
1 
 

中国は敵なのか―今こそ平和友好関係の構築を 
日中友好協会神奈川県連合会湘南支部講演会（2019 年 3 月 4 日 藤沢市役所本庁舎 5 階会議室）   

                     岡崎雄兒（元中京学院大学教授） 
 
１、 はじめに 

    今年は中国建国 70 年。いま中国をどう認識するか、これは日本・日本人にとって

喫緊の課題です。間違った中国イメージ〝やはり中国が怖い〟が安倍政権の暴走を

許している！安倍政権の 2 面性＝対中融和姿勢と「中国を念頭に置いた」安全保障

政策の矛盾。（G20 習近平訪日と軍備増強―米から戦闘機（150 億円×100 機）爆買

い。 

  

２、 中国イメージの現状と原因 
    ・近年は中国経済の勢いを見直し評価する人も多いが、これと裏腹に脅威と感じ警 
     戒する人も多い。大多数の日本人にとって中国とは、政治的に不自由で「反日」、 

環境汚染が酷く、食品が非衛生なひどい国、そんな中国に出掛けるなんて気が知 
れない！という人もいる。なぜこんな状態になってしまったのか？ 

・私たちの中国認識はどのように形成されるのか？ 強面国家、嫌中の原因は？ 
 従来は右派メディアのみだったが、今はメディアがこぞって反中・嫌中へ。  

メディアの本質→売れることが第一。過去の文革報道に対する反省も。多くの 
識者は文革のトラウマにとらわれている。また的確に論評する学者・評論家は

少ない。その結果、トンデモ本（宮崎正弘・黄文雄・石平などの著書）が氾濫。 
・大きいアメリカの影響―昔はアジア・フォード財団が対日工作。最近は米中 
貿易摩擦によってジャパン・ハンドラーが跋扈。 
① 「第４次アーミテージ・ナイ報告分析―さらなる日米一体化への要求」猿田

佐世『世界』（2019 年 3 月号） 
② 〝中国の挑戦はモラルと知性への挑戦だ〟「中国の脅威 立ち向かう力はあ 
 るか」「ニューヨークタイムズ」コラムニストの眼「朝日新聞」（2019．2.23） 

・反中・嫌中言論に対し正論を主張する政党がない。残念な野党各党の中国認識。 
・言葉の誤解―大国、強国、〝自己顕示の中国・控え目の日本〟（田中信彦 
『スッキリ中国論』・日経ＢＰ社）及び浅井基文Ｗｅｂ「21 世紀の日本と国際 
社会」 
→国際社会における｢大国｣とはマイナス価値とは無縁な国際社会を成り立た 
せる制度の一つ。 

 
３、中国経済の現状 

 改革開放 40 年によって急発展。文革の混乱の影響が大きかっただけに発展ぶり

が際立った。GDP いまや日本の 2.5 倍に。2018 年の成長率 6.6％、建国 100 年

=2049 年に世界トップの製造大国めざす。米中摩擦激化で成長減速、従来からの
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課題―過剰生産能力を解消し、経済の成長モデルを従来の投資型から、消費・イ

ノベーション主導型への転換。しかしポイントは貧困人口が確実に減少している

こと、海外旅行が普通になってきていること。（2018 年前年比 14.7%増 約 1.5
億人へ） 

  ・中国製造 2025： 2015 年に発表、今後 10 年間の製造業発展計画。2049 年ま

での計画を 3 段階で表し、第 1 段階は「2025 年までに世界の製造強国入り」 
  ・一帯一路：史上空前の大規模構想に世界中から共鳴と反発  
  ・米中貿易摩擦：中国経済に与える打撃大、しかしメディアの「危機」強調に

は違和感。今年は米中国交 40 周年、本来米国と中国は良好な関係（米中双

方にとって最大の貿易相手国―相互依存関係。留学生数 35 万人） 

 
４、国内政治 共産党の実質一党独裁 

・一党独裁、習近平任期延長問題について→浅井基文氏の評価―毛・鄧に次ぐ偉大

な政治家・すごいことをやっているという認識。 
明日（3 月 5 日）から両会（全国人民代表大会・政治協商会議）開催 

中国にとって 2018 年 改革開放 40 年 
          2019 年 建国 70 周年 
          2020 年 小康社会建設完了年 
          2021 年 中国共産党成立 100 周年 
          2022 年 第 20 回党大会開催年 

 
・人権問題：劉暁波（2015 年ノーベル平和賞）、王全璋氏ら人権派弁護士への圧力

→〝糖衣砲弾〟への警戒。許章潤・清華大学教授の論文と「梁家河」騒ぎ。 
一部知識人と大衆の対政府認識の違い 

・少数民族弾圧：ウイグル族への「民族浄化政策」 
・環境保護、特許権侵害、食品汚染問題について→遅れてきた経済発展 
  海外からの批判に対する対応―居丈高になってしまう、イメージ戦略が欠如 

 
５、外交政策 

・当面の政策：硬軟両様、「以戦止戦と韜光養晦（注）」  
21 字方針＝「不対抗、不打冷戦、按歩伐開放、国家核心利益不退譲」（対抗しな 
い、冷戦しない、ゆっくりと開放する、国家の核心利益は譲らない） 

（注：韜光養晦、有所作為。自身の能力は出来るだけ隠しつつ、取るべきものは取る） 

・習近平外交思想の｢要点｣―脱パワー・ポリティックス 
① 党の対外工作に対する集中的統一的指導の強化を堅持 
② 中華民族の偉大な復興を使命として、中国の特色ある大国外交の推進 
③ 世界平和を擁護し、人類運命共同体の構築を推進 
④ 中国の特色ある社会主義を根本として、戦略的自信を強化 
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⑤ 共商共建共享を原則として、一帯一路建設を推進 
⑥ 相互尊重及び合作共贏を基礎として、平和的発展の道を歩む 
⑦ 外交的布石を深化することに依拠して、グローバル・パートナーシップを作り上

げる 
⑧ 公平正義を理念として、グローバル・ガバナンス・システムの改革を導く 
⑨ 国家の核心的利益をボトム・ラインとして、国家の主権、安全及び発展上の利益

を擁護 
⑩対外工作の優良な伝統と時代的特徴の結合を方向として、中国外交の独特のスタ

イ 
ルの創造を堅持する。 

・核兵器禁止条約への対応については日本で強い反発 

 
６、領土問題―尖閣、南シナ海問題 
    中国は 14 ヵ国と国境を接す。2 万㌔の海岸線。自国貿易の 9 割を海上輸送に依存。 

 海を重視→ 南シナ海、東シナ海の自由航行が死活的課題 
【尖閣問題】―そもそも論の無意味、棚上げ論の知恵、石原慎太郎の罪と国有化 
 日本政府の見解： 
① 尖閣諸島は 1895 年 1月 14 日に閣議決定し正式に我が国の領土に編入した日

本固有の領土であり、沖縄県に属する  
② 中国との間に領土問題は一切存在しない  
③ 「棚上げ」論も存在しない 

しかし上記の閣議決定は極秘になされ、官報にも沖縄県告示もされず、内外

に一切告知されなかった。 
棚上げ論:①1972 年日中共同宣言時の田中・周会談 ②1978 年平和友好 
条約締結時の園田外相・鄧小平会談 
「読売新聞」1979 年 5 月 31 日社説：「日本が尖閣諸島の魚釣島で進めいている開発調査 

に対し、中国外務省が公式に遺憾の意を表明するとともに、善処を求めてきた。 

この遺憾表明は口頭で行われ「日本の“行為”は法的価値を持つとは認めない」と 

中国側の立場を明確にしながらも、厳しい抗議の姿勢ではなく、繰り返し大局的な 

配慮を要望したという。事をあら立てまいとする中国の姿勢がうかがわれるが、 

わが国としてもこの問題を日中の“紛争のタネ”に発展させないよう慎重な対処が 

必要だろう。（以下略） 

【南シナ海問題】―中国の海防政策 ①1840 年以降、外国の侵略によってかく 
乱・分断され 50 年以上国内統一と近代化が遅れた。そのため主権確保が 
最優先―「核心的利益」 
②伝統的海防認識―海岸線の防衛が最重要課題に＝海軍重視  

（1953 年 2 月 19 日 “长江舰”载着毛泽东说，过去我们只有陆军，部队在陆地上，我们爱山、 

爱土。现在你们是海军，就要爱舰、爱岛、爱海洋。他又说，一百多年来， 
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帝国主义侵略中国大都是从海上来的。我们的海岸线这么长，必须要建立强大的海军） 

2019 年 1 月、スプラトリー諸島に生態環境保護・修復施設を設置、 
南沙諸島に“海上支援センター”を設立。 

≪南沙・西沙諸島に関する国際的な宣言・条約≫ 
① カイロ宣言（43．11.27）「日本が中国より盗取し占領した太平洋の一切の島

嶼、満州、台湾及び澎湖島など地域を中華民国に返還すること」 
② ポッダム宣言（45.8.15）「カイロ宣言を履行すべく日本の主権は四島のほか、

諸島に限定する」 
③ サンフランシスコ講和条約（51．9.8）（第 2 章２条ｆ項）「日本国は、新南群

島（＊スプラトリー諸島）および西沙群島（＊パラセル諸島）に対するすべ

ての権利、権原及び請求権を放棄する」 
④ 日華平和条約（52．4.28）（第 2 条）「日本国は、サンフランシスコ条約第 2

条に基づき、台湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島に対するすべて

の権利、権原及び請求権を放棄したことが承認する」（日本は台湾に返したとい

う認識） 
 

７、歴史認識問題 
【日本側】：村山談話（1995 年・戦後 50 年）と安倍談話（2015 年・戦後 70 年） 
村山談話への憎悪・敵対―侵略戦争の否定、日本会議の勃興 
なぜ靖国問題、従軍慰安婦問題が持ち上がってきたのか？ 戦後日本の歩んで

きた道、単独講和から現在まで。「二分論」（日本の軍国主義者と人民を分けて

考える）の登場。二分論は、端的には戦犯と国民を切り離し、戦犯に全ての戦

争責 
任を負わせるという論法を指す。   
民主党政権時、野田首相の海上自衛隊観閲式での訓示（2012 年）「皇国の興廃

この一戦にあり各員一層奮励努力せよ」と旧海軍兵学校の〝五省〟を読み上げ

る。 
     【中国側】：日清戦争、日中戦争の教訓（東洋の病夫 円明園 愛国教育基地） 

甲午の恥辱を再演することなかれ！軍備増強、原爆・核兵器をめぐって日中の受 
取り方の違い。それ故に「反日」の原因はなくならない。 

 
８、中国を知るために  
   １）どのように情報を得るか 

日々のメディア・ネット情報から受ける影響は大きい。これに対抗するには？ 
     違和感のもとを考える→国民性、同文同種ではない！ 中国の主張を知ることも  

【推薦図書】丹羽宇一郎『習近平の大問題』（東洋経済新報社）、矢吹晋『中国の 
夢―電脳社会主義の可能性』（花伝社）、冨坂聡『感情的になる前に知らないと恥 
かしい中国・韓国・北朝鮮 Q＆A』（講談社）、雑誌『人民中国』など。 
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   ２）中国に出掛けよう 
     訪日中国人 800 万人に対し訪中日本人 250 万人 

日本人の中国アウトバウンドを増やすには→個別旅行の勧め   
     格安旅行：ＬＣＣ利用 春秋航空（重慶・武漢・天津・ハルビン） 
          吉祥航空、ピーチ航空など利用（上海など） 

利点：①自分の日程・関心事項で計画 ②費用が安くてすむ 
心配：①言葉の問題 ②食事 ③安全確保 ④トイレ革命の現状 

 
９、 まとめ 
    政府間関係は好転―昨年 10 月の安倍首相訪中時、李克強首相と日中「互いに協力 
    のパートナーであり、互いに脅威とならない」との原則を確認 

政府と民間―車の両輪で友好推進 
今年は「日中青少年交流推進年」―今後 5 年間で 3 万人規模の青少年交流を実施 
キーワード①「世界の中の中国、日本の未来は中国と共に」 
          ②「理解は絆を強くする」 


