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１．「中国」の捉え方	 

ß  多様な中国	 
領土，自然，人口，歴史，多民族・多文
化・・・	 

南北の異同（岡倉天心）	 

ß  一つの中国	 
	 「文化中国」と「政治中国」	 

	 漢字＋礼制＋科挙	 

ß  歴史上の中国	 
	 歴史地理学（顧頡剛，譚其驤）	 

	 天下=中国（九州）　華夷・広狭の別	 
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「中国」意識の台頭	 

ß  漢代：対匈奴	 

ß  魏晋南北朝：江南開発	 

ß  宋代：対遼・金	 

ß  明代：北虜南倭	 

ß  清代：華夷一家	 

ß  近代：対西洋＋対日本	 

ß  現代：抗日→反米・反ソ→？	 

「中国史」の自覚 
“我々がもっとも恥ずかしく思うのは，何といっても我が国に国名が
ないということである。普段呼び習わしている「諸夏」といい，「漢
人」といい，「唐人」といい，これらはいずれも王朝の名前である。
外国人がいう「震旦」や「支那」はどちらも我々が自分で命名したも
のではない。「夏」「漢」「唐」などで我々の歴史を名づければ，国
民を尊重するという宗旨にもとる。「震旦」や「支那」などで我々の
歴史を名づければ，名は主人に従うものという原則を失ってしまう。
「中国」「中華」と言ってしまえば，やはりどうしても自尊心が強く
うぬぼれているということになり，周りから批判を招くだろう。しか
し，一つの王朝〔の名称〕によって我が国民を辱めてはならないし，
外国人が勝手に決めたことで我が国民を愚弄するのはなおさら駄目で
ある。三者ともに欠点があるなかで，本当にやむを得ず，やはり我々
の言い慣わしていることばを使い，中国史と呼ぶのである。”	 （梁啓
超「中国史叙論」1901年，原載『清議報』）	 

「国家思想」と歴史叙述 
國家思想者何？	 

一曰，對於一身而知有國家。	 

二曰，對於朝廷而知有國家。	 

三曰，對於外族而知有國家。	 

四曰，對於世界而知有國家。	 
（梁啓超『新民説』「第六節　論國家思想」1902年，原載
『新民叢報』）	 



3	

中国史の「誕生」 
岡本監輔『万国史記』(1879)	 

李提摩太『泰西新史攬要』(1895)	 

	 

夏曾佑『最新中国教科書中国歴史』
(1904-06)	 →	 1933年『中国古代史』
に改題	 

	 

桑原隲藏『中等東洋史』(上下，
1898)	 →	 漢訳『東洋史要』(1899)	 

２，国恥(national humiliation)百年 

ß 領領⼟土の割譲
Ý 割地・⽠瓜分，租界・租借地，勢⼒力力範囲

ß 不不平等条約
Ý 関税・裁判権・MFN

ß 利利権の喪失
Ý 鉄道・鉱⼭山等
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「国恥」の時空 

国
恥
三
百
年年
失
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歴史的「中国」の輪輪郭 
ß  満州事変と歴史地理理学
        顧頡剛（1893-‐‑‒1980）と譚其驤（1911-‐‑‒92）

        禹貢学会（1934年年）

        『中国歴史地図集』

ß  「歴史上の中国」論論
 　 　天下（華と夷）
 　 　清朝の版図
 　 　⼈人⺠民共和国の実⾏行行⽀支配地

内政部方域司 
《南海諸島位置図》 
（1947年12月） 
十一段線 

国恥記念日 

二十一か条要求（1915）	 

　五九：最初の国恥記念日	 

五三惨案：山東出兵(1928）	 

満州事変（九一八） 
盧溝橋事件（七七） 
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３，歴史の語りnarrativeの変化 

ß  “勝利利者”から“被害者”へ
“皇軍の侵略略に感謝する。”
帝国主義と国⺠民党に対する勝利利
⼈人⺠民の英雄的勝利利の物語り

ß  ⾰革命史（中共党史）の退潮
Ý 社会主義⾰革命の挫折
Ý 国⺠民党の戦争貢献（中華⺠民国・蔣介⽯石）
Ý 歴史の記憶・神話・トラウマ（cf.  汪錚2014）



7	

蔣介石『中国の命運』（1943年）	 

“歴史の進歩から⾔言えば，百年年来
の国恥によって作り上げられた不不
平等条約は，我が全国国⺠民が⼀一致
して願う，恥を雪ぎ強国化を図る
運動を引き起こした。⾰革命による
満洲⼈人打倒はこれによって起こり，
抗戦建国もまたそこから⽣生まれた。
恥を雪ぎ強国化を図る運動の中で，
事実の経過は，国⺠民⾰革命の路路線だ
けが，最も徹底した，最も正確な
なのであることをすでに証明し
た。・・・”

毛沢東『新民主主義論』（1941年）	 

“外国資本主義が中国を侵略略し，そのうえ中国社
会に資本主義的要素がしだいに成⻑⾧長して以来，
すなわちアヘン戦争から中⽇日戦争まで百年年来，
中国はしだいに変化して，すでに植⺠民地・半植
⺠民地・半封建社会となった。現在の中国は，⾮非
占領領地区では植⺠民地社会であり，⾮非占領領地区で
ない地区では基本的にまだ半植⺠民地・半封建社
会である。・・・われわれが除去しようとする
のは，この植⺠民地・半植⺠民地・半封建の旧政治，
旧経済，そして旧⽂文化の形態である。そしてわ
れわれが創出しようとするのは，これと正反対
のもの，すなわち，中華⺠民族の新政治，新経済
および新⽂文化である。”

“不平等条約”体制とは？ 
ß  利利益均霑から利利権喪失へ

Þ 万国公法（国際法）の受容
Þ “弱国に外交なし” 　

ß 国権回収・条約改正
Þ  1900年年代からの修約外交
Þ  1920年年代からの⾰革命外交
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袁世凱（1859-1916）をどう評価するか？ 

ß  「窃国⼤大盗」「独夫⺠民
賊」

ß  直隷隸総督・軍機⼤大⾂臣：
清末新政の推進

ß  国権外交（修約外交）
の成果

ß  ⾟辛亥⾰革命の「⼤大妥協」

孫文（1864-1925)をどう見るか？ 
ß  「偉⼤大な愛国者・⾰革命家」

Ý 晩年年の三⼤大政策（連ソ・容共・扶助農⼯工）

ß  領領袖独裁
Ý  同盟会の内紛
Ý  死後の神格化

ß  満洲租借密約
Ý ⽇日本の援助
Ý 「東北北」認識識

小　結 
ß  「中国夢」＝富国強兵（強国夢）

Þ  近代の被抑圧・被侵略略の記憶
Þ    辺境の喪失と国⼟土回復復（とくに台湾問題）
Þ  ⼤大⼀一統の政治⽂文化

ß  公定ナショナリズムと⼤大衆ナショナリズム
Þ  抗⽇日（教科書・靖国参拝・慰安婦・・・）
Þ  領領⼟土・領領海問題（東シナ海，南シナ海）
Þ  愛国主義操作の限界

ß  エスノ・ナショナリズムの⾏行行⽅方
Þ  1989年年  ダライ・ラマ14世ノーベル平和賞受賞
Þ  2008年年 　北北京オリンピック聖⽕火妨害
Þ  2009年年 　ウルムチ騒乱
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