。十年

あまり（1708年から 1718年）の努力により、全国の大規模地図測定と製作

を通して、『皇輿全覧図』が作製された。そのほか、幾つかの領域地図の

測定と製作も行われた。例えば、1755年、ジュンガル叛乱を鎮圧した後、

新疆地域の経緯度が測定され、地図（1759年）が製作された。1782年には『皇

輿西域図志』（全 52巻）が製作され、新疆の山水、物産、領域、防衛、駅

站、管制、戸籍、駐屯、納税、教育などについて詳細に記述し、21枚の

地図を収録していた。また、1798年『西招図略』が編纂され、チベット

駐在の見聞、辺境安定の状況が記述され、地図も含まれた。その後、中国

辺境に対する考察研究が次第に多くなり、辺境地図の製作にかかわる図書

も多くなった。例えば、『藩部要略』、『伊犁総統事略』、『西域水道記』、『朔

方備备乘』等があげられる。光緒帝時代の 1820年、清王朝が雲南省とベ

16 章永俊、前注 111-117頁；马大正『中国边疆研究论稿』（黑龙江教育出版社、

2002年）121頁。

17 牛汝辰、前掲注（11）44頁。
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トナム、ミャンマー両国間の国境について当時この両国を占領したフラン

スとイギリスとの間に交渉を行い、測量と地図製作を行った。この時代の

辺境領域の測量と地図は、1889年から 1899年まで編集された『清会典図』

に収録されていた 18。

2　近代領域的アイデンティティと民族的アイデンティティの融合

　中華帝国が領域的に崩壊しなかったことに関して、これまで中華民族と

いう近代民族国家のアイデンティティの形成と確立が大きな歴史的役割を

果たしたとされてきた。他方、こうした民族主義理論の近代主義の理解に

対する批判が近年の清王朝歴史研究において一つの主流的動向となってい

る。そこには、儒教の文化的求心力または同化主義の漢民族中心モデルに

対する挑戦として、領域統治支配の帝国モデルが強調されている。この理

論モデルの理解によれば、清王朝時代の中国は、明確に区分される幾つ

かの民族共同体が王朝に存在する一方、包容的・普遍的性格を持つ清王朝

皇帝によって分断的に支配されていたというものとなる。その中で清王朝

皇帝は、漢民族に対しては儒教の伝授者、チベットに対しては文殊菩薩

（Manjushri Boddhisattva）、そしてモンゴルに対してはチンギスハンの承継

者となるものとして振舞っていた。しかも、これらの民族的共同体は、清

王朝皇帝及び帝国の官僚機関を通した場合を除き、互いの交流を展開して

いなかった。ただ、清王朝末期となって、種族的な民族主義を採る漢民族

が暴動を起こし、帝国王朝を倒そうとした時、このような構造は次第に取

り壊された。ただし、領域的拡張・支配を過度に強調するこの理論モデル

に関して、清王朝における民族的共同体の混合的関連性が無視され、また

こうした混合的関連性が一部の民族集団の民族主義的努力を阻止し、より

実力の強い民族の植民化努力を強化する可能性も隠蔽されているため大き

18 牛汝辰、前掲注（11）45-46頁。
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な過ちが存在する、という指摘がある 19。

　むろん、中華帝国から民族国家への転化において、中国の民族主義は決

して直線的に展開されたのではなく、並行する他民族の民族主義の台頭や

周辺隣国の領域意識の形成・確立と複雑に絡みながら、次第に中国の領域

アイデンティティと民族アイデンティティの同一性の創出を目指すように

なってきたものである 20。

　（1）　帝国の崩壊と近代国家の領域観念の形成

　近代国家システムの受容において、中国の知識人は、西洋の民族と自覚

された中華民族との相違、西洋の民族国家観と中国の国家観の対立、そし

て西洋の中華民族に対する脅威を次第に明確に認識するようになり、国際

法に認められる近代国家となる必要性を自覚し始めた。たとえば、李鴻章

は、次のような認識を示した。「今日、東南の膨大な陸地と海域に各国の

通商と宣教が自由に往来し、首都や各省の中心地に集まり、表面上では友

好の名に頼っているのであるが、裏では中国の領域を占領する謀略を企ん

でいる。一つの国家が物事を起こし、諸国家が追随して煽ってゆくという

具合に、これはまさしく数千年に未曾有の局面である。しかも、数千年に

未曾有の強敵である。」21 また、鄭観応の認識では、「わが中国のように、

これまで自らが地球の真ん中に居座り、その外のものについてはすべて夷

狄と見なし、従来から一定の領域的範囲に限定して自国の存続を守り、そ

の以外の領域には関心を持たないのである。しかし、通商が展開されてか

ら、各国がそれぞれの豊かさと力強さを背景に、相次いで領域的要求を出

し、表面上では友好を修めると称し、裏では領域の占領を企む。それゆえ、

19 Uradyn E. Bulag, Collaborative Nationalism: the politics of friendship on China's 
Mongolian frontier (Rowman & Littlefi eld Publishers, Inc., 2010), pp.67-68.
20 Ibid., p.66
21 章洪钧、吴汝纶編『李文忠公全书（奏稿卷二四）』11頁。



九
八

9国際法における近代中国の成立（王）

中国を公法の保護内には置かず、それを排斥している意を明確にしていた。

これに対して、中国は公法に属する一員になることにはまったく拘らない

姿勢を示し、一定の尊厳を保とうとしていた。これは、まさしく孤立無援

となり、それによって多くの被害を蒙ってきたのである。それゆえ、基本

的な考え方を猛然と改めなければならないのである 22」。

　梁啓超は、近代知識人として領域的危機に曝されている中国について、

新たな領域観念の樹立の重要性を積極的に説いた。彼の認識では、これま

での中国人は天下を知っても国家の存在を知らないという。そのため、天

下や普遍性の大同の観念を放棄することが近代国家観念の確立にとってま

ず踏み出さなければならない第一歩となる。『説群序』において、群を国

家群と天下群に分け、西洋の制度として国家に至るまでの群が展開されて

いたとしても、天下に至るような群はいまだに展開されていないのである。

それゆえ、天下大同の観念を切り捨てることが当面の政治目標とされるべ

きである。遅くとも 1902年の時点で、梁啓超はすでに国家を中心に政治

を論じるようになった。その認識においては、国家というものは、団体の

最大の圏であり、競争の最高潮に達したものとなる。しかも、国家は相当

長い間消滅さないものである。国家がいったん滅亡したら、競争が止まり、

文明も滅亡され、人類社会の競争はそれゆえ部族民の間の競争に転化し、

天下は再び野蛮の時代に逆戻るのである。そのため、国家は最高の団体で

ある。梁啓超の国家観念は、群という概念に密接に関連するものである。

群とは群結成の手段と特徴を意味すると同時に、国家と世界をも指す。群

の特徴の一つは団結協力であり、人間が群をなすことができるからこそ、

団結協力が可能である 23。

　そうした国家観念にたち、国家の構成要素も積極的に論じられ、領域は

国家の構成要素の一つであると認識されていた。「国家は一定の領域を有

22 郑观应『郑观应集（上册）』（上海人民出版社、1982年）67頁。

23 梁启超「现今世界大势论」『饮冰室合集（集外文）』下册（北京大学出版社、

2005年）1251頁。梁启超「新民说」『全集』665頁。梁启超「说群序」『全集』94頁。
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しなければならない。領域を持たなければ国家は成り立つことができな

い。」そして、国家構成要素としての領域は長期かつ安定の居住地でなけ

ればならない。「たとえば領域があったとしても、安定のものでなければ、

国家と称するには依然として十分ではない。たとえば、遊牧の民族は、水

や草を追って移動し、部族であり、国家とはならない 24」。

　（2）　帝国領域の危機と近代民族主義

　中国にとっての近代は、西洋列強の民族国家システムが中国の伝統的

天下システムに対する大きな挑戦をもたらした時代であった。そうした

情勢の下、中国の支配層及びエリートらの伝統的な民族観念が次第に放

棄されまたは変化するようになった 25。民族と国家の一体性という近代的

意味合いがまず外交実行を通して悟られるようになった。1839年英国の

駐中国貿易代表が両広総督鄧廷禎に対して平和的方式を持って両国（two 

nations）間貿易紛争の解決を求めた際、鄧廷禎は、Two nations の意味を理

解できなかったのである。当時の中国の支配者及びエリートらの認識では、

中国はまず一つの Nation として理解されていないし、イギリスのような

Nation は外夷であるに過ぎなかった。ただ、交渉を通して、英国という外

夷は、従来の天下システムの夷とは異なり、通商を主たる目的とし、領域

を占領し中原における覇権的地位を争奪することはないと認識されるよう

になったのである 26。

　民族と国家を結び付けて理解する契機は、近代国家システムの原理に対

する理解とりわけ国際法に対する理解にあった。1863年 W.A.P.Martin に

よって H.Wheaton の『万国公法原理』が中国語に翻訳された後、中国の

24 梁启超「宪政浅说」『全集』2055頁。

25 马大正「清代边疆史研究当议」『清史研究』1998年第 2期。

26 高翠莲『清末民国时期中华民族自觉进程研究』（中央民族大学出版社、2007年）

42頁。
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対外事務を取り扱う総理衙門が始めて中国以外にも多くの民族国家が存在

しているという現実を公式に認めたのである 27。中国の知識人の間にも民

族国家及び民族国家の並存の国家システムに対する認識も次第に形成され

定着されるようになった。薛福成の認識では、「天の道は、数百年一回小

さな変更を起こし、数千年に一回の大きな変動を起こす。」「かつて荒蕪の

天下から、まず文明の天下となった。封建の天から、郡県によって構成さ

れた天下となった。そして、今日では、華夷が隔絶されてきた天下から、

中華と諸外国が並存する天下となったのである 28。

　むろん、中華帝国の民族的構成をどのように捉えるべきかを巡ってこれ

まで多様な議論があった。中国の伝統的な民族的一体性の認識は、華夏中

心主義をもって概観されうるものであった。中国が中国以外の部分（夷狄）

を遥かに凌駕するような固有の文明を持ち、きわめて優越な地位を持つも

のとされていた。いわば一種の文化的中心観念である漢民族を中心とした

中国世界秩序という認識であった。これに対しては、中華帝国を構成する

5つの階層の異なる民族の文化集団として捉えるものがあった。Millward

によれば、乾隆帝は、愛新覚羅一族との民族的・文化的親疎関係を基準に、

帝国を 5つの異なる階層の民族・文化集団として捉えていた。つまり、五

種類の言語と民族群（満、漢、蒙、チベットと回）の共存であり、それら

の間には明確な上下階級が存在せず、むしろ相互並行的な関係が見受けら

れる。帝国は確かに向心的性向を持つが、その中心は決して一つの抽象的

な中華文明でもなければ、儒教の天子でもない。むしろ清王朝の愛新覚羅

家族であり、その多くの側面が清王朝皇帝の一身に体現されているもので

ある 29。他方、中国の学者の認識では、五族共和の認識は、中華民族の意

識の形成にとって重要な内実を構成するものであった 30。また、清王朝末

27 同上 43頁。

28 丁凤麟 , 王欣之編『薛福成选集』（上海人民出版社，1987年）555頁。

29 章永俊、前掲注（15）201頁。

30 高翠莲、前掲注（26）97頁。
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期には、世界地理観念の変化に伴って、伝統的な中国と四夷の関係で理解

された天下観念が次第に批判され、階層的理論を基礎にした華夏中心主義

から平等の理念に基づいた民族主義への展開が次第に力を蓄えるように

なった。清王朝の打倒を目指した辛亥革命においては、中華民族は、漢民

族を中心に、また漢民族の開放的性格により、多くの他の民族を吸収でき

るもの、それゆえ未来的な民族共同体を意味するものとして受けられてい

た 31。これは、近代中国の思想観念の重要な新要素となった。その意味で、

近代中国思想史の大部分は、こうした天下から国家に転化されるプロセス

にかかわるものであった。

　西洋または市民的モデルの民族形成は、まず何よりも空間または領域概

念である。これはつまり、民族は必ずまとまった、確定した領域を所有し

なければならない。民族は、領域にすべての権限の由来を引き出す国家と

いう政治組織実体の出現に刺激を受け、はじめて表れたものである。民

族と国家の関係は、近代領域概念によって創出された空間的枠内で展開さ

れるものであり、「歴史的に、明確に定義された地理的領域を支配管理する

ような中央集権の政府をもつ国家の形成は、民族の観念の叙述に先立つも

のであった 32」。しかも、こうした領域は、あればよいというわけのもの

ではなく、歴史的領域、ホームランドまたは民族自身の揺籃でなければな

らない 33。西洋の民族観念を中心に、近代民族アイデンティティの基本要

素が次のように特定されている。①歴史的領域またはホームランド、②共

通の神話と歴史的記憶、③共通の大衆公共文化、④構成員の共通の法的権

利と義務、⑤構成員のための領域的機動性をもつ共通の経済。それゆえ、

民族は、歴史的領域、共通の神話及び歴史的記憶、大衆の公共文化、共

31 黄兴涛「现代 ‟中华民族”观念形成的历史考察—兼论辛亥革命与中华民族认

同之关系」『浙江社会科学』2002年 1期第 131頁。

32 Mary Fulbrook, “Introduction: States, Nations and the Development of Europe,” in 
Mary Fulbrook, ed., National Histories and European History (University College London 
Press, 1993), p.3.
33 Anthony D. Smith, National Identity (Pinguin Books Ltd, 1991), p.9.
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通の経済及び共通の法的権利と義務を共有する名のある人間集団と定義

される 34。

　また、民族的アイデンティティは、国家の概念と明確に区別されるべき

である。国家はもっぱら公共の機関に言及すするものである。このような

公の機関は、その他の自律的な社会組織と区別され、特定の領域における

強制力と配分の独占を行使する。これに対して、民族は、文化的 ･政治的

繋がりを大切にし、歴史文化とホームランドを供給するすべてのものを一

つの政治的共同体の下に団結させる。無論、両者が共通して歴史的領域に

言及していたように、この二つの概念が一定の重なる側面を持つ。しかし、

近代国家は、民族的・国民的に自らの正当性を確立する必要があるため、

民族と国家の内実及び関心点が大きな違いを持つものである 35。換言すれ

ば、領域に対する国家と民族の見方が原理上異なるものである。これは、

決して国家が一般的に合理的で、民族的または種族的集団が一般的に非合

理的であるということを意味するのではなく、むしろ領域は、国家と種族

的集団にとって異なる意義を持つということである 36。

　理論上、民族アイデンティティの探求と領域観念が密接な関係を持つも

のとして認識されてきた。20世紀の民族主義理論を悩ませていた 3つの

パラドックスが存在するとされている。一つ目は、民族主義の古臭さにか

かわる民族主義者の主張と、民族構築及び民族主義の歴史的・空間的偶然

性を指し示す歴史家、社会科学者及び歴史地理学者の証拠との矛盾から、

生じるものである。つまり、少なくとも民族構築及び民族主義に関しては、

二つの対立的思想が存在する。民族主義者あるいは原理的民族主義者は、

民族主義を政治的イデオロギーとしての自然さを強調するものを含む、民

族を領域的ユニットとしての自然さに拘るものである。これに対して、現

34 Ibid., pp.11-14.
35 Ibid., pp.14-15.
36 Monica Duffy Toft, The Geography of Ethnic Violence: Identity, Interests, and the 
Indivisibility of Territory (Princeton University Press, 2003), p.1.
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代主義及び非民族主義者は、少なくともヨーロッパの世界においては主に

19世紀の時代で民族を社会的・領域的構成物として捉えたのである。2つ

目は、社会文化の概念としての民族主義の形式的普遍性と、民族主義の歴

史的及び今日的な具体的表現という特殊性との対立から生じるものであ

る。そして、3つ目は、数多くの民衆を喚起する民族主義の力と、その政

治的イデオロギーとしての哲学的貧困との間の矛盾から生まれるものであ

る。それゆえ、他の主義の状況と異なり、民族主義は、偉大な思想家を生

み出せてこなかったのである。代わりに、民族解放を除けば何ら明確な社

会的・政治的哲学をも持たず、情熱的な指導者を追随する大きな群集を作

り出しただけである。イデオロギーとしてのその空洞さまたは浅さもあっ

て、結局のところ、民族主義は、近代発展史の病理学的存在であるに過ぎ

なかったとされている 37。

　19世紀の民族の創立者らは、ただ単に象徴的意味合いで領域の重要性

を認めただけでなく、それを民族的・イデオロギー的源泉としても強調し

たのである。つまり、民族の構築は、社会的・領域的空間に対する解釈、

開拓及び再構築という一連の作業とみなされたのである。そして、民族主

義者は、国家のイデオロギーというよりも宗教とほぼ同じような最も広い

意味を持てるようなものとして民族主義を解釈していた 38。Anderson の

理解では、民族は、想像された政治的共同体であり、また内在的に限定的・

主権的ものとして描かれている。想像された共同体というのは、たとえもっ

とも小さな民族であっても、そのメンバーがそのすべてのほかのメンバー

に会ったり、ひいては、それについて聞いたりすることをまったく期待し

ていないからである。にもかかわらず、個々の共同体メンバーの心の中で

は、民族共同体のイメージが居座り、共通の歴史、共同享受の地理的空間

37 Jim Mac Laughlin, Reimagining the Nation-state: the contested terrains of nation-
building (Pluto Press, 2001), pp.94-96.
38 Ibid., p.97; Benedict Richard O'Gorman Anderson, Imagined communities: refl ections 
on the origin and spread of nationalism (Verso, 2006), p.5.
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または民族の領域、共通の文化、共通の宗教及び共通の言語をもって彼ら

を一つに結び付けていた。また、民族が内在的に限定性を持ったものとし

て想像されるというのは、たとえ 19世紀の巨大な民族であっても、そう

した民族によって構築された帝国そのものと異なり、その民族の外縁に明

確な限定を設けていた。最後に、民族は、主権的なものとして創造されて

きた。これは、つまり、民族がフランス革命の後、19世紀のヨーロッパ

のほとんど地域の政治・経済生活を転換させた産業及び商業革命の過程で、

展開されてきたからである。しかも、19世紀は、決して民族自覚の覚醒

の世紀ではなく、むしろ従前まったく存在していなかった民族の創造の世

紀であった。そもそも、民族は、歴史的・地理的想像の産物であり、その

共同体としての想像は、その歴史的・地理的状況によって条件付けられる

ものである 39。

　西洋列強との対抗で、清王朝は、軍事的戦いの失敗を繰り返し味わって

いたが、1894－ 1895年の日清戦争の敗北は、本当の意味で、中国人に自

らの文明の運命、目標及び価値を真剣に考えさせることを強いたのである。

そして、より重要なことは、自らの民族的アイデンティティについても探

求しなければならないことを自覚させることとなった 40。

　近代以前の中国の民族的状態に関しては、中国の一部の学者は、中華民

族という概念用語こそないものの、自覚されていない自然状態の中華民族

が数千年の歴史の変遷を辿ってきたと解している。しかも、そうした自然

状態の中華民族の数千年の歴史は、自覚した状態の中華民族の発展に決

定的重要な基礎を築いた 41。つまり、秦漢時代から 1840年に至るまでの

39 Benedict Richard O'Gorman Anderson, ibid., pp. 14-16
40 For a detailed study on Yen Fu, see Benjamin Schwartz, In Search of Wealth and 
Wower: Yen Fu and the West  (Cambridge, MA.: Belknap Press of Harvard University 
Press, 1964).
41 费孝通編『中华民族多元一体格局（改訂版）』（中央民族大学出版社、1999年）

3頁；孙进己「中华民族的形成过程」金基浩編『民族理论文集』（延吉 : 延边大学

出版社、1989年）所収。
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二千年あまりは、中華民族が自然的状態あるいは自在の実体として生成し、

形成・発展してきた時期である 42。秦漢から南北朝、隋唐、遼金南北宋、元、

明、清というような歴史的発展のプロセスにおいて、中華民族が自在の実

体として徐々に形を固められ大きくなった。天下システムという全体的枠

組み内で、天下の具体的内実が常に変化し、凝縮力とコア―的機能を持つ

華夏から発展してきた漢民族の構成も絶えず変化してきた。匈奴、鲜卑、揭、

羌、蛮、但、突厥、回绝、契丹、奚、渤海などの族の一部または全部が漢

民族の中に融合し、同時にそれらの少数民族の文化も漢民族の文化に融合

した。一部周辺の民族集団がそれぞれの発展と相互の融合のプロセスにお

いて一体性のある民族的地域と経済的・文化的特徴を保てたが、経済・文

化という面で主体民族との間に密接な関係を持つようになり、相互的補充

性と依頼性が形成された結果、政治的にも密接な関係が形成されるにつれ

て、統一の多民族の中国の民族地方体が構築され、次第に中国の統一的実

体に入り込むこととなる。そして、こうしたことを前提に、民族の多様性

または多様な民族構成を基礎にした政治制度も絶えず変化してきた。秦漢

時代の王朝は、民族地域において民族風習に応じた統治の管轄制度を遂行

するようになり、また北方遊牧部落や西南民族の集中的居住地において族

の首領に王や候の称呼を与えた。隋唐時代の王朝は、羁縻州府の制度を遂

行し、元、明、清王朝は土司制度の改革を遂行した。そのほか、清王朝は

チベット駐在大臣制、モンゴルのザサク制などを遂行した。こうした制度

を通して、中央政権の辺境民族区域に対する統治管理が次第に強化され規

範化されるようになった。この過程で、中国の各民族の多元一体の具体的

な内実も大きな変化を遂げた。全体的趨向として、中国の各民族の一体性

がますます強くなったということである。梁啓超の認識によれば、中華民

族はもとから一つの民族ではなく、多数の民族の混合によって成り立つも

のであり、国家を構成する多数の小民族（エスニック）に対して、大民族

42 高翠莲、前掲注（26）25頁。
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であるといえる。こうした認識は、大民族または「国家的民族」に対する

解析を通して、「一民族一国家」の近代民族（国民）国家という西洋の国家

観念にできるだけ近づき、中国における民族国家の成立に重要な理論的基

礎を打ち立てたと評されている 43。

　中国の民族分布状況から見れば、各民族がそれぞれ自らの地域を有する

のであるが、そうした地域は完全に独立した存在ではなく、むしろ各民族

間の長期にわたる往来、交流及び取引によって中国の各民族がそうした自

らの区域のほか、共同にして領有していたもっと広い中華民族の共同地域

をも有していた。それでも、近代になる直前まで、中華民族が自らの民族

的一体性の意識を有せず、それゆえ、中華民族が依然として一種の自然状

態かにあるといえるのである。歴代王朝の統治者によって遂行された民族

政策が一体性のある中華民族の形成に積極的影響を与える反面、消極的作

用をも有しており、それぞれ矛盾と両面性を持つものであった。例えば、

一方では、文化的伝統としての和の精神と包容の精神に基づき、天下一体

という観念の平面では、域内の各民族を一体性のあるものとしてみなす傾

向がある。他方では、各民族の文化と経済的営みには大きな差が容認され、

結果として発展のレベルが大きく異なっていた。それを反映して、主体的

民族と自認する統治者階層が常に夷と夏の違いを強調し、ひいては夷狄を

猛獣と称したり、わが同族ではないものとして取り扱ったりしていた場合

もあった。その結果、華夷の相違や尊卑が漢民族文化の優勢的地位を基礎

に強調され、少数民族に対する差別的政策を遂行するための口実となる。

また、一部の少数民族の支配者の民族観念も両面性を持つ。一方では、そ

れらは、中国と自称し、漢民族と共同で中華を分け合い、中華文化には進

んで受け入れるが、他方では、自らの民族意識を十分意識し、自らの民族

文化の保全を主張し、異民族からの迫害政策に強く抵抗する傾向を示した。

この過程において、天下システムという想像的構造は、中国の各民族が一

43 张顺昌「梁启超与中国近代民族主义理论研究」『贵州民族研究』2007年第 3
期第 3頁。
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体であるという自覚的認識を促してきた。もともと中国統一体の外側に

あった少数民族が次第にこの統一体に加わるようになり、西漢時代の匈奴、

東湖、南越と西域など、魏晋南北朝時代の鮮卑、掲、氏、羌など、隋唐時

代の突厥、トルファン、契丹と南蛮など、元明清時代のモンゴル、回、東郷、

満、ソロンなどう族がそれぞれ異なる時期で中華統一体に加わった 44。

　このように、清王朝から民国にまで続いてきた民族的アイデンティティ

の探求は、領域的危機に対応するための側面を持つとはいえ、「夷」から「夏」

への転換とりわけ帝国的領域から近代国家の領域への転換における急性な

展開の一面を隠蔽することに働くものでもある。

Ⅳ　結びにかえて

　以上の検証からわかるように、中国の領域観念は、近代において明らか

に大きな変化を遂げた。国境線についての曖昧な意識、領域範囲の不確定

さ、核となる自国領域の明確な認定といった伝統的な領域観念は、近代に

入っては変化を余儀なくされてきた。とはいえ、自国領域の本質またはそ

の存在形態に関しては、秦朝の郡県制が確立されてから一貫とした立場が

維持されてきた。その国家領域の内実と存在形態は、ヨーロッパの世界で

数世紀の戦いを経てようやく辿り着いた近代国家の領域観念と同質の性格

を有していたからである。中央集権の下での郡県制・行省制が持続的に維

持されてきただけでなく、郡県制・行省制によって支配された領域に対し

て明確かつ執拗な領域意識が確立されていた。これこそ、近代に入って、

中国が帝国の崩壊を経験しながらまったく領域的崩壊の道を歩みなかった

最も重要な原因である。核となる国家の領域に対して、支配する意識を有

するだけでなく、有効な制度の構築を通して実効的・持続的に支配してき

たのである。しかもそうした制度的メカニズムに基づいた支配は、対外的

44 高翠莲、前掲注（26）34-35頁。
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に排他的なものであるだけでなく、対内的にも宗教・民族を超越した中央

集権の強権によって維持されてきた。特にこの核となる領域を持つ各王朝

は、範囲的に固定したものではないが、帝国的支配の影響下に入っていた

辺境地域に、行政的統治の遂行を伴った実効的支配を展開してゆく強い傾

向を示していた。この特徴は清王朝において最も鮮明に表れ、近代に入っ

てから中国の領域的一体の維持に大きく貢献したものである。辺境地域に

位置する藩属は、中央集権の力の強化によってその核となる領域に一部に

転換させられた事例が数多く見られる一方、その核なる領域から離脱して

藩属となったり、他国の領域となったりする事例は、まれである。

　史的に見ると、中国という国家のもっとく重要な特徴の一つは、その統

一、すなわち一つの中央集権の王朝の下で多民族の生息する領域の全体を

統括的に支配することである。その意味で、中国はまさしく、その二千年

あまりの歴史においてほぼ同一の領域においてしかもほぼ同一の人民を抱

えて生き延びてきたものである。ローマ帝国が多くのより小さな国家に断

片化されるプロセスを進めていた最中に、中国はまったく正反対の方向を

動き、外から激しい干渉を受けたにもかかわらず、近代にいたるまで持続

的に統一の維持を努めてきた。

　膨大な領域の統治管理に関して、中国という国家は、その支配の物理的

強制のみまたは主にそれに頼ることはできないし、頼ってきたこともない

のである。19世紀に至るまで、軍事力はそれほど強調されていなかった。

むしろ、国家の力は、強制の形式によって補強された合意に主に依存して

いた。この合意の達成に関しては、国家は、とりわけ明朝と清王朝におい

て、儒教を基礎にした共通の価値観と文化を人民に教え付けることを展開

してきた、という理解がある一方 45、清王朝の特性から理解する新清王朝

歴史論の分析もある。異なる視点からの分析ではあるが、共通しているの

は、近代という歴史的転換点に立った中国がすでに鮮明な形でその自らの

45 R. Bin Wong, China Transformed: Historical Change and the Limits o f European 
Experience (Cornell University Press, 2000), pp. 96-97.
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領域的アイデンティティ及び民族的アイデンティティを持つようになって

いた、ということである。

　国家は国境に囲まれる政治的実体であると認識することができるが、し

かし、これはあくまでも国家の形式的側面であり、その本質的側面ではな

い。近代民族国家はその国境内の国民が一つ明確な凝縮力すなわち国家意

識にまとめられるものとして描かれている。領域または人口の状況ではな

く、領域内の国民が真の国家意識をもち、国家アイデンティティに対する

明確の意思を有するかどうかが最も重要である。歴史上帝国の崩壊の背後

には、領域征服と拡張があまりにも早く、征服に屈した人々に国家アイデ

ンティティを植え付くことができなかったことが重要な原因の一つとされ

ている。中華民族は秦漢以後自らの民族アイデンティティ及び国家アイデ

ンティティを持つようになり、しかもこうしたアイデンティティは感服ま

たは征服された民族と領域にうまく植えつくことが成功しただけでなく、

中原の領域を征服した民族と王朝も自ら進んでこれを受け入れてきたので

ある 46。しかも、そうしたアイデンティティは、近代との遭遇で惹起され

た領域的統一の維持の危機意識に促され、加速的にそれゆえ荒削りの形で

一層強く固められてきた一面を否めないが、明らかに歴史的想像にとどま

らず、有効な領域的支配制度を通して具現化されてきたのである。近代中

国は、まさしくそうした堅実なアイデンティティを持って誕生したもので

あるといえる。

　

（本研究は、平成 25年度駒澤大学の在外研究制度を利用し、平成 24年度 

JFE21世紀財団の研究助成による成果の一部として行われたものである。 

記して感謝の意を表したい。）

46 彭丰文『两晋时期国家认同研究』（人民族出版社、2009年）5頁。


