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日中国交正常化45周年と今後

小島 康誉

は じ め に

日本国と中華人民共和国は1972年 9 月29日、「共同声明」に署名し国交
を正常化した。2017年はその45周年にあたる。歌舞伎が北京で、京劇が東
京・大阪・名古屋で公演されるなど両国で大小様々な記念行事が開催され
ている。筆者も招かれた東京での中国大使館主催「2017年新年会」は「中
日国交正常化45周年記念」と銘打たれ、愛知大学で開催された愛知大学・
愛知華僑華人総会・日中文化協会主催の筆者講演会「中国新疆との国際協
力35年」にさえ「日中国交正常化45周年記念」と冠がついた(1)。しかし両
国は今も不安定な関係をつづけている。
この45年間を国際協力実践者の視点より概観し、両国民の好感度の観点
から「憧憬期・波乱期・緊張期」と三分し、その象徴的出来事を主に取り
上げ、筆者が実践してきた平和を守る一環でもある国際協力への影響に触
れるとともに、今後の「改善期」について愚考したのがこの小論である。

Ⅰ 憧 憬 期

1945年 8 月15日、日本は戦いに敗れ新時代をスタートさせた。1949年10
月 1 日、国民党との内戦をへて中国共産党による中華人民共和国が成立し
た。1950年 6 月、朝鮮戦争が勃発、中国義勇軍も参戦。日本は米軍を主と
した国連軍の補給基地となり、「朝鮮特需」で戦後復興に弾みをつけた。
1951年 9 月 8 日、日本と米国など49ヵ国は「サンフランシスコ講和条約」
に調印した。中国と中華民国は招かれなかった。同日、日米安保条約が調
印された。1962年11月、日中 LT貿易が開始された。1966年、中国で文化
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大革命が始まった。1971年 3 月、世界卓球選手権大会が名古屋で開催され、
日中両国の友好ムードが高まった。同年10月、中国の国連への加盟が承認
された。この議決直前に中華民国は国連総会場を退場した。1972年 2 月、
ニクソン米大統領が訪中。米中両国は共同声明を発表し、米国は長い間敵
視してきた中国を事実上承認した。これも日中国交回復を後押しした。
そして、1972年 9 月の日中国交回復である。田中角栄首相・周恩来総
理・大平正芳外務大臣・姫鵬飛外交部長が署名した「日本国政府と中華人
民共和国政府の共同声明」の前文には両国の基本姿勢が次のように記され、
今日までの日中関係の基礎となった。

日中両国は、一衣帯水の間にある隣国であり、長い伝統的友好の歴史
を有する。両国国民は、両国間にこれまで存在していた不正常な状態
に終止符を打つことを切望している。戦争状態の終結と日中国交の正
常化という両国国民の願望の実現は、両国関係の歴史に新たな一頁を
開くことになろう。
日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害
を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。また日本側は、
中華人民共和国が提起した「復交三原則」を十分理解する立場に立っ
て国交正常化の実現をはかるという見解を再確認する。中国側は、こ
れを歓迎するものである。
日中両国間には社会制度の相違があるにもかかわらず、両国は平和友
好関係を樹立すべきであり、また、樹立することが可能である。両国
間の国交を正常化し、相互に善隣友好関係を発展させることは、両国
国民の利益に合致するところであり、また、アジアにおける緊張緩和
と世界の平和に貢献するものである(2)。

上記に続く条文で、日本国政府は中華人民共和国政府が中国の唯一の合
法政府であることを認め、中国政府は台湾が中国の領土の一部であること
を重ねて表明。また中国政府は日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する
と宣言。さらに両国政府は主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内
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政相互不干渉、平等互恵と平和共存の上に恒久的な平和友好関係を確立す
ることで合意。両国はすべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は
武力による威嚇に訴えないことを確認している(3)。
日中双方とも反対派が多数存在するなかでの国交正常化であった。台湾
との日華平和条約は失効した。

1978年 8 月12日、「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」が
締結された。園田直外務大臣と黄華外交部長が署名した。1972年の「共同
声明」をベースに、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政相互
不干渉などほぼ同一内容である(4)。特筆すべきは前文に「両国政府及び両
国民の間の友好関係が新しい基礎の上に大きな発展を遂げていることを満
足の意をもって回顧し…」と正常化以来の関係を「満足」としている点で
ある(5)。この日中双方「憧憬期」を象徴している。
同年10月、福田赳夫首相と来日した鄧小平副総理が出席して「日中平和
友好条約」批准書交換式が行われた。鄧副総理は松下電器(現パナソニッ
ク)を視察し、「近代化を手伝って欲しい」と松下幸之助同社相談役に要請、
松下相談役は「協力させていただく」と快諾、その後、北京にブラウン管
製造合弁会社を設立、日本企業の中国進出が本格化した(6)。また鄧副総理
が一連の視察で実見した日本の躍進ぶりが改革開放政策を決定づけた。中
国共産党機関紙「人民日報」の電子版「人民网」日本語版より「1978年日
本の旅－鄧小平氏が訪日で学んだもの」の一部を引用する。

1978年は中国の国家戦略に大きな転換が起こった年だ。鄧小平氏が中
国の指導者としては戦後初となる正式訪日を行った。この訪問は「中
日平和友好条約」の批准書交換セレモニーに出席するためのものだっ
たが、鄧氏にとっては中国近代化の大戦略を準備するための学習の旅
でもあった。この旅の中で、中国の改革開放の総設計者である鄧氏は、
改革開放の壮大な青写真を心に描き、中国をいかに発展させていくか
を考えていた。
「我々は今世紀末までの近代化実現を掲げている。そこでいう近代化
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とは、その頃の世界の水準に迫った近代化を指す。今回日本を訪れた
のも、日本に教えを請うためだ。我々は全ての先進国に教えを請う」
新幹線で東京から関西に向かう途中、感想を聞かれた鄧氏は「速い。
とても速い。後ろからムチで打っているような速さだ。これこそ我々
が求めている速さだ。今回の訪日で近代化とは何かがわかった」と語
った。
鄧小平氏の訪日後、中国には「日本ブーム」が沸き起こった。多くの
視察団が日本に赴き、多くの日本人の専門家や研究者が中国に招かれ
た。中日政府のメンバーによる会議も相次いで行われた。官民の各分
野・各レベルの交流は日増しに活発となり、経済・貿易・技術での両
国の協力は急速に発展した(7)。

中国共産主義青年団の機関紙「中国青年報」も「日本がなかったら改革
開放は違ったものに」と報じたほどである(8)。これも「憧憬期」を象徴し
ている。
1979年、日本は中国が文化大革命の混乱期を脱し、改革開放政策に転じ
たことを契機として政府開発援助(ODA)を開始した。2013年度までの有
償資金協力(円借款)は約 3 兆3,164億円、無償資金協力は約1,572億円、技
術協力は約1,817億円、計約 3 兆6,553億円に上っている(9)。これらは北京
空港・上海空港・北京～秦皇島間鉄道拡充・天生橋水力発電・青島港拡
充・内蒙古化学肥料工場・新疆医療水準向上計画などに使用された(10)。
円借款と無償資金協力は終了し、技術協力は継続されている。
1980年 4 月から翌年 3 月にかけて、NHKと中国中央電視台共同制作
「シルクロード」が放映された。神秘につつまれていたシルクロード各地
を12ヵ月にわたって特集し人気を呼んだ。その後も度々放映され、「シル
クロード症候群」と言われるほどの社会的現象となった。中国への観光客
が急増した。「ならシルクロード博覧会」も半年にわたって開催され人気
を博した。これらもまた「憧憬期」を象徴している。
1982年、日中国交正常化10周年にあたり、鈴木善幸首相と趙紫陽総理が
相互訪問した。1989年 6 月、天安門事件が発生し多数の死者がでた。戦車
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に立ち向かう青年の姿は世界に衝撃をあたえた。日本をふくむ西側諸国は
批判や制裁を行った(11)。同月、江沢民党総書記が就任した。
1992年10月、日中国交正常化20周年にあたり、天皇皇后両陛下が訪中、
楊尚昆国家主席主催晩餐会で、「両国の関係の永きにわたる歴史において，
我が国が中国国民に対し多大の苦難を与えた不幸な一時期がありました。
これは私の深く悲しみとするところであります」と述べられた(12)。

いわばこの頃までが日中双方「憧憬期」であった。筆者は1972年 9 月の
日中国交回復の直後に初訪中し、その後も北京・上海・天津・広州などを
度々訪問した。1982年 6 月、新疆ウイグル自治区を初訪問し国際協力を開
始した。1982年開始の「各種寄付」・1986年設立の「小島新疆大学奨学
金」・1987年設立の「日中友好キジル千仏洞修復保存協力会」・1988年開始
の「日中共同ニヤ遺跡学術調査」・1988年開始の「各種代表団派遣」・1990
年開始の「各種仲介」・1993年からの「新疆訪日代表団招聘」はこの時期
なればこそ中国側許可を取得できたと言えよう(13)。
「小島新疆大学奨学金」は同大学最初の奨学金であり、当初の一人150
人民元(現在は3000元)は生活費半年分に相当した。天安門事件は「日中友
好キジル千仏洞修復保存協力会」活動にも影響を与えたが、日本政府の
1989年 8 月18日北京以外への渡航自粛勧告の解除をうけ、同月30日に新疆
人民会堂で第二次贈呈を行った。同石窟は2014年 6 月「シルクロード：長
安ᴷ天山回廊の交易路網」33ヵ所のひとつとした世界文化遺産に登録され
た(14)。「日中共同ニヤ遺跡学術調査」で発掘した「五星出東方利中国」錦
は2002年 1 月国家文物局により中国の膨大な全文物から「出国展覧禁止文
物」64点のひとつに選出された。いわば「国宝中の国宝」となったといえ
よう。

Ⅱ 波 乱 期

1994年 8 月、中国で「愛国主義教育実施綱要」は発出された。前文は
「中華民族は愛国主義の栄光ある伝統に富んだ偉大な民族である。愛国主
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義は中国人民を動員し鼓舞し団結奮闘させるひとつの旗印であり、我が国
の社会歴史を前進させる巨大な力であり、各民族人民の共同の精神支柱で
ある」(拙訳)で始まり、以下に「愛国主義教育の基本原則・愛国主義教育
の主内容・愛国主義教育の重点は青少年・愛国主義教育基地建設・愛国主
義教育の社会風土醸成」などを細かく定めている(15)。
日本を特定していないが、上記「愛国主義教育の主な内容」に「中国人
民が外部からの侵略と圧迫に反対し、堕落した統治に反抗し民族独立と解
放を勝ち取り、勇敢に前進し、血を浴びて奮闘した精神と業績を理解させ、
中国共産党が全国人民を指導して新中国建設のために勇敢に戦った崇高な
精神と栄光ある業績を特に理解させる」(拙訳)とあり、反日教育が強化さ
れた(16)。この日中「波乱期」を象徴している。抗日戦争ものは今なおテ
レビで放映されている(17)。
1995年 8 月、村山富市首相が戦後50周年談話を発表。1997年 2 月、中国
に現在の発展をもたらした改革開放政策を決定し引退後も最高実力者と称
された鄧小平が死去した(18)。
1998年11月、日中平和友好条約締結20周年にあたり江沢民主席が来日。
中国国家主席としては初めての訪日であった。小渕恵三首相と会談し、
「平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同
宣言」を発した(19)。江沢民主席の来日は停滞していた日中関係を打開す
るものと期待されたが、江主席は羽田空港到着時のスピーチ、小渕首相と
の首脳会談、天皇陛下主催の宮中晩餐会、早稲田大学での講演で一貫して
歴史認識問題を強調し、日本人の対中感情に大きな影響を与えた(20)。こ
れも「波乱期」を象徴している。
2001年 8 月、小泉純一郎首相が靖国神社を参拝、以降も在任中に 5回参
拝、中国はA級戦犯を祀る靖国神社への首相参拝に激しく反発した(21)。
2002年は国交正常化30周年であったが特段の活動はなかった。2003年、中
国でサーズが流行し、日本をふくむ海外からの観光客は激減した(22)。
2004年 6 月、中国は東シナ海の日中中間線付近のガス田・白樺と楠(中
国名は春暁と断橋)で調査を開始した。以来、今日に至るまで一帯のガス
田開発を継続している。日本は抗議に留まっている。中国は資源開発を糸
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口として埋め立て、軍事拠点化の恐れも防衛省から言及され、日中間の火
種のひとつになっている(23)。これらも「波乱期」を象徴している。
2005年 1 月より12月までNHK「新シルクロード」が放映された(24)。25
年前の「シルクロード」各地との対比も行われ、一定の人気を博した。同
年 3月、中国各地で歴史教科書問題や日本の国連安保理常任理事国入り反
対の署名活動が始まり、 4月には北京や上海などで大規模な反日デモ、一
部は暴徒化した(25)。これに対して日本でも一部団体が反中活動を展開。
筆者も招かれたNHK等「新シルクロード展」の江戸東京博物館での開会
式当日も街宣車が大音響で反中活動を行い、厳戒態勢がしかれ、一同が
「到着は難しいのでは」と話し合う中、王毅中国駐日本大使(現外交部長)
が遅れて到着し挨拶した(26)。これらもまた「波乱期」を象徴している。
同年 7月、中国国務院新聞弁公室編集・日本外務省後援による大型写真
集『和平友好共創繁栄 中日両国人民友好画巻』・日本語版『ともに築こう
平和と繁栄 中国・日本 両国人民の友好の絵巻物』が出版された(27)。唐
家璇中国国務委員・王毅駐日大使らが顧問などに名を連ね、町村信孝外務
大臣・趙啓正国務院新聞弁公室主任らが序をよせ、国交正常化前を含めて
両国の交流を時系列に写真と文章で紹介。田中角栄首相と毛沢東主席・周
恩来総理の握手、天皇皇后両陛下と鄧小平夫妻の皇居での会見、「日中平
和友好条約」批准書交換式の様子などである。筆者活動も 4頁にわたって
掲載されている(28)。あわせて東京で同写真展が開催された。この出版と
写真展は「波乱期」改善への両国首脳の姿勢を示したものと言えよう。
2007年11月、中国人民解放軍ミサイル巡洋艦が東京寄港、翌年には自衛
隊の護衛艦が湛江へ寄港し、市民多数が乗艦した(29)。
2008年 5 月、「戦略的互恵関係の包括的推進に関する日中共同声明」に
福田康夫首相と胡錦ᔶ主席が署名した。文中に「中国側は、日本が戦後60
年余り、平和国家としての歩みを堅持し、平和的手段により世界の平和と
安定に貢献していることを積極的に評価した」と記され、「波乱期」改善
への両国首脳の決意も示された(30)。同月、「四川大地震」が発生し、日本
は国際救援隊を派遣した。ご遺体に黙Ṏする日本隊の写真が報道され日中
双方に感動を与えた。
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2009年 7 月、新疆ウイグル自治区ウルムチで大規模騒乱が発生、多数の
死者が出た(31)。事件は大々的に報道され中国のイメージが悪化し、日本
人を含む海外観光客が激減した。

この頃までが日中双方「波乱期」であったと言える。筆者活動は1995年
新疆ウイグル自治区成立40周年祝賀寄贈・1996年『王恩茂日記』日本語版
出版・1998年からの希望小学校建設・1999年からの「小島新疆文化文物優
秀賞」「シルクロード児童就学育英金」・2001年から新疆ウイグル自治区䈕
案局との共同出版・2002年開始の「日中共同ダンダンウイリク遺跡学術調
査」・2004年からのNHK「新シルクロード」協力・2008年からの『見証
新疆変迁』出版などがある(32)。従来からの「小島新疆大学奨学金」も毎
年授与した。日中「波乱期」であってもそれまでの実績もあり着々と実施
することが出来た。
2001年には新疆政府主催により「小島氏新疆来訪20周年記念大会」が開
催され新疆政府主席ら約800人が出席した(33)。
希望小学校建設ではより多くの方に国際協力意識を持っていただくため
友人らに募金を呼び掛けた。新疆は多民族地区であるので、漢・ウイグ
ル・モンゴル族など民族バランスも考慮した。「日中共同ダンダンウイリ
ク遺跡学術調査」では焼損した法隆寺金堂「鉄線描」壁画の源流の実物資
料ともいえる「屈鉄線」壁画多数を発掘した。

Ⅲ 緊 張 期

2010年 9 月、尖閣諸島付近で海上保安庁の巡視船 2隻に中国漁船が衝突。
11月、保安官により動画がYouTube にリークされ、対中感情は一気に悪
化した。2011年 3 月、東日本大震災が発生。中国は国際救援隊を派遣し、
5月に日中韓首脳会議で訪日した温家宝総理は福島と宮城の被災地を慰問
した。
2012年 9 月、野田佳彦首相の決定により日本政府が沖縄県尖閣諸島( 5
島 3 岩礁)の 3 島を日本人所有者より購入し国有化した。これに対して中
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国100以上の都市で激しい反日デモ、日本大使館前では 8日連続、「対日宣
戦」も繰り返し叫ばれた。テレビが映し出す各地での暴徒化した模様、大
規模な破壊・放火・略奪…。日本車に乗っていた中国人や米国大使車も襲
われた。日中両国民の相互感情は一段と悪化した。10月、筆者らはウルム
チでの「漢代西域考古と漢文化国際シンポジウム」に参加した(34)。激し
い反日デモ直後であり参加取り消し者もでた。この年は日中国交正常化40
周年であったが多くの記念行事が中止に追い込まれた(35)。これらは日中
「緊張期」を象徴している。
2012年11月、習近平党総書記が就任、翌年 3月、国家主席に就任した。
2013年 9 月、習主席は「シルクロード経済帯」を、10月には「21世紀海上
シルクロード」を提唱。あわせて「一帯一路」と称される中国を中心とし
た巨大経済圏構想がスタートした。
2014年11月 7 日、筆者は北京の釣魚台国賓館で第11回「北京フォーラ
ム」開会式に参加していた(36)。同日未明、同じ国賓館で安倍晋三首相の
側近である谷内正太郎国家安全保障局長と楊潔篪国務委員が「日中関係の
改善に向けた話合い」を持ち、尖閣諸島国有化以来、 2年余りにわたり緊
張状態が続いていた日中関係を打開すべく「双方認識 4項目」で一致した。
「①日中間の 4基本文書を遵守し戦略的互恵関係を発展させていく。②歴
史を直視し未来に向かう精神で政治的困難を克服する。③尖閣諸島等東シ
ナ海での緊張状態では異なる見解を有していると認識し、対話と協議で情
勢悪化を防ぎ、危機管理メカニズムを構築し不測事態発生を回避する。④
政治・外交・安保対話を徐々に再開し、政治的相互信頼関係の構築に努め
る」である(37)。同月10日、安倍晋三首相と習近平主席は短時間ながら会
談した。「緊張期」を抜け出すべく両国が折り合ったのがこの「双方認識
4項目」である。両首脳は2017年11月までにあわせて 6回会談した。
2015年 5 月、北京で「中日友好交流大会」が開催され、習主席が「中日
友好の基盤は民間にある」と挨拶した(38)。同年11月、安倍首相は李克強
総理と会談し「ハイレベル交流の重要性確認。防衛当局間の連絡メカニズ
ム早期運用努力。東シナ海資源開発問題の協議再開」などで合意した(39)。
2016年 1 月、中国主導の「アジアインフラ投資銀行」(AIIB)が開業。
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13年に習主席が提唱したもので、2017年 3 月には加盟国は70ヵ国・地域と
なり日本など主導の「アジア開発銀行」の67ヵ国・地域を上回った(40)。
2017年 9 月、北京で中国側主催「中日国交正常化45周年記念」式典が開
催され、日本からは日中友好 7団体の代表らが出席した。40周年時は尖閣
諸島の国有化に中国が反発し中止された。
同年10月、中国共産党第19回大会が開催され、習近平総書記の続投が承
認された。

この日中双方「緊張期」での筆者活動は従来からの「小島新疆大学奨学
金」・「シルクロード児童就学育英金」を毎年授与した。2015年には新疆ウ
イグル自治区成立60周年祝賀協力、フジTV「天山を往く～氷河の恵みシ
ルクロード物語～」仲介(41)。2017年にはNHK「シルクロード・壁画の道
をゆく」・東京芸術大学特別展「素心伝心 クローン文化財 失われた刻の
再生」のキジル千仏洞などでの撮影を代行した(42)。「緊張期」ではあった
が着々と実施した。
2011年には新疆ウイグル自治区政府主催「小島氏新疆来訪30周年記念活
動」が開催された(43)。中国で外国人なかでも日本人顕彰行事が政府主催
で20周年につづき再び実施されるのは極めて稀といえよう。2016年には新
疆ウイグル自治区文物局・亀茲研究院主催「小島氏新疆文化・文物界投身
30周年記念座談会」が開催された(44)。
従来からの「小島新疆文化文物優秀賞」は2013年契約期限を前に12年に
延長を提案したが、その直後の尖閣諸島国有化の影響により中国側同意が
得られなかった。2015年、中国側より延長提案があり、16年に 5年延長契
約に調印し再開した(45)。「緊張期」ならではの出来事である。

Ⅳ 改 善 期ᴷ今こそ相互理解促進で日中関係改善を

日中両国の一人ひとりは国交回復から今日までの「日中/中日友好」か
ら第二段階「日中/中日相互理解」へ進化すべきであろう。しかし「相互
理解の実践」は「友好を叫ぶ」よりはるかに困難であり、「相互理解の促
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進」こそが重要である。双方の一部の過激言動に惑わされるのでなく、歴
史・民族・体制・文化などが異なる外国間にあっては、対立はあって当然
であり、主張しつつ協調することが普通と国民が認識してこそ政府は戦略
的互恵関係を進めることが出来る。メディアも「嫌中」・「反日」ばかりで
なく、「親中」・「親日」ニュースも伝えるべきであろう。
2012年 9 月の尖閣諸島国有化で前年同月比30%40%減となった中国訪日
客は翌13年 9 月より増加に転じ、2016年は前年比27.6%増の637万人と急
増(46)。2017年 1 ～ 9 月も前年比11.0%増の556万人と増加中である(47)。
「爆買い」のみが注目されるが、「爆体験」を通じての「日本理解」にこ
そ期待すべきである。対応する日本人にとっても「中国理解」につながる。
このような民間交流こそが国家間外交の基幹部分である。一方で日本から
中国への旅行者は2011年365万人が2015年249万人と激減し、2016年も258
万人と微増に留まっている(48)。「相互理解」のためにも増加を期待したい。
2016年12月31日、習近平主席がテレビやネットなどを通じて内外の中国
人と世界の人たちに向けて発表した「2017年の新年挨拶」から日本にも関
係する部分を紹介する。

我々は平和発展の道を堅持し、領土主権と海洋権益を断固として維持
します。この問題に言いがかりをつけるならば、中国人民は絶対許し
ません。私は、心から国際社会が手を携えて人類の運命共同体という
理念を維持し、我々のこの地球をより平和的でより繁栄あるものに建
設していくことを期待します(49)。

2017年 1 月27日、安倍晋三首相の「日本各界で活躍する中国人・華僑の
友人皆さんへ、謹んで2017年春節の挨拶」が首相官邸ホームページ中国語
版に発表された。その一部(拙訳)を紹介する。

日中は近隣であり、各種の複雑な課題に直面しています。私は「戦略
的互恵関係」理念への立脚を継続し、大局に立ち共同の努力で、両国
の政治・経済・文化・人的交流などの領域で対話と交流が絶え間なく
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促進し、安定的な発展と友好的な近隣関係を希望します(50)。

日中国交正常化45周年の2017年 9 月29日、安倍晋三首相と李克強総理が
祝電を交わした。その一部を首相官邸ホームページより転載する。

2008年の日中共同声明では、両国は「互いに協力のパートナーであり、
互いに脅威とならない」との点が確認されています。こうした考え方
の下、引き続き貴総理と共に手を携えて、大局的観点から、あらゆる
分野で協力と交流を推し進め、安定的な友好関係を築いていきたいと
考えています。
日中韓サミットを年内に日本で開催し、その際、貴総理と日中国交正
常化45周年を記念する日中首脳会談を行い、来年の日中平和友好条約
締結40周年に向けて、日中関係を更に発展させていくことを望んでい
ます。 日本国内閣総理大臣 安倍晋三(51)

双方は両国政府及び各界有識者の共同の努力の下、「四つの政治文書」
及び「四項目の原則的共通認識」を順次有するに至りました。
中国側は日中関係を高度に重視しており、日本側が中国側と共に歩み
寄り、歴史を鑑とし未来に向かうとの精神に基づき、両国関係の政治
的基礎を共に守り、矛盾と相違を適切にコントロールし、日中関係の
安定的改善と発展を進めることを望んでおります。

中華人民共和国国務院総理 李克強(52)

国交正常化の節目に合わせた首脳間の祝電交換は35周年以来である。上
記祝電でも安倍首相は日中首脳会談を提案、李総理は「四つの政治文書」
や「歴史を鑑とし」に触れるなど両国の外交姿勢の違いが見られるが、関
係発展への方針は共通している。

日中国交正常化45周年の2017年は日中両国にとって節目の年となった。
日本では民主党(現民進党)に替わり2012年12月に政権復帰した自民党の安
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倍晋三首相は積極外交を展開し、経済面でも回復基調への政策を実施する
など比較的安定した国家運営を続けてきたが、2017年半ば「森友・加計・
日報」問題が国会やメディアで追及され支持率が低下した(53)。その渦中
に衆議院を解散し10月総選挙で圧勝、長期政権も視野に入ってきた。しか
し「日替わり」首相もあった日本である。与野党対立や健康問題などで首
相が替わればまた新たな国家リーダーが中国はじめ世界と渡り合うことに
なる。
いわゆる日中友好運動にも大きな変化が見られる。民間の立場から日中
間の交流を牽引してきた「日中友好協会」の支部的組織は都道府県はじめ
市や町にまで及んでいるが、2016年 6 月には奈良県日中友好協会が解散
(17年 3 月再設立)、2017年 7 月には茅野市日中友好協会が解散した。その
解散報道に「27日、市役所で総会を開き、解散を決めた。1988年の協会発
足から30年が経過し、不安定な日中関係や会員の高齢化、担い手の不足な
どから協会の機能を維持するのは困難と判断した」とあり、日中友好運動
の現状を物語っている(54)。
中国では2017年10月、中国共産党の 5年に一度の党大会で習近平総書記
は「あらゆる分野で強国を目指す」と 3時間20分におよぶ演説、李克強首
相とともに再選された。党規約に「習近平の新時代の中国の特色ある社会
主義思想」が組み入れられた(55)。「建国の毛沢東」・「開国の鄧小平」とな
らぶ「強国の習近平」に権力集中が進み、習総書記「一人集中」体制が
益々強化される。軍隊・警察・司法・報道などを一手に握る共産党による
一党独裁が強まっている(56)。トランプアメリカ弱体化を突いて、「中華民
族は世界の諸民族の中でそびえ立つだろう」と宣言した(57)。中国共産党
結党100周年の2021年、中華人民共和国建国100周年の2049年に向かって、
外交政策を鄧小平が使用したとされる「韜光養晦」(力蓄え時を待つ)から
「奮発有為」(勇んで事をなす)に転じた今、「中華思想」によるあらゆる
分野での世界“席巻”が益々強化されるであろう。
今回の党人事で注目されるのは外交を統括する楊潔箎国務委員が中央政
治局委員に昇格した点である。外交畑の政治局委員は久々である。「外交
強国」作りの一環であろう。筆者の国際協力の舞台である新疆ウイグル自
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治区の陳全国書記も前任の張春賢書記につづき政治局委員となった。新疆
重視の一環であろう。

世界は正義や善悪だけでなく国益で動いている。それは経済力・軍事
力・外交力・文化力・発信力などの総合戦略力で実現される。その結果に
よる国家の存続と繁栄により国民の生活は支えられている。
情報が光速で行き交うなど文明の急激な発達により世界はポピュリズム
化し、益々複雑化し、各地で戦争・紛争・テロ・ヘイトスピーチが頻発し
ている。
劇場型選挙・人気優先報道で揺れ動き国論定まらず対外発信脆弱な内向
き日本、一般国民による直接選挙がなく影響を受けにくく、幾多の内政問
題を抱えながらも一党独裁で突き進む外向き中国。強国化を急ぐ中国に対
して、日本は協調しつつ主張する力強い外交力が求められている。
両国の「平和・友好・協力」志向によりここ数年の日中関係には改善の
動きがみられる中、2017年11月、安倍晋三首相はダナンで習近平主席と会
談、マニラで李克強総理と会談し、安倍首相「関係改善を力強く進めた
い」、習主席「日中関係の新たなスタートとなる会談」、李総理「関係改善
の勢いを一緒に強固なものに」と述べるなど関係改善へ大きく動き出し
た(58)。2018年は日中平和友好条約締結40周年であり、中国の改革開放開
始40周年でもある。
両国首脳の関係改善意欲に沿い、両国間の相互理解を進めるために、日
本人が中国で相互理解促進を実践している事例、中国人が日本で相互理解
促進に奮戦している事例を主題とした、相互理解促進委員会や国際シンポ
ジウム・写真展などを提案し、拙論をおえる。

※本稿は2017年11月14日時点の記述である。

キーワード：日中国交正常化 45周年 嫌中 反日 日中理解

〈注〉
( 1 ) 筆者の国際協力は、拙著『新疆での世界的文化遺産保護研究事業と国際協力
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の意義』(佛教大学宗教文化ミュージアム)、拙編『Kizil, Niya, and Dandanoilik』
(佛教大学宗教文化ミュージアム・佛教大学内ニヤ遺跡学術研究機構・東方出版
2016)などで発表している。また梅村坦「日本の人文系分野における新疆現地調
査研究(1970年代～)の回顧について」『日本とユーラシア社会：調査の現場か
ら』(中央大学政策文化総合研究所2017)に活動138回分を期間・目的・都市・同
行者・相手先などを一覧化し発表している。中国側との共編『新疆世界文化遺
産図鑑』(中国語版＝新疆美術撮影出版社2015・日本語版＝日本僑報社2016)に
は中国側により筆者活動が時系列で紹介されている。

( 2 )・( 3 ) 日本政府外務省「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」電子
版

( 4 )・( 5 ) 日本政府外務省「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」電
子版

( 6 ) パナソニック「松下幸之助 今日は何の日 10月28日」電子版
( 7 )「人民网」日本語版2008.12.3「改革開放30周年 中国の巨大な変化・1978年日
本の旅ᴷ鄧小平氏が訪日で学んだもの」電子版。この「改革開放30周年 中国の
巨大な変化」には「小島康誉氏の見たここ30年の新疆の変化」も2008.11.22付け
で掲載されている。

( 8 )「中国青年報」2008.12.23。同記事は「人民网」日本語版2008.12.24にも転載さ
れている。

( 9 ) 日本政府外務省「対中ODA概要」電子版
(10) 日本政府外務省「対中ODA実績概要」・「ODA案件検索」電子版
(11) 日本政府は渡航自粛や対中ODA凍結などの制裁を実施した(国分良成ほか
『日中関係史』pp.172-173)。

(12) 日本政府宮内庁「中華人民共和国ご訪問(平成 4 年)」電子版・高原明生ほか
編『日中関係史1972-2012』( 1 政治)pp.279-283

(13) 前掲 1『新疆での世界的文化遺産保護研究事業と国際協力の意義』pp.23-88・
126-130で詳細を発表している。

(14) 1986年の個人寄付を縁として設立した「日中友好キジル千仏洞修復保存協力
会」による修復保存資金贈呈後も個人で職員通勤用バスや飲料水浄化装置など
を提供、また参観団を度々派遣し文化財保護の重要性を訴求している。日中共
同で調査研究を進めてきたニヤ遺跡も当初の「世界文化遺産」計画に入ってい
たが、天山山脈周辺に絞って申請され、楼蘭などと次段階に繰り越された。

(15)「百度」「愛国主義教育実施網要」電子版
(16) 前掲15「愛国主義教育実施網要」。愛国教育で使用された教科書については松
田麻美子『中国の教科書に描かれた日本 教育の「革命史観」から「文明史観」
への転換』(国際書院)に詳しく論述されている。
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(17) 馬立誠「人類愛で歴史の恨みを溶かすᴷ『対日歴史新思考』を三たび論ず」
『中央公論』2017.10月号 p.97 に「ここ数年、中国各地のテレビ局が放映した
400本もの抗日ドラマ」とある。筆者自身2015年 9 月、ウルムチのホテルのテレ
ビで抗日ドラマ「零炮楼」を見た。日本兵が農民を銃殺する場面も登場した。
「亀田隊長」は日本人俳優が演じていた。同月、筆者らはウルムチ郊外の農村
で子供たちから「日本鬼子」、そして日本語で「バカヤロ」と言われた。

(18) 鄧小平氏が亡くなった直後に朝日新聞より電話取材を受けた。鄧氏が入院し
ていた人民解放軍301病院は中央級指導者が入院するところで、立ち入りは制限
されている。門前には鄧氏消息を知りたいメディアが詰めかけていた。記者か
ら「貴方は鄧小平に会った最後の日本人だ、中国の今後はどうなると思うか」
と質問され、「私は鄧氏には会っていない。キジル千仏洞保存協力以来世話にな
った王恩茂元中国共産党新疆ウイグル自治区書記を見舞ったのだ。すでに改革
開放は軌道に乗っているから大きな影響はないだろう」と答えた。翌日1997.2.
20の朝日新聞に掲載された。

(19) 日本政府外務省「平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関
する日中共同宣言」電子版

(20)「読売新聞」・「朝日新聞」1998.11.27、「人民日報」1998.11.29、高原明生ほか
編『日中関係史1972-2012』( 1 政治)pp.327-329

(21) 高原明生ほか編『日中関係史1972-2012』( 1 政治)pp.425-437。なお、筆者は
塩川正十郎元財務相と小泉純一郎首相を官邸に訪ね、中国理解を深めてとの願
いから日中共同ニヤ遺跡学術調査概要を報告し「五星出東方利中国」錦の盾を
贈呈した(「各新聞」2006.8.25)。

(22) 筆者や井上正・安藤佳香両氏ら日中共同ダンダンウイリク遺跡学術調査隊員
はサーズ流行時も訪中した。中国便は大幅減便となり、北京空港などは閑散と
していた。

(23)「産経新聞」2015.7.11「中国東シナ海のガス田に新施設 軍事拠点化の可能性
中谷防衛相が衆院特別委で言及」電子版・「日本経済新聞」2015.7.24「中国ガス
田開発『軍事拠点化の恐れ』防衛省が指摘」

(24) NHKより「日中共同ダンダンウイリク遺跡学術調査」(佛教大学内ニヤ遺跡
学術研究機構・新疆文物局共催)第二次調査へ同行取材要請があり、同遺跡およ
びニヤ遺跡で取材をうけた。「新シルクロード」第 4 集「タクラマカン 西域の
モナリザ」として2005年 4 月放映された。その後も度々放送され、最近では
2016年 5 月に再放映された。

(25) 毛里和子『日中関係 戦後から新時代へ』pp.196-197 に「中国三大ポ－タルサ
イトを通して行われた日本の常任理事国入り反対署名は一ヵ月もたたないうち
に3,000万人がネット上で署名した」とある。
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(26) NHKほか編『新シルクロード展 幻の都楼蘭から永遠の都西安へ』(NHKほ
か2005)。筆者は協力を求められ「西域のモナリザ」壁画やミイラなどの出陳を
実現した。同展は兵庫県立美術館・岡山デジタルミュージアムへ巡回した。

(27) 中国国務院新聞弁公室編『ともに築こう平和と繁栄 中国・日本 両国人民の
友好の絵巻物』(中国画報出版社)

(28) 前掲27『ともに築こう平和と繁栄 中国・日本 両国人民の友好の絵巻物』pp.
172-175 に「ニヤ遺跡にロマンを求める小島康誉氏」として掲載されている。

(29) 人民解放軍ミサイル巡洋艦「深圳」東京晴海寄港時には筆者も招かれ、艦内
を参観した。

(30) 日本政府外務省「戦略的互恵関係の包括的推進に関する日中共同声明」電子
版

(31)「読売新聞」・「朝日新聞」2009.7.6ほか。筆者は同年 6 月上旬より新疆政府外
事弁公室との「新疆改革開放成就宣伝万里行」で 7 月中旬まで新疆滞在予定で
あった。新疆の発展ぶりを記録した拙編『見証新疆変迁』を贈呈し PPTにより
15都市で広報する計画であったが、 8 都市終了した時点で中止となり、 7 月 5
日帰国した夜にウルムチで騒乱が発生した。

(32) 前掲 1『新疆での世界的文化遺産保護研究事業と国際協力の意義』pp.
89-122・124-130 で詳細を発表している。なお「小島新疆文化文物優秀賞」は
2017年までに349人・組織を奨励した。「シルクロード児童就学育英金」は2017
年までに約1,600人へ提供し、学校へ温水器や寄宿生用布団などを贈った。

(33)「来訪20周年記念大会」のほか記念誌『外国友人中国情』出版・写真展・植樹
などが行われた。

(34) シンポジウムには日本から筆者・浅岡俊夫・伊東隆夫・田中清美・孫躍新・
周培彦各隊員らが参加した。終了後に手配された北庭故城参観へ向かうレスト
ランには破壊を防ぐために「NISSAN」マークを中国旗で隠した日本車が駐車
していた。また北京では「車は日本車、心は中国心」シールを貼った日本車が
多数見受けられた。

(35) 当時、日本駐中国大使であった丹羽宇一郎氏は「日中国交正常化40周年の
2012年、交流事業が約600件計画されたが、実施された行事は140件ほど。当初
予定されていた行事の四分の三がキャンセルされた。原因は尖閣諸島をめぐる
問題による関係悪化である」とその著『習近平はいったい何を考えているのか
ᴷ新・中国の大問題』(PHP研究所)p.272 に記している。

(36) 北京大学ほか編『BEIJING FORUM 北京論壇 大会手帳 2014』。筆者は北京
大学での分科会で「私とシルクロードᴷ文化の道・経済の道・政治の道・協力
の道」を発表した。

(37) 日本政府外務省「日中関係の改善に向けた話合い」電子版より要約。
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(38) 中国駐日本大使館「習近平主席の中日友好大会での演説全文」電子版
(39) 日本政府外務省「日中首脳会談・外相会談」電子版
(40) 朝日新聞2017.3.23「AIIB、13ヵ国・地域が新規加盟 ADB上回る」電子版
(41) 自治区成立60周年祝賀協力として農業用井戸掘削・幼稚園小学校修復・街路
灯設置などを行った。フジTV「天山を往く～氷河の恵み シルクロード物語
～」では制作会社アジアドキュメンタリーセンターと新疆ウイグル自治区文物
局ほかとの仲介を行った。

(42) NHK・東京芸術大学より依頼を受け、新疆ウイグル自治区文物局・亀茲研究
院と交渉し、キジル千仏洞第212窟などを2017年 7 月 5Kなどで撮影した。中国
共産党第19回大会を前にしての影響もあり、NHK・東京芸術大学へビザ出ず、
筆者と中国人クルーが許可を得ての撮影であった。その映像などを活用して東
芸大が精密復原した第212窟復原画が法隆寺「釈迦三尊像」復原像や敦煌復原壁
画などとともに同大学美術館特別展(17.9.23～10.26)で展示された。NHK「シル
クロード・壁画の道をゆく」は同様に放映された(BS プレミアム17.10.14)。

(43)「来訪30周年記念活動」として張春賢中国共産党新疆ウイグル自治区委員会書
記会見・記念大会・記念誌『大愛無疆』出版・記念座談会・キジル千仏洞修復
資金記念碑改築などが行われた。

(44) 筆者は PPTで「キジルのおかげで30年」を発表した。
(45) 新疆ウイグル自治区文化庁・新疆ウイグル自治区文物局・筆者間の「関于継
続“小島康誉新疆文化・文物事業優秀賞”協議書」は「年20人 4 組織を毎年 9
月に表彰、 5年契約、計140万人民元」を主内容として2016年 9 月新疆文化庁で
調印した。2017年は中国共産党第19回大会の影響もあり12月の表彰となった。
党大会前後の影響は中国各地におよんだ。

(46) 日本政府観光庁「訪日外客統計の集計・発表 訪日外客統計の集計・発表地域
別訪日旅行市場の概況(年間総括)」電子版によると、訪日外国人は2016年、中
国のみならず諸外国からも過去最高を記録した。

(47) 日本政府観光庁「2017年 9 月 訪日外客数(JNTO推計値)」電子版
(48) 日本政府観光庁「2011年～2015年 各国・地域別 日本人訪問者数」電子版・
Travelport「日中往来 2千万人を実現 中国観光局が旅行会社と懇談」電子版

(49)「人民网」日本語版2017.1.5「習近平国家主席、2017年の新年挨拶を発表」
(50)「首相官邸ホームページ」中文版2017.1.27「安倍晋三内阁总理大臣春节致辞」
(51)・(52)「首相官邸ホームページ」2017.9.29「日中国交正常化45周年に関する安
倍晋三内閣総理大臣及び李克強中華人民共和国国務院総理の祝電の交換」

(53)「人民日報」海外版2017.6.24は「(森友・加計)両学園の醜聞が沸騰し支持率が
最低となった。危機感が安倍に憲法修正を加速させている」と新聞半頁で報じ
た。
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(54)「長野日報」2017.7.28「茅野市日中友好協会が解散へ」電子版。日中友好運動
の後退を憂いた「相互批判は信頼関係の礎」が日中友好協会から届いた中国側
広報誌『人民中国』日本語版2017年 9 月号 pp.30-31 に掲載されている。国交正
常化「共同声明」に署名した大平正芳外相の子息であり日中友好 7 団体のひと
つ「日中協会」の役員でもある大平裕氏が国交正常化交渉時の毛沢東主席の
「もう喧嘩は終わりましたか。世の中に喧嘩をしない交渉事などある筈があり
ません」を紹介し、「日中両国間の友好増進を目的とした団体が、日本には複数
存在しています。総じていえば、相手の意向をおもんばかって、むしろそれに
迎合しがちな日本人の美徳()の故でしょうか。殆どの団体が、友好国の主
義・主張をそのまま無批判に広報するなど、日本人一般の考えを代弁していま
せん。むしろそれが、一般日本人を偏狭な嫌中・反中に追いやっているのでは
ないかと疑うばかりです。友好団体が、先に述べた国交正常化交渉のひそみに
ならって、友好国の主張・行動などが自国のそれと違えば、それはいかがなも
のかと忠言するᴷᴷそれこそが真の友好の糧であり、むしろ相手側からの信頼
獲得の源泉にさえなるはずです。一般の日本人も、相手国に忠言する懐の深い
友好協会であれば、続々と入会希望者が増えるのではないでしょうか」と提言
している。

(55)「朝日新聞」2017.10.24「習氏の政治理念、名前付きで行動指針に…」電子版
(56) 林望『習近平の中国 百年の夢と現実』p.153 に習近平総書記の「腹心」王岐
山中央規律検査委員会書記の2015年 4 月23日発言として「司法もまた党の指導
の下になければならない。これが中国の特色です」が記されている。中国国営
「新華社通信」2017.9.4電子版は国家新聞出版広電総局など 5部門・委員会が発
した「関于支持電視劇繁栄発展若干政策的通知」を配信している。13項目から
なり「各テレビ局は今後 5 年間、共産党や祖国・人民・英雄・革命・歴史・軍
事・農村・民族・社会主義核心的価値観をたたえるテレビドラマの制作を進め
るよう」などが内容である。

(57) NHK「BS1 ワールドウオッチング」2017.10.18「中国共産党大会開幕( 1 )習
主席演説を読み解く注目の人事は」電子版

(58)「読売新聞」「朝日新聞」2017.11.12・14
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国分良成ほか『日中関係史』有斐閣2013
馬立誠『憎しみに未来はない 中日関係新思考』(及川淳子訳)岩波書店2014
丹羽宇一郎『中国の大問題』PHP研究所2014
岡本隆司『日中関係史「政冷経熱」の千五百年』PHP研究所2015
小島康誉「国際協力の世紀における日本と中国」『佛教大学宗教文化ミュージアム
研究紀要』第12号2016

丹羽宇一郎『習近平はいったい何を考えているのかᴷ新・中国の大問題』PHP研
究所2016

川島真『中国のフロンティアᴷ揺れ動く境界から考える』岩波書店2017
毛里和子『日中漂流ᴷグローバルパワーはどこへ向かうのか』岩波書店2017
小島康誉「実践的国際協力学ᴷ新疆での35年から」『佛教大学宗教文化ミュージア
ム研究紀要』第13号2017

林望『習近平の中国 百年の夢と現実』岩波書店2017
松田麻美子『中国の教科書に描かれた日本 教育の「革命史観」から「文明史観」
への転換』国際書院2017

小野寺史郎『中国ナショナリズム 民族と愛国の近現代史』中央公論新社2017
人民中国編集委員会編『人民中国』日本語版 9月号2017
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