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北京の近況 
             協力会会員 小林治平（北京在住） 

１.チベット動乱 50 周年 

「両会」（全人代と全国人民協商会議）が先週まで行われていた事もあり、街には警備の公安・武装警

察の係官や解放軍の兵士、ボランティアの治安維持志願者が街角のあちこち、陸橋の上、地下鉄駅入り

口などに立って警戒している。 

 そんな中、3 月 10 日の「チベット動乱 50 周年」の日に民族文化宮で行われているチベット展覧会－

「西藏民主改革 50 年大型展覧」を見に行った。入場無料であるが一般人というより、軍服を着た解放

軍関係者、組織の学習会、といった感じの入場者が中心である。内容は従来の中国共産党の立場を超え

るものでは全く無いように感じる。展示内容からはチベットでの大衆の生活の様子やチベット仏教が生

活に根付いている状況などをうかがわせる内容はない。文化大革命時の寺社の大規模破壊の紹介もない。

『過去の農奴制を持つ遅れたチベット－解放軍による平和解放－武装反乱の平定－民主改革－50 年来

の分裂主義者との戦い－経済的社会の発展と人権施策の成果』、と言う流れの展示である。その内容は

「西蔵人権網」www.Tibet328.cn で見る事ができる。この「網」は３月 10 日にスタートしたもので、CCTV

中央電資台の７時のニュース番組「新聞聨播」で紹介していたのを見て知った。名前は「人権」が入っ

ているので一見中国のサイトらしくないが、要するに中身は中国共産党の西蔵政策の正しさを宣伝する

ものという域は出ていない。展覧会の趣旨・内容と全く同じである。サイトの使用言語の中－英－独－

仏、というのはそのままチベット問題に対するコミットの多い国を示しているようで興味深い。 

 中国は、ダライ・ラマが西側の諸国で評価が高いのは氏が一部の政界人士を惑わしているからであり、

西側もダライ・ラマの存在を利用している、チベット仏教がチベット人に広く信仰されているのはその

民族の文化的レベルが低い水準にあるため、という態度をとっている。 

 大西広教授のご著書『チベット問題とは何か ”現場”からの中国少数民族問題』（かもがわ出版）

を過日一読したが興味深い内容であった。少数民族問題を経済的な観点から考察するのはユニークと言

うだけでなく重要な視点・指摘であろう。『中国統計年鑑 2007』によると中国各省の一人あたりの GDP

は最高が上海市で 7000 米ドル近く、最低が貴州省で 700 米ドル以下でその差は 10 倍以上あるが、なぜ

貴州省なのかと言う点を疑問に思っていた。チベットのように産業のない省が最下位でないのは中央政

府からの補助金がかなりの額にのぼっているという事を考えると納得がいくのである。また、同じく大

西教授の指摘の通り、中国の中央政府が大衆の反感・反発を恐れて「中央政府はチベット自治区にこん

なに支援・援助をしていますよ」と大きな声で言えない所・ジレンマも確かにあるだろうと思う。低階

層に位置する漢族、特に農民層も少なくないのであるから。 

 

２.“非誠勿擾”之旅：北海道旅行が’熱点’（ホットスポット）に 

 年末年始の娯楽映画（賀年片）として公開された”非誠勿擾”（fei cheng wu rao)[誠実でない人お
断り]は、当地で大きな反響を呼んでいる。私も昨年 12 月の末、一時帰国前に見たが、これは北海道の

観光案内映画ではないかとそのときに思った。撮影地が北海道のどこかわからないが、とにかく風景を

ていねいに、きれいな色彩効果を出してゆっくりと撮っている。従来の中国革命映画全盛の頃学生時代

を過ごした身には軽すぎて「中国らしくない」と感じ、日本で上映されたとしても違和感のないものと

思った記憶がある。 

 今、この撮影地を「巡る旅」まで出てきていて希望者が殺到し、既に旅行の価格が高騰しつつあると



の事。この映画に関係なく以前から北海道旅行を計画していた中国人の知人が不満そうにそう漏らして

いる。彼ら夫婦は方向を変えて沖縄行きを目下計画中である。上海から那覇への直行便があるのでその

気になればいく事はそう難しくない。 

 当地の日本政府観光局（正式名：JNTO 国際観光振興機構）の話では 08 年暦年の中国人（香港・台湾

除外）の訪日者人数が初めて百万人を超えて、世界的金融危機の影響のある今年の中国人の訪日動向が

注目の的である。注目ポイントの一つがこの北海道旅行、どこまで伸びるかで、そしてもうひとつがま

さに始まろうとしている桜前線を追いかける花見の旅である。昨年からこの花見を楽しむ中国人が急増

しているそうである。また、薬などの販売促進の「褒章旅行」として船（旅客船である、過去の密航船

ではない）で日本にやってくる旅行企画も昨年は数件あり、訪日人数の百万人突破に貢献した。不景気

の折、日本の観光地にとっては中国からの観光客は大切なお客様である事は想像に難くない。よい印象

を持って帰ってもらえるよう、各地でさまざまな努力がなされていると聞いている。 

 前段のように、省市ごとの所得格差が 10 倍以上あるこの国中国では、日々の生活をかつかつで過ご

す人もいれば、海外旅行をエンジョイする層も人数としては少なくないのが現在の実情である。 

                                 （09.3.15 記) 
********************************************************************************************************************* 

０９年２月：暴動情報検証 
                                               １１．MAR．０９ 

                                                              小島正憲 

2 月１７日付けの日本経済新聞は、「中国、暴動へ警戒強める 北京、１００万人態勢で警戒へ」という見出し

で、中国政府が景気減速に絡んだ暴動の頻発に警戒を強めていると報道した。しかしながら、２月度の中国全

土の暴動の実状は２月危機の勃発が叫ばれていたにもかかわらず、通常月と変わらず、総計１６件ほどであった。

しかも特別に目新しい性格の事件もなく、今のところ、中国で暴動が激発する兆候はない。以下に０９年２月の

暴動情報の検証結果を列挙する。①～④は実地検証済み。⑤～⑯は未検証。 暴動評価基準は文末に掲示。 

なお、２月２８日付けで私の手元に、「北京松下」における労働争議の情報が入ってきた。この件は別項扱い

で各位に送信済みのため、今回の検証記の中には掲載していない。 

 

①２／０６・０７ ： 天津市河北区で住民が強制立ち退きに抗議。 暴動レベル０。 

・ネット情報 ： 天津市河北区で、２／０６・０７の両日、当局の強制

立ち退きに抗議した２００人ほどの住民が、北泰路と北中路の交

差点を塞いだので、現場は交通マヒに陥った。０６日には武装警

察が出動して住民を排除。そのとき数名の怪我人が出た模様。 

・実状 ： 河北区には北泰路も北中路もなかった。天津市内の他

区にもない。現地でタクシーの運転手数人に聞きまわったところ、

天泰路と津浦北路の間違いではないかとのこと。河北区天泰路

周辺を見て回ると、道路脇にその一角だけ開発に取り残されたよ

うな場所があった。そこには２００軒ほどの古くて倒壊寸前の家屋

が密集しており、街路樹には当局の赤い横断幕が翻っており、

家々の壁には引っ越し業者や転居用マンションの斡旋広告、家屋の販売広告などがやたらに貼ってあった。

近くまで行って、この地区の標識を確認したところ、東于村と書いてあった。周辺の住民の話によれば、ここの

村民が抗議行動を行っているのだという。家屋密集地の中には、当局の移転計画事務所があり、「早搬遷 

早受益」という横断幕が掲げてあった。その日は近くの路上に公安の車が 1 台とまっていただけだったが、０

６・０７の両日の朝には住民の街頭抗議の鎮圧のために、かなりの武装警察が出動したという。住民は区人民

政府にも抗議に行ったが追い返されたという。そのときも数人の怪我人が出たという。 

・この村の家屋の立ち退き料は 1 ㎡＝７千元（ネット情報では９千元）ほどで、大体１５～２０㎡の家屋が多く、手

にできるのは 14 万元程度である。それに比べて市内のマンションは安くても 1 ㎡＝1 万元（ネット情報では１

万４千元）を割ることはなく、しかも４０㎡以下の物件は探すのが困難であり、実際に転居するにはかなりの金

額が不足する。このことに住民は抗議をしているのであるが、私が見たところ、家屋は倒壊寸前の古いものが

多く、立ち退き料は妥当な金額ではないかと思う。しかし現在地のような通勤が便利な場所に、転居先を購入

するには金額がかなり不足することも事実である。これらの問題を解決することはなかなか難しいことであろう

が、当局が柔軟な解決方法を考え出すことに期待したい。 

・天津市は開発途上であり、今後もこのような問題は続発するであろうが、いずれにせよ真相は、より安く買おうと

する当局側と少しでも高く売ろうとする住民側との銭ゲバである。これを高圧的で一方的な当局と強制的に立

ち退きさせられる虐げられた住民という図式で見るのは誤りである。住民の中には１か月ほど前に、親戚が転



居後の家屋にわざわざ引っ越してきて、移住費用を受け取ろうとしているしたたかな者もいるのが実状であ

る。 

 

②２／１０ ： 河北省滄州市孟村回族自治県で回族と漢族の乱闘あり。 暴動レベル０。 

・実状 ： 孟村回族自治県の市内中心部から車で東北に２０分

ほどの牛進荘村で、２／１０、牛進荘村の回族住民と道路を

挟んで隣接する耿荘子村の漢族住民の双方約２００～３００

人が乱闘、約１００人が負傷。野次馬約１０００人が殺到。 

・原因 ： ９日の夜、漢族の小正月の花火の打ち上げを見に来

ていた回族の子供が、漢族に殴られた。翌日、回族住民がこ

れに抗議したことから騒動に発展。 

・経過 ： 武装警察２０００人が出動し騒動を治めた。２／２１に

は、騒動のあった道路わきに公安のワゴン車２台と乗用車が

待機中。建物などに騒動の痕跡はまったくなし。       ≪暴動場所：道路を挟んで回族と漢族が対立≫ 

・その他 ： 孟村回族自治県は人口１８．９万人。そのうち回族は４．７万人で２４％を占めている。この村は鋼管

を製造する産業がきわめて活発で、村内には無数の中小企業が、「管件」・「法蘭」・「弯頭」などの看板を掲げ、

工場を経営している。孟村県の鋼管製造業者の現有総資産は３０億元を突破しているという。これらの工場経

営者には回族も多く、村中心部には回族料理のレストランが多数あった。モスクもあり、中心部にあるバス停の

屋根はモスクに似せて作ってあった。 

滄州市から孟村県に行く途中には、大港油田があり、孟村県から出勤している村民も多いという。 

総じて、孟村県は産業も豊富で就労先も多く、豊かな村である。

しかし村人たちの話によれば、昨今の金融危機の影響を受け

ているのも事実のようであった。                   

・孟村回族自治県の回族住民は、２０００年１２月１２日にも大規  

模騒動を起こしている。１２月８日、孟村県に隣接する山東省陽   
信県では回族住民の感情を傷けるような小さな事件が起き 
た。１２月１２日、少数人に扇動された孟村回族自治県の回族１ 

００人以上が車に乗って陽信県へ行って警察と衝突した。 

この衝突で回族住民６人が死亡、１９人が負傷した。警察も１  

３人が負傷した。事件発生後、党中央と国務院は事件を全 

力で処理した。この＜陽信事件＞で、山東省の陽信県委書            

記劉成文、県長王力、県公安局局長王天河たちが免職され          ≪孟村県のモスク≫ 

た。河北省のリーダー幹部と孟村回族自治県の主なリーダーも処分された。                 

                            
③２／１４ 浙江省桐郷市桐慶小区で農民工と警察が衝突。 暴

動レベル２。 

・実状 ： 浙江省桐郷市桐慶小区で２月１４日午後５時ごろ、中

華路と民豊路の三叉路で交通事故をきっかけとして出稼ぎ農

民工約５０００人と公安５００人が衝突した。公安車両４台が破壊

されるなどの騒ぎに発展したため、武装警察１０００人が出動し

鎮圧した。農民工１００人以上が負傷し、少なくとも２０人が身柄

を拘束された。夜１０時ごろに沈静化した。 

・原因 ： バイクに乗った地元男性が三叉路で農民工にぶつか

った。そのとき農民工はその場で地元男性に補償金を要求した      ≪騒動のあった中華路≫ 

 が、警察官は病院へ行くことを勧めた。警察官が地元男性の肩

を 

持っていると思った農民工は大声で叫び仲間を呼んだため、

大勢の農民工と野次馬が集まって、騒動に発展した。 

・その他 ： 交通事故の当事者の農民工や公安車両の破壊者は、

この騒動の最中に逃亡してしまったため、公安は１６日付けで

広報を出し自首を促すと同時に、有力情報の提供者に懸賞金

を２千～５千元を出すと明示している。 

・桐郷市は上海市から１時間半、杭州市から１時間という絶好の位  

≪交通事故のあった現場≫ 



置にあり、この周辺は工場密集地で、現地住民よりも出稼ぎ農民工の方がはるかに多く、彼らは出身地ごとに   

固まって住んでいるため、団結して騒動を起こすことが多いという。 

 

④２／０５ 安徽省淮南市でタクシー運転手１０００人余がストライ  

キ。 暴動レベル０。 

・実状 ： ２／０５朝から淮南市のタクシー運転手がいっせいにス 

トライキ。                

当初は５０台ほどのタクシーが湖南路汽車駅近くの金色大地楼 

付近に結集していたが、その後すべてが自宅に戻り罷業状態 

となった。 

・原因 ： 淮南市政府が５００台の新規タクシーを市内に許可す  

るという決定を出したため、従来のタクシー運転手が供給過剰 

の結果の収入減を心配してストライキを決行。                ≪最初のタクシー結集場所≫ 

・結果 ： 淮南市政府は当面の増車を撤回。タクシー運転手に２／０５日の補償金として１００元を支給。ただし

政府がタクシー会社に渡したため、受け取っていない運転手もある。                         

・その他 ： 淮南市政府は出稼ぎ農民工の帰郷対策という名目でタ 

クシーの増車を決定したが、既存タクシー運転手の反対で頓挫。 

一方、タクシーの運転手によれば、営業許可費は従来の３千元か 

ら１２万元？に引き上げられており、これは政府の暴利だという。市 

中には２７００台ほどのタクシーが走っており、その日はほとんどの 

運転手がストライキに参加したという。なお、ストライキの通知は前 

日に、ガソリンスタンドに貼紙が出て、それを知った仲間が携帯電 

話で連絡しあったという。もし今後も政府から増車政策が出ればス 

トライキで対抗するという。闇タクシーも１０００台ほどあるが、それ 

は主に長距離を走っているので、当日のストライキにはあまり関係 

がなかったという。                                    ≪闇（黒）タクシーのたまり場≫ 

 

⑤２／０３ 江蘇省啓東市で、海外派遣予定の労働者５００人が条件面でのトラブルのため、政府前で抗議デモ。        

暴動レベル０。 

⑥２／０６・０７ 広東省陽江市平岡鎮で、海浜開発に絡んで村民と警察が衝突。 暴動レベル０。 

・実状 ： 平岡鎮大魁村の農民と当局との間で、土地収用の紛糾が発生した。２００人以上の村民が２日間に渡

って港に入る道路を塞ぎ、それを排除しようとする公安とが衝突した。村民が公安に石や物を投げたため、公

安側は催涙弾を使用して鎮圧した。この衝突により村民２０人あまりが負傷、中でも３人が重傷とのこと。 

・上記の情報の他に、２／０８、海浜開発にからむ地元政府当局と業者の癒着を糾弾する村民約２０００人が大

規模な抗議行動を起こし、武装警察１５００人と衝突という情報もある。 

・その他 ： 陽江市周辺では香港系企業の撤退が多く、失業者が増加し治安が悪化しているという。ある企業

では従業員が自社に強盗に入り１０万元を奪う事件も発生した。 

⑦２／０９ 貴州省徳江県 伝統行事をめぐり地元民衆と警察が衝突。 暴動レベル０。 

・実状 ： 小正月の伝統行事である竜踊りのメンバーが、踊りの会場の変更を不服として県政府に押しかけて発 

生。群衆２０００人以上が現場を取り囲み、公安３人と住民５人が負傷した。 

⑧２／１０ 四川省渠県で鉄道建設地の収用補償金を不満とする村民と公安との間で衝突。 暴動レベル０。 

・実状 ： 渠県長久村の住民は立ち退きを拒否して、家屋内に座り込んだ。２／１０午後、４００人の公安により

住民は家屋から追い出された。住民の逮捕者５名。 

・原因 ： 立ち退き補償金が少ないため、住民が立ち退き拒否。この地では、一般的な１棟２階建ての農民の住

居の建築費は６万元ほど。それに対して当局は３万元しか補償金を出さない。 

⑨２／１４・１５ 広東省広州市で、家主１０００人が政府に抗議。 暴動レベル２。 

・実状 ： 広州市天河区駿景花園の家主たち１０００人が、施工現場近くの建造物を破壊し、政府に抗議した。

家主３名が拘束された。 

・原因 ： 政府は家主たちの居住区に変電所を建てるために、警察権力を使って家主たちを強制排除しようと 

した。 

⑩２／１６ 浙江省恩州市竜湾区の村民が政府に抗議。 暴動レベル０。 

・竜湾区の村民１００名が、政府の役人に勝手に土地を収用換金されたので、政府玄関前で横断幕を掲げて座

り込んだ。この中には当地の警察や派出所の職員、区政府幹部も参加していた。 



⑪２／１６ 湖北省隋州市でリストラされた教師が政府に抗議。 暴動レベル０。 

・隋州市下３０か鎮でリストラされた教師１３０名が、集団で市政府に抗議して玄関前に座り込み。 

⑫２／１６ 重慶市銅梁県のシルク繊維工場の元従業員が工場前に座り込み、公安などが排除。暴動レベル０。 

・工場前に座り込んだ元従業員を公安や消防が消防車の放水などで排除。 

・この企業は１０年前に閉鎖され、当時９００名いた従業員は全員解雇された。しかし県政府側が補償金などを支

払わなかったため、長年その支払いを求めてきたという。２００８年７月ごろから、工場の機械や建物などが随

時売却され、現在は事務所棟のみを残すだけ。国有資産として３千万元ほどの価値があったという。 

⑬２／１６ 広東省広州市松州街の台湾企業で、労働者２７０名が抗議。 暴動レベル０。 

・実状 ： 台湾系企業大壱靴工場で、労働者が春節明けに工場に戻ったところ、すでに工場が閉鎖しており、

経営者は台湾にもどってしまっていたため、労働者２７０名が地元白雲区政府に抗議。現場の道路を塞いだ

ため交通が麻痺状態となった。 

・経過 ： 警察が現場に出て交通整理をし、地元政府が労働者の交通費などを支払い解決。この工場は１月度

は稼動しておらず、１２月分の給与は支払い済みであった。その後、春節後再稼動する予定であったが、休

暇中に閉鎖を正式に決定。 

⑭２／２４ 湖北省十堰市で農民と公安が衝突。 暴動レベル０。 

・実状 ： 十堰市隕西県の土地を失った農民たち１０００人以上が、２／２４、当局の土地収用を実力で阻止しよ

うとした。当局は数十人の公安を出動させ強制排除した。その後、農民は北京への陳情を試みたが、ほとんど

が拘束されたという。 

・原因 ： 当局は農民から土地を１ムー＝２万６０元で強制収用し、業者に３５万元で販売した。農民はこの差額

と方法に抗議している。 

⑮２／２４ 広西チワン族自治州桂平市蒙扜鎮流蘭村で、公安と住民の間で大規模な流血事件発生。暴動レベ

ル０。 

・実状 ： ２４日の午前３時ごろ公安が村を襲い、村民１０数名を連行した。夜が明けてから村民約１０００人が抗

議デモを行った。武装警察約２０００人が出動し、催涙弾を発射したため村民側に重傷者９名が出て病院に運

ばれた。 

・原因 ： 地方政府が村の耕地を企業「華潤コンクリート有限公司」に売却した。土地の所有者の村民たちはわ

ずかな補償金しか手にできなかったので、売却計画を拒否した。その後、当局が実力行使に出た。 

・その他 ： 逮捕された村民の子供たちは同盟休校をしているといい、その数は７００人にも及ぶという。 

⑯２月末 広東省深圳市の玩具企業で労働争議。 暴動レベル０。 

・実状 ： 香港系の大手玩具メーカー、広達実業の深圳市龍崗工場で労働争議が発生。従業員約１５０人が龍

崗区労働局に押し掛けて仲裁を陳情した。 

・原因 ： 会社が受注減を理由に勤務日数を減らし、賃金をカットしたため。１月は休日が多く、最低賃金を下

回る金額であったという。 

 

≪私の暴動評価基準≫ 

暴動レベル０ ： 抗議行動のみ 破壊なし 

暴動レベル１ ： 破壊活動を含む抗議行動 １００人以下（野次馬を除く） 破壊対象は政府関係のみ 

暴動レベル２ ： 破壊活動を含む抗議行動 １００人以上（野次馬を除く） 破壊対象は政府関係のみ  

暴動レベル３ ： 破壊活動を含む抗議行動 一般商店への略奪暴行を含む   

暴動レベル４ ： 偶発的殺人を伴った破壊活動 

暴動レベル５ ： テロなど計画的殺人および大量破壊活動 

                                                                以上 
 




