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� 
問題意識	 

�  毛沢東時代の負の遺産や儒教文化の要素が色濃く残る中国 
�  世代、社会階層、民族などを超えて、国が抱える問題に対して
人々が認識を共有することは難しい 

�  公共の問題を論じる開放的な空間、すなわち公共圏を発展させ
ることはできないのか 

�  公共圏を発展させるためには「言論の自由」が保障され、人び
とが自立した批判的思考を育むことができる環境が必要不可欠 

�  だが、中国政府は言論・思想界や人権活動に対する引き締めを
一段と強化 

�  多くの国民は政府やシステムを信用しない 
⇒中国において公共圏を発展させるにはどうすればよいのか 
⇒国境を越えた公共圏の構築を展望するためには何が必要か 



� 
「公民社会」と中国のソフトランディング	 	 

 
 
「中国は重い癌を患っている」 
 
「癌細胞、つまり中国が抱える問題は既に全身に広がっている
が、それが今後どのような結果を招くかはわからない。病状が
急に悪化して生命を終えるのか、または、ゆっくりとしか進行
しないものの、投薬治療も手術も効果がなく、体の至るところ
の機能をさらに低下させるのか。あるいは、植物状態になり、
長期にわたって生命維持装置をつけるようなことになるのかも
しれない。このような状態で中国と世界にもたらされる災厄は
どれほど大きいか。共産党政権が倒れるかどうかを考えるより、
我々が心しなければならないのは、倒れてから改革に手をつけ
るのでは遅いということだ」	 	 



� 
公民社会の発展を極度に警戒する中国政府	 	 

� 公民社会についての議論を制限し、NGOの活動など
に対しても規制を強化 

� 「七不講」（七つのタブー）普遍的価値、報道の自
由、公民社会、公民の権利、中国共産党の歴史的な
誤り、権貴（権勢があって高貴な）資産階級、司法
の独立 

� 自由に主張を展開しようとする弁護士や活動家、ジ
ャーナリストに圧力 



� 
習近平政権下の言論統制と世論工作	 	 

� 権威強化と大衆扇動	 	 
� 言論統制とイデオロギー工作の強化	 	 
� ネットオピニオンリーダー「大V」の摘発	 	 
� 弁護士や活動家の迫害	 	 



� 

弁護士や活動家の迫害	 (1)	 浦志強弁護士	 



� 
(2)	 709一斉検挙	 

�  2015年7月、200人以上の弁護士の一斉事情聴取・連行	 
�  2016年2月現在、そのうち30人以上が「国家政権転覆罪」「国家政権転覆扇
動罪」「証拠隠滅幇助」などの容疑で刑事拘留あるいは逮捕され、「指定居
所監視居住」と呼ばれる公判前の措置でも拘束	 

�  目立つのは北京鋒鋭弁護士事務所（主任：周世鋒）の関係者。活動家と連携
し、不満を蓄積している陳情者などと共にインターネットでの発信や街頭で
のアピールを行い、事件や事故の真相解明を政府に要求していた	 

�  弁護士や活動家、市民に対する弾圧や拷問の実態を調査していた弁護士の李
和平、その弟で弁護士の李春富、助手の趙威（ハンドルネーム：考拉）、高
月なども国家政権転覆罪や国家政権転覆扇動罪で逮捕された	 

�  拘束された弁護士や活動家の家族や支援者への圧力も強化（逮捕された江天
勇弁護士は共青団SNSのアニメで批判される）	 



� 
(3)	 公民運動	 

�  2010年頃に法学者の許志永らが、公務員の財産公開や教育を平等に受
ける権利の実現を市民と共に呼びかけた新公民運動も動員型の活動で
あったが、2014年、許をはじめ、各地の中心メンバーが公共秩序騒乱
罪などで懲役刑を受けるという結末を迎えた	 

�  市民社会に関連する研究や建設的な提言が高い評価を受けていた民間
シンクタンクの「伝知行社会経済研究所」や、農村に図書室を設立し、
市民の学習活動を広めた「立人郷村図書館」など、知識人と市民が連
携する形で活動を展開してきた組織も集中的に圧力をかけられている	 

�  13年に『南方週末』紙が当局の指示によって改ざんされたことに抗議
し、同紙本社前で抗議活動を行った活動家の郭飛雄は、2015年11月27
日、公共秩序騒乱罪と騒動挑発罪で有罪に	 

�  2016年1月29日、「広州三君子」と呼ばれていた3人の市民活動家（唐
荊陵、袁新亭（またの名を袁朝陽）、王清営）にも有罪判決	 	 



� 
�  2015年3月、「国際女性デー」（3月8日）に合わせて、地
下鉄などで痴漢やセクハラの防止を訴えていた女性活動
家ら5人が騒動挑発の容疑で拘束されたが、当局は国内外
からの強い反発を考慮したのか、1カ月あまりで保釈	 

�  8月、広東省の企業家で、知識人や市民活動の支援にも積
極的だった信力建が突然拘束された	 

�  12月、広東省の労働団体・海哥労働者サービス部の鄧小
明、番寓出稼ぎ労働者サービス部の曾飛洋、朱小梅、労
働者互助グループの彭家勇、南飛雁ソーシャルワークサ
ービスセンターの何暁波らが、公共秩序を乱した容疑や
業務上横領の容疑で一斉に拘束された	 

(4)その他活動家の拘束	 



� 
�  	 2015年度は、共産党に批判的な書籍を取り扱う香港の
「銅鑼湾書店」の桂敏海ら関係者5人が失踪し、日本人が
スパイ行為に関わった疑いで拘束されるといった事件も
発生	 

� 国の安全や利益を守ることを目的とする「国家安全法」、
テロ対策を強化する「反テロ法」が全国人民代表大会で
採択され、中国国内で活動する海外NGOの管理を強化する
「海外非政府組織管理法」が制定された	 

� これらの法律は、国家の安全やテロ対策のために報道規
制を強化し、非政府組織はもちろんのこと、企業などに
も情報提供を義務づけるというものである	 

(5)「海外敵対勢力」への警戒	 



� 
環境問題に関する大規模抗議活動	 	 

� 昨今、中国では環境保護や労働条件の改善などを求
めるデモが頻発し、その多くが暴力を伴っている 

� 理性的に主張を展開することはできないのか 
(1) 王子製紙南通工場の大規模デモ 
(2) PX反対運動の先駆け―厦門市のケース 
(3) 法を無視して早期解決を図った大連市PX反対運動 
(4) 環境汚染への抗議は名目上の理由？：四川什邡、   
     寧波鎮海のケース 
� 国を挙げてのPX広報と「穏評」（安定維持評価）	  



� 
南通市と啓東地区	 

http://livedoor.blogimg.jp/nappi11/imgs/a/f/af19f8e4.png	 



� 
王子製紙南通工場に対する抗議デモ	 

http://www.jiji.com/jc/p_archives?id=20120728093943-0012997295	 



� 

公共圏の発達を阻む要因 
（１）中国の統治構造	 

� 中央―地方―基層という行政・自治組織に加えて、共産党組
織や統一戦線組織が縦横に組織され、それぞれが異なる関心
をもって政策決定・実施のプロセスに関わっていることから、
中央の指示や意図が各地方や団体に統一的に届かず、部門間
での調整がうまくいかない 

� 公有制を維持する社会主義国であり、民間セクターに比べて、
政府系セクターが優先されており、その上、役人が特権を濫
用する風潮の下で、賄賂や口利きといった非合法・制度外の
活動が浸透している	  

� 権力を分立しない政治制度を有しており、権力が十分に監視
・制御されていないため、司法、警察、行政の癒着が著しい	 	 



� 
(2)社会階層間・地域間の経済格差	 

� 国民に対する権利が平等かつ公正に保障されていない 
� 社会保障の水準や内容、加入状況が地域によって異な
るため、問題が生じた際にも被害者の救済の内容に大
きな差が生じる 

� 国民の側も、国民として果たすべき義務や社会的責任
についての認識が希薄で、制度に依存するだけでは自
分の権利や利益を守ることができないと考え、暴力や
超法規的な手段に訴える人が少なくない	 



� 
中国における「公共」	 

�  中国語の「公」には倫理的な意味合いが含まれており、その根
底には家制度がある	 

�  しかし、現在の中国社会は急激な経済発展によって多元化が進
み、家族やコミュニティの人間関係にも大きな変化	 

�  中国にはもはや、毛沢東のような強烈なカリスマを有する政治
家も人民を熱狂させるイデオロギーも存在しない	 

�  人間関係が過度に理性化し、公共空間が衰退	 
�  これまでとは異なる「公」を創出できるのか	 
�  人々が制度構築に向けて前向きな意識や行動を持つようになる
ためには何が必要か：（１）個人レベルでは言論の自由、独立
した・批判的思考、（２）集団レベルでは公共圏の形成⇒市民
・公民としての政治・社会参加	 



� 
民主主義の発展と定着、市民社会の役割	 

�  政治的自由を抑圧するコスト、低所得者層は反乱を起こすことによ
って得られる期待利得は？	 

�  Diamond,	 Larryなど：市民社会が民主主義を安定させる	 
�  Putnam,	 Robertなど：社会関係資本（social	 capital）が民主主義
の機能に果たす役割	 

Ø  党の正統性が低下している中、穏維（安定維持）に費やすコストは
増大している	 

Ø  プロパガンダや教育、左派・国家主義者への支援を通して低所得者
層を動員し、ナショナリズムを高め、国家の威信を高める	 

Ø  中国の「関係」が前向きに機能すれば民主主義の促進にプラスに働
くのか？・・そのためにも制度改革は必要不可欠	 

Ø  国境を越えた連携のためにも、格差の是正、制度改革（社会保障、
戸籍、土地など）、市民社会の発展が重要	 



� 
積極的に公共圏を越境させる	 

�  民主制度が発達している西側諸国でも、公共圏の形成の過程で多く
の問題が生じている 

�  投票行動が低下する中での代表制民主主義に対する批判と再考 
�  マイノリティの市民権や参政権を保障する制度的枠組みを構想する
必要 

�  新自由主義的政策によってひずみが生じた労働、医療、福祉、環境
などの分野の公共的機能をいかに再建するか 

�  立憲主義と民主主義の関係 
�  他国と記憶や認識を共有し相互理解を深めるべきテーマも多数存在 
�  日中両国は特に経済面において利益共同体ともいえ、その他の側面
においても、政界、政府、ビジネス、学界などそれぞれにおいて、
相互に社会的責任を果たすことを考えるべき	 



� 
� 「公共圏」=「公共の問題を論じる開放的な空間」は、
特定の利害関心を持った個人がぶつかり合うだけの
場にはならないのか 

� 「独立した思考と批判精神を持つ個人」を形成する
教育は、現実には、教師の力量の面でも、学習者の
ニーズの面でも、かなり困難なのではないか 

� 「30年後に東アジアはどうなっていたらよいだろう
か」	 	 

ここで考えてみよう	 



� 
� ネットで悪い人を懲らしめようという動き 
� アメリカで公然と行われていた「私刑」：18世
紀のバージニア州で、ある人物の一味が私設の
法廷を開設。ウイリアム・リンチ大佐が「悪
人」をを捕らえて裁き、絞首台送りにし
た。・・彼の名「リンチ」⇒「私刑」「集団に
よる制裁 

� 近代の法治国家「私刑」は認められていない	  

インターネットの発達と公共圏 
ネットを通じた「私刑」	 



� 
� ツイッター上で悪事（飲酒運転、喫煙）自慢をした

19歳の女子短大生の個人情報を暴き、ミクシィ、ツ
イッターを退会に追い込んだ（2011年） 

� ホームレスをいじめたことをミクシィ上で自慢した
大学生を内定取り消しにした（2009年）	  

� 虚偽の申告でサイゼリヤから3000円の返金を得たこ
とを自慢した男子高校生の、自宅の電話番号、学校
名を暴き、自宅と学校に嫌がらせの電話を殺到させ
た（2008年） 

日本：「ネット自警団」	 



� 
}  微博は「擬似的な議会」？ 
}  党・政府にとってもインターネットは「主戦場」	 
}  学術界、法曹界、財界、市民団体などの人脈、そこに関わる
人々の考えていること、行動が一目瞭然 

}  過去の履歴をさかのぼったり、キーワード検索で必要な情報
がすぐ入手可能 

}  ２００万人のネット監視員が監視しているが、すべてをコン
トロールすることは不可能 

}  インターネットは地方ごとのメディア管理の制限をも突破 
}  社会的弱者も容易に知識人などと連携して行動できる（e.g.于
建嵘らによる物乞いの子供たちの救出作戦）	 

中国・変わる言論空間	 



� 
子どもを探す親の微博	 



� 
� 「人肉捜索」：周久耕、郭美美、表哥、表弟、表叔、房妹・・・ 
� 江西宜黄県の強制立ち退きへの抗議を発端とするリアルタイ

ム微博報道：「囲観」 
� 行政責任を追及：南丹錫鉱山事故、温州市高速鉄道事故 
� パラキシレン生産工場の建設反対運動 
� 憲政を武器にする新公民運動：「同城飯酔」、公務員の財産公

開、平等な教育の権利を求める活動  
� 「公共企業家」の存在	

公民意識の芽生えと新しい社会運動	 



� 
表哥	 



� 
� 日本：空気を読む文化 
    「出る杭は打たれる」、当たり障りのないように発言 
� 中国：徳によって治める文化 
　テレビ局が裁判所の役割を果たす―「認罪」 
� ネットの匿名性高い空間で攻撃性を増す 
� 異質なものに寛容になれない 
� 空気を読む文化―政治的中立性の問題（陰性の言論弾
圧？ e.g.  憲法に関する研究会を開催し辛い環境）	 

文化が公共圏の形成に与える影響	 



� 
� 法治と法の支配・・立憲主義 
� 民主主義と大衆迎合の政治 
� 偏狭な愛国心の強調 
� マジョリティVSマイノリティ 
� 外国人排斥 

公共圏の発達を支える 
制度面の条件	 



� 
� 虚偽ではなく、真実に基づく知的探究 
� 権力に対する抵抗 
� 自分にとっての真実VS支配者にとっての真実・・常
に抵抗し得る環境を整える 

� 心身の暴力を他者に与えることは犯罪であり、司法、
警察権力がそれを監視し、取り締まる 

� それらの権力も十分に監視されなければならない、
システムとしての機能を常に確認する 

教育の実践⇔公共圏の形成	 



� 
� 知識人・専門家が役割を発揮する 
� 異なる利害の調整、異なるものを受け入れるのが当
たり前の環境をつくっていく 

� 学校という閉鎖された空間を開放していく：教職員
の上下関係、教員と学生の関係の再構築、教員の専
門性・独立性をどう担保するか、異文化、国際化の
推進、特にアジアにおける「歴史の和解」を重視	 

東アジアの未来 
民間レベルで「歴史の記憶」	 を紡ぐ	 


