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日中関係修復から東アジアの安定へ

石 田 護

日本証券経済倶楽部

■常設研究会資料 NO.571■

伊藤忠商事理事

第148回合同研究会は、平成25年5月17日午後3時より、東京証券会館9階会
議室にて開催。別掲要旨の講演がありました。

 

１）何も生み出さない反中や嫌中 

昨年の 2012 年は日中国交正常化 40 周年で、外務省によると

600 以上にも上る記念行事があった。私も８月に北京で開かれ

たシンポジウム「日中関係討論会」に参加したが、中国側の王

泰平氏は基調演説の中で、「日中国交回復後 40 年、経済関係や

民間交流は予想を遥かに超えて拡大したが、両国間の相互不信、

国民の相互嫌悪感が高まり、国交正常化交渉時に共通認識に達

したと思われた歴史認識や尖閣列島問題が、今になって両国民

を困惑させている。それは何故か。どうすべきだろうか」と、

現在の日中関係の問題意識を語った。王氏は日中国交正常化当



－2－ 

時の周恩来首相の側近だったが、本日の私の問題意識も彼と全

く同じである。 

会合には周恩来首相の部下で旧知の丁民氏も参加しており、

私に「伊藤忠は近江の出身。昔から近江商人は売り手よし、買

い手よし、世間よしの『三方よし』と言っている。外交とはそ

ういうものではないか」と語った。さらに驚かされたのは、尖

閣列島について、彼が日本の古地図なども含め実に詳しく知っ

ていたことである。当時の私は、尖閣列島に関しては、中国が

突然勝手なことを言い出した程度の認識しかなく、これではい

けないと中国の主張も含め勉強した。 

日中関係の現状は極めて悪いと述べたが、友人である中国の

親日派、知日派の中でも、好戦的反日を唱える人が増えており、

日本への不信感を募らせている。日中両国政府とも、尖閣列島

を巡って、お互いに相手を一方的に非難するので、「相手が悪

い」との国内世論を形成してしまった。双方とも引くに引けな

い危険な状況に陥っている。 

満州事変以降の日中の歴史は、一定の社会情勢の下では、意

図せざる、あるいは一部の分子による意図した、不測の衝突が

発生し得ることを教えている。日中戦争の始まりもそうであっ

た。そうした事態は何としても防がねばならない。 

拓殖大学の渡辺利夫総長が、年初の倶楽部定例月例会の席で、

「日本の五大紙すべてが社説で中国の行動は理不尽だと論陣を

張っている。お前の行動は理不尽だと言ってしまうと、人間関

係は保てない。理不尽に見えても相手には相手の理がある。そ



－3－ 

れを怜悧に見つめて対応をとる必要がある。反中や嫌中は建設

的なものを何も生み出さない」と語っている。私も同じ考えで

あり、中国の友人、知人から中国側の理を聞き、日本側の理と

比較しながら、自分の見解をまとめてきた。 

それを 1 月の『金融財政ビジネス』（時事通信社）に寄稿し

たところ、新華社の『参考消息』が翻訳して掲載、直ちに 10

以上の中国サイトが転載した。その中のあるサイトは、転載理

由を「尖閣列島を巡って緊迫した状況の中での冷静な声」と説

明、また、私の一友人も「発言したいが、今の中国では発言で

きないことを代弁してくれた」と伝えてくるなど、中国にも心

ある人が少なくないことを実感した。 

尖閣列島の領有権を巡る対立から日中関係全体が悪化したこ

とから、当面の緊急課題は危機管理で、中期的には日中関係の

正常化、長期的には東アジアに地域協力の枠組みを構築するこ

とであろう。私は日中両国が日中関係正常化への強い意思を共

有しなければ当面の危機管理も困難であり、東アジアに平和の

枠組みを作る構想なくして、日中関係が正常化することもない

と考えている。より具体的には、日本、中国、そして中国と領

海紛争を持つＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）諸国を含む東

アジアは、尖閣列島、南沙諸島、西沙諸島などの領有権のため

に多くの人命をかけるのではなく、欧州に倣い、紛争領海の資

源共同開発によって経済利益を分かち合うと同時に、平和な関

係を構築するということである。 

それは途方もなく困難ではあるが、私は不可能とは言い切れ
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ないと考えている。むしろ、こうした構想によってのみ、日中

両国は面子を失うことなく、上げた拳を下ろすことができる。 

 

２）根源は歴史認識問題 

日中関係は 1972年の国交回復から 1992年の天皇訪中頃まで

の 20 年間、おおむね順調に発展した。訪中時に天皇は北京で

「我が国が中国国民に多大な苦痛を与えたことを深く悲しみ、

このような戦争を繰り返してはならないとの深い反省に立ち、

平和国家としての道を歩むことを固く決意した」と語った。人

民網は「天皇は歴史問題を回避することはなかった」と伝え、

さらに、読売新聞が社説で「天皇の言葉は大多数の日本国民の

気持ちを表現したものだ」と書き、共同通信社が「天皇皇后の

訪中は日中両国の人々の心を近づける新たな出発点になるだろ

う」と配信したことを紹介した。ところが、それから 20 年、

国交回復から 40 年の現在、日中関係は不測の事態の軍事衝突

が懸念される危険な状況にある。未来志向の日中関係を求める

のであれば、この 20 年間に何が日中関係を悪化させたかを確

認する必要がある。 

中国社会科学院の日本研究者、金煕徳氏は最初の 20 年を「蜜

月の期間」と呼び、その主な要因を二つ挙げている。第一は、

日本が中国の発展を希望したことである。国力で日本が圧倒的

に優位であり、日本は鷹揚だった。しかし、その後の 20 年は、

日本経済が低迷したのに対して、中国経済が急速に発展したこ

とから、日本人が中国に脅威を感じるようになってきた。 
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第二は、当時の日本の指導者が、中国文化に対する親近感と

対中侵略への贖罪意識を持っていたことである。しかし、戦争

を記憶する年代が世を去るとともに贖罪意識が薄れ、1995 年頃

から政治家の「不規則発言」が相次いでくる。1995 年には村山

首相が、日本の侵略戦争と植民地支配を認めた反省とお詫びの

国会決議を試みたが、終戦 50 周年国会議員連盟の国会議員ら

が「反省、謝罪、不戦の決議は、戦後のゆがめられた歴史認識

の是認を意図するもの」として反対したため、首相談話として

発表せざるを得なかった。 

軋轢の根源は歴史認識問題である。安倍首相は「歴史認識問

題は歴史家に委ねる」と述べているが、この論理は中国や韓国

には通用しない。中国や韓国が問題にしているのは、まさに政

治指導者の歴史認識である。中国は毛沢東国家主席以来の政治

指導者が、戦争の責任は日本の軍国主義者にあって、一般の日

本国民にはないとして対日賠償請求権放棄を説明してきたので、

Ａ級戦犯が合祀されている靖国神社への日本の首相の参拝を黙

認する訳にはいかない。確かに安倍首相の言う通り、東京国際

軍事法廷の判決は勝者による断罪であるが、日本はそれに代わ

る戦争の総括を怠ってきた。 

歴代のドイツの政治指導者は、政治の責任をドイツ国民に語

ってきた。ヴァイツゼッカー西独大統領は「過去に目を閉ざす

者は、現在が見えない」、シュミット西独首相は「過去の歴史

認識なしに将来への道を拓くことはできない。歴史を出来事と

行為の単なる因果と解釈してはならない。義務と責任を伴うも
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のだ。将来を成り行きに任せてはならない」と語った。政治指

導者が歴史への責任を語ったドイツは、欧州諸国に受け入れら

れ、フランスとともに欧州統合を牽引し、今では危機のユーロ

圏を支えている。そのことがドイツ人の誇りとなっている。日

本がドイツから学ぶことがあるとすれば、このことだろう。 

 

３）日中の記憶ギャップ 

中国はドイツと比較して日本を非難するが、私は日独の国際

環境の相違と日本人の歴史への無頓着さに注目している。独仏

和解は冷戦時の西側陣営内で進められたが、当時の日中は米ソ

陣営に引き裂かれていた。日中首脳が初めて顔を合わせたのは

1972 年の日中国交回復交渉であった。また、地続きの欧州では

戦勝国の国民も敗戦国の国民も文字通り戦争体験を共有したが、

大多数の日本人には海のかなた中国での惨状への実感がなかっ

た。 

日本の中には、中国人が戦争を記憶し続けていることをもっ

ぱら愛国教育のせいだとする人がいるが、それだけではない。

私の友人らも滅多に話すことはないが、日本の閣僚の靖国参拝

や歴史認識発言などが問題となる度に、日中戦争時の記憶を新

たにするそうである。中国では日中戦争の被害者とその家族と

国家の愛国教育が戦争の記憶を語り継いでいる。 

他方、日本では戦争体験世代が去るとともに戦争の記憶が薄

れ、歴史教育でも近現代史が軽視されてきた。その結果、被害

国中国が忘れないことを加害国日本が忘れるという歴史の記憶
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ギャップが定着してきた。若い中国の一友人は、日中の若者た

ちの記憶ギャップが、両国関係の険しい将来を予告していると

憂慮している。 

中国から見ると尖閣列島問題は歴史問題である。日本は 1895

年に日本の領土に編入した手続きの合法性を主張し、中国は日

清戦争末期の日本の編入行為自体を不法と主張しており、両国

の主張は噛み合わない。親日派で知られる一友人は「帝国主義

戦争だった日清戦争末期に日本が尖閣列島を日本領に編入した

ことに対する中国人の気持ち、日本が朝鮮植民地化時期に合わ

せて竹島を島根県に編入したことに対する韓国人の気持ちを、

日本人が察することができなければ、日本は中国や韓国と安定

した友好関係を持つことはできない」と語っている。 

習近平中国共産党総書記は、１月 25 日、公明党の山口那津

男代表に「日本側は中国人民の民族感情を尊重し、歴史問題を

正しく処理しなければならない」、朴槿恵韓国大統領も 2 月 25

日、麻生副総理に「友好関係構築のためには、歴史を直視しな

がら過去の傷がこれ以上悪化しないよう努力し、被害者の苦痛

に対する心のこもった理解がなければならない」と語った。両

国の指導者は、日本に対して自国の国民感情に配慮することを

求めている。これまで日本人は被害者国の目線に立って、彼ら

の体験に思いを寄せてきたのだろうか。 

 

４）同盟国米国の困惑 

歴史問題は最近、皆さんご承知の通り、米国も同盟国日本の
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指導者が、中国や韓国の指導者と正常な対話ができないことに

困惑している。安倍首相訪米時、国家安全保障会議のダニエ

ル・ラッセル上級部長は、安倍首相が河野談話の見直しを視野

に有識者による検討を行う意向を表明して日韓関係を緊張させ

たことについて、「オバマ大統領は前世紀の日韓間の敏感な遺

産を承知しており、日本が治癒のための措置を講じることが重

要と信じている」と語った。 

また、朴槿恵韓国大統領は５月９日、米国議会で「北東アジ

アでは歴史を巡る相違が拡大しつつある。正直に過去に起きた

ことを認めることができなければ、明日はない」と語った。朴

大統領の議会演説は、日本で言われているように、韓国のロビ

ー活動の成果でもあろうが、それを重視しすぎると判断を誤る。

朴大統領は演説の冒頭で、ポトマック公園の朝鮮戦争記念碑に、

「我が国家は、見たことがない国、会ったことがない人々を守

れという国家の呼びかけに応じた我々の息子たち、娘たちを称

える」と刻まれていることに言及した。米国の息子たち、娘た

ちは日本との戦いで命を落とした。韓米間には日米間とは違っ

た心情の微妙な差があるようだ。 

日本は小泉首相の議会演説を要請したが、米下院外交委員会

のハイド委員長が「靖国参拝をしないとの確約」を求めたため

実現しなかった。靖国神社遊就館の展示の基調は反米であり、

大陸への侵略についても反省の姿勢は希薄である。多くの米国

人、中国人が遊就館を訪れて、靖国神社の歴史観を見ている。 

５月１日には米議会調査局が議会に、「日米関係の論点」を
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提出した。安倍外交に関する記述要点は「安倍内閣の歴史に関

する言動が域内の国家関係を不安定化して、米国の国益が損な

われる懸念がある。安倍首相は強硬なナショナリストとして知

られる。慰安婦問題、歴史教科書、靖国参拝、韓国の領土紛争

に関する彼の発言は、米国だけでなく、日本の隣人たちによっ

て注意深くモニターされている。４月に 168 人の国会議員が靖

国神社に参拝したことに、中国と韓国は日本が帝国主義侵略へ

の反省を欠いていると反発した。安倍首相は国会で、村山談話

をそのまま継承しているわけではない、侵略の定義は確定して

いないと語り、韓国の国会が非難決議を採択した」である。そ

の後、菅官房長官が「村山談話の全体を継承している」と修正

した。 

江沢民国家主席が来日した 1998 年の日中共同宣言でも、「日

本側は、1995 年８月 15 日の内閣総理大臣談話（村山談話）を

遵守し、中国への侵略によって中国国民に多大な災難と損害を

与えた責任を痛感し、これに対する深い反省を表明した」と明

記している。中国は安倍首相の「村山談話をそのまま継承して

いるわけではない」発言に反発し、同盟国米国の懸念も呼ぶこ

とになった。日本は内閣がかわっても国際的コミットメントで

は一貫していかないといけない。 

ハーヴァード大学日本研究所の Jennifer Lind は、日本のナ

ショナリスト的言動が、世界の注目を「日本が世界に誇るべき

平和な民主主義国家の実績」にではなく、「第二次世界大戦の

日本の犯罪」に集め、結果的に日本が必要とする政治的・軍事
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的指示を損なうことになっていると指摘している。国益に適う

言動とはどのようなものなのかを考えさせられる指摘である。 

 

５）中国の外交姿勢転換とその影響 

鄧小平は中国の外交方針の基本を「能力を隠して力を蓄え、

為すべきことを為す」と表現したが、2009 年 7 月、胡錦涛国家

主席は「為すべきことを為す」を「積極的に為すべきことを為

す」に改めた。実際に、力を蓄えた中国は、2009 年後半以降、

南沙諸島紛争でベトナムやフィリピンに軍事的外交的圧力を強

化するなど、中国の軍事力誇示、強硬外交姿勢が目立つように

なった。 

胡錦涛国家主席は辞める直前の 2012年 11月の共産党大会で、

2020 年までにＧＤＰ（国内総生産）と一人当たりの国民所得を

2010 年比で倍増する目標を掲げた。13 億人経済の所得倍増に

要する膨大な資源確保は、中国の社会安定と体制維持にとって

は死活問題である。彼は「我々は海洋資源を開発する能力を高

め、海洋権益を断固として守り、海洋強国を建設する」と資源

海洋戦略を明示したが、これは当然、尖閣列島問題への中国の

姿勢を大枠で規定するものである。 

中国のこのような強硬な対外姿勢は、歴史への怒りと高揚す

る中国ナショナリズムの反映でもある。中国は、アヘン戦争以

来、諸外国に不当に辱められてきたことに対する怒りを抱いて

きた。私は中国で高まる好戦的な反日感情を見て、周恩来首相

が 1972 年の日中国交正常化前、ある日本人に「中国人民は中
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国が強くなったなら必ず日本に借りを返すと思っている。それ

が日中国交回復を妨げている」と語ったことを思い出す。日本

が釣魚島（尖閣）を国有化した 2012 年 9 月 10 日の翌日、11

日に発表した中国外交部の声明にも、「中華民族が他国の思う

ままに侮られた時代はすでに過ぎ去り、再び戻ることはない」

と書かれている。歴史に対して彼らは怒っている。 

他方、中国社会科学院の叶海林副主任は、中国が急速に富を

増やしたことで中国人が傲慢になったと考えている。彼は「中

国人は他国による批判に例がない強硬さを見せ付ける。中国の

強硬な姿勢が国際的な反応を呼び、成長と平和の確保を妨げる

ことになる」と警告している。 

事実、2009 年以降の中国の外交的軍事的強化は、①ＡＳＥＡ

Ｎの米国接近が米国のアジア関与を促し、②米海兵隊のオース

トラリア駐留へと中国牽制に動き、③日本と韓国も米国との同

盟強化に動き、④日本では独自の防衛力増強を求める主張が世

論の支持を集める―など、中国が欲しない国際的な反応を招い

ている。 

米国の対中戦略の基本は、警戒と協力である。オバマ政権は

中国の軍事力強化に警戒を怠ることなく、中国との協力関係を

強化し、中国を建設的な存在に変えていこうとしている。本来

は日本も参加すべきであるが、日中関係が余りにも悪すぎる。 

一方、中国の対米スタンスの基本も警戒と協力である。中国

から見ると、米国の対日政策は同盟とコントロールの二面性が

ある。中国は日米同盟が日本の軍国主義化を阻止する、いわゆ
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る「ビンの蓋」機能を果たすことを肯定してきた。今後、日本

が独自の軍事力強化に動く場合、中国はそれが日米同盟の対日

コントロール機能の枠内で行われることを期待するはずだ。日

本が万が一、日米同盟を離脱した場合、アジアの安全保障に及

ぼす影響は計り知れない。 

ただ、中国にとって日米同盟は、台湾と尖閣列島の回復を妨

げる腹立たしい存在でもある。また、日米同盟を盾にしてＡＳ

ＥＡＮ諸国などを糾合して、中国に対峙するという安倍政権の

動きにも神経を尖らせている。そのＡＳＥＡＮには、日本の対

中連合に引き込まれることへの警戒感があり、日本の反中スタ

ンスが地域の安定を損なうことを懸念している。 

米国は尖閣列島の領有権問題について中立であるが、日米安

全保障条約上の防衛義務があると明言してきた。しかし、不測

の衝突が生じて介入を強いられた場合、米国のアジア戦略が損

なわれ、逆に介入を回避すれば世界中で信用を失い、米国の世

界戦略に傷がつきかねない。そのため日中の軍事的衝突を避け

たい米国は、歴代の国務長官が日中両国に自制と外交的解決を

強く求める一方で、日本と共同で尖閣防衛計画を策定、離島奪

還合同演習などで中国を抑制している。 

 

６）尖閣列島を巡る日中対立 

2012 年９月以降の尖閣列島を巡る危機の発端は、日本の釣魚

島国有化を、中国が「棚上げの暗黙の了解」を無視したものと

反発したことであった。 
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日中間に果たして了解があったのだろうか。1972 年の国交正

常化交渉に同席した、当時の橋本恕外務省中国課長は、退官後

の 2000 年に、交渉の最終段階で尖閣列島問題を持ち出した田

中角栄首相に対して、周恩来首相が「これを言い出すと双方と

も言うことが沢山あり、首脳会談は終わらない。今回は触れな

いでおこう」と答え、田中首相も「それはそうだ。それでは別

の機会に」と応じて、交渉はすべて終わったことを明らかにし

た。中国側の基本姿勢は周恩来首相が語った通り、国交回復で

「大同を求め」、尖閣問題で「小異を残した」わけで、決して

「小異を捨てた」ものではなかった。当時の橋本中国課長が、

田中・周両首脳のやりとりを外務省の公式記録に残さなかった

ことが、今に至る棚上げに関する日中紛争の原点である。当時

の国内情勢がそれを許さなかったと推測される。 

また、日中平和条約批准書交換のために来日した 1978 年 10

月の記者会見で、鄧小平副主席は「われわれの世代の人間は知

恵が足りない。次の世代はもっと知恵があるだろう」と語った。

中国は、1972 年と 1978 年のやりとりを根拠に、領土問題棚上

げの「暗黙の了解」「共通認識」があったとしている。 

日本側も、条約課長として 1972 年の国交正常化交渉の共同

声明原案作成にかかわった栗山尚一元駐米大使が、2012 年に

「棚上げ、先送りの首脳レベルでの暗黙の了解ができたと当時

考えたし、いまもそう思う」、1978 年の鄧小平副主席の記者会

見についても、「72 年の暗黙の了解が、78 年にもう一度確認さ

れたというのが実態だと理解している」と語っている。暗黙の
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了解はあったと考えるのが自然である。 

中国は、1979 年、日本がヘリポート建設を図った時、暗黙の

了解を否定したと強く反発した。日本はヘリポート建設を撤回

し、日中は暗黙裡に棚上げ状態に戻った。ところが 2010 年の

漁船衝突事件に民主党政権が国内法で対処した時から日中間に

齟齬が生じた。2012 年９月の尖閣列島（釣魚島）国有化時にも、

中国は同じく日本が棚上げの暗黙の了解を否定したと強く反発

した。これに対し、民主党政権は「領土問題はそもそも存在し

ない」「（棚上げは）鄧小平氏の一方的発言で日本側は合意して

いない」の一点張りで身動きが取れなくなった。安倍政権下の

2013 年外交青書には「尖閣諸島は歴史的にも国際法上も日本固

有の領土であり、現に日本はこれを有効に支配している。した

がって、尖閣諸島を巡って解決すべき領有権の問題はそもそも

存在しない」と明記してある。私の親しい中国の友人たちは、

「日本に騙された」と考えている。 

これに対し中国は、日本が棚上げに関する暗黙の了解を否定

したので、「自制の基盤がなくなった」として、その後は船舶

や航空機による示威活動を強化した。日本側は領土問題では話

し合いの余地がないと突っぱね、中国側は示威行動をエスカレ

ートさせる。中国の示威行動は、日本を交渉の席につかせるた

めの手段と言われるが、その手段が不測の衝突リスクを高め、

同時に日本の中国に対する国民感情を悪化させている。新華社

『参考消息』は、私の「日本の釣魚島国有化以降、中国は反日

デモの暴徒化やその後の強硬な言動で異質な国の姿を、日本は
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戦後 67 年の今も隣国と正常な付き合いができないことを、国

際社会に見せ付けた」を原文に忠実に翻訳している。 

日本では中国の政治体制に基本的な問題があると考える人が

多いが、それを過大視すると判断を誤る。日本は価値観を共有

する民主主義体制の韓国とも歴史と領土で対立している。 

 

７）尖閣紛争への対応 

これらの解決策については、冒頭に述べたように、緊急課題

は危機管理、中期的には日中正常化、長期的には東アジアに地

域協力の枠組みを構築することである。私は日中両国が、日中

関係正常化への強い意思を共有しなければ当面の危機管理も困

難であり、東アジアの地域協力の構想なくして日中関係が正常

化することもないと考えている。 

尖閣紛争への対応としては、①現状維持＋危機管理、②国際

司法裁判所に付託、③棚上げ状態への復帰、④領土問題棚上げ

＋資源共同開発の合意―の四選択肢が考えられる。 

宮本雄二元駐中国大使は、領有権を巡り次の一手を取れば戦

争に近づくので、現状を凍結し、危機管理メカニズムを構築し

た上で、時間をかけて文化交流、青少年交流などにより尖閣問

題を風化させることを提唱している。しかし、日本が棚上げに

ついての暗黙の了解を否定したままでは、中国が現状凍結に応

じる可能性は低いと予想される。日中国交回復後、40 年に亘る

経済関係緊密化と幅広い民間交流拡大も今般の尖閣列島危機を

食い止めることができなかった。風化を待っている間も不測の
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事態発生のリスクは続く。 

2012 年９月 26 日、野田首相は国連総会で、紛争を国際法に

従い平和的な解決を図るために国際司法機関が果たす役割に注

目すべきであると語った。実際、日本は竹島の領有権問題の解

決を国際司法裁判所に付託することを韓国に提案してきたが、

韓国が拒否し続けている。尖閣列島問題についても、2012 年９

月 30 日、当時の前原誠司外務相が、実効支配している日本が

提訴することはないものの、中国が国際司法裁判所に提訴すれ

ば応訴するという考えを示した。日本が竹島と尖閣列島の解決

を国際司法裁判所に提訴すれば、日本に紛争解決の意志がある

ことを国際社会に示すことになる。もちろん各国は裁定結果を

受け入れなければならないが、戦火を交える危険はなくなる。

肝心の中国が提訴、或いは、応訴する気配はない。 

日本が尖閣列島を国有化した翌日の 2012 年９月 11 日付で、

中国外交部声明は、日本に「（棚上げの）共通認識に立ち戻り、

交渉による係争解決のレールに戻るよう促す」と呼びかけた。

軍事的手段による解決が問題外であるとすれば、唯一の現実的

な選択は棚上げ復帰である。公明党の山口代表も、2013 年１月

25 日の習近平中国共産党総書記との会見直前に、香港鳳凰衛星

テレビに「将来の知恵に任せることは一つの賢明な判断」と話

し、その直後に王家瑞中国共産党対外連絡部長も山口代表に

「後の世代に託すこともある」と語った。 

習近平総書記と山口代表の会談では日中首脳会談に双方が前

向きであったと伝えられたが、習近平総書記は、そのための環
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境整備を日本に求めることを忘れなかった。その内容は、彼が

「我々は一世代上の指導者のように、国家の責任感、政治の知

恵、歴史の使命感を体現し、中日関係が直面する問題を克服し

ながら今後も前進していく必要がある。歴史を鑑としてこそ未

来を見据えることができる。日本側は中国人民の民族感情を尊

重し、歴史問題を正しく処理しなければならない」と語ったこ

とから読み取ることができる。 

安倍首相には重い要請である。安倍首相はそれに水を差すか

の如く、言葉による中国批判と中国包囲とも言える外交を展開

した。まず日米首脳会談の直前、ワシントンポストとのインタ

ビューに応じ、「中国は日本やアジアの隣国と領土を巡って争

う根深いニーズを持っている。中国共産党は、紛争を国内での

強い支持を維持するために使っている」と語った。安倍首相の

分析が正しいとしても、一国の政治指導者が米有力紙を通じて、

世界に発信することではないだろう。直ちに中国外交部は「一

国の指導者がこのように公然と隣国を批判し、地域の対立を煽

ることは滅多にない」と反発した。 

外交面でも、安倍首相と麻生副総理が手分けして、米国、Ａ

ＳＥＡＮ諸国、インド、ロシア、モンゴルなどを訪問した。中

国には中国包囲網と映るだろう。こうした現状は、習近平総書

記が期待した環境整備とは程遠く、安倍首相が「対話のドアは

いつも開いている」といくら繰り返そうが、日中首脳会談は遠

のき、それとともに早い時期での棚上げ復帰の可能性も遠のい

たと思う。人民日報系の新聞『環球時報』は社説で、「中日関
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係改善の次の機会は安倍氏退陣後となる」と述べた。 

私が最重視するのが、「領土問題棚上げ＋資源の共同開発の

合意」である。中国はこれまでにも、①1972 年７月に周恩来首

相が竹入義勝公明党委員長に領土問題棚上げと石油の共同開発

を持ちかけた、②1979 年６月に外交ルートを通じて日本に資源

の共同開発を提案した、③1988 年４月に鄧小平総書記はアキ

ノ・フィリピン大統領にも領土紛争の棚上げと資源の共同開発

を提案した、④2008 年６月には東シナ海のガス田の共同開発に

日中合意した―などと、何度も領土問題棚上げと資源の共同開

発を提案してきている。 

日本側も、1979 年６月の提案を受けて、７月 10 日の閣議で

森山欽司運輸相が中国に妨害されない共同開発を提唱し、園田

直外相が同調した。当時は「共産反乱団体は尖閣に関し日本と

約束する権利はない」と反発した台湾との調整が不可能とされ

たが、現在は馬英九総統が資源を共同開発する「東シナ海平和

イニシァティブ」を唱えている。2008 年６月の東シナ海ガス田

共同開発では、当時の石原慎太郎都知事が凌星光日中科学技術

文化センター理事長との対談で、「主権棚上げ、共同開発に賛

同する。21 世紀は軍備拡張をやるような時代ではない。それぞ

れの国の主権は尊重すべきであるが、主権争いで戦争になるよ

うなことは避けなくてはならない」と語っていた。実際には、

東シナ海の共同開発には中国国内の反対が強く、中国が単独で

開発を進めている。 

このような経緯からは、中国が尖閣紛争の経済的政治的コス
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トと偶発的衝突のリスクに考慮して、経済利益を分かち、かつ

日中関係を安定させる資源の共同開発に合意する可能性は、冷

静な判断としては、考えられないことではない。棚上げ復帰と

資源の共同開発合意が全く不可能な話ではない。 

 

８）東アジア地域協力の中で日中対立を解消 

問題は、両国のナショナリズムとポピュリズムに傾きがちな

現在の政治状況を受けて、主権の一定の譲歩を意味する共同開

発論を国民に受け入れさせることの困難さにある。中国では習

近平国家主席自身が富国強兵、偉大な中華民族復興を呼びかけ

て中国のナショナリズム高揚に一役買っている。鄧小平の将来

の世代に解決を委ねる棚上げではなく、現在の世代で解決すべ

きであるとの強硬論が高まっている。 

中国では 2002 年、人民日報の馬立誠評議員、人民大学の時

殷弘教授が、歴史問題を棚上げして対日接近を図るべきである

という対日新思考を主張したが、これが日本では、日本が強く

出れば中国は譲歩すると受け止められたこともあってか、対日

新思考の主張者は中国国内で強い批判を浴びた。今は日本への

譲歩と見られる主張が提出される環境にない 

そうした中で『環球時報』が、「釣魚島紛争：中日ともに新

たな現実を直視する必要がある」と題する論文で、新たな現実

に対応した係争棚上げ論を主張している。その論旨は、①中国

と日本は永久に隣人である、②摩擦を激化して戦争に向かった

場合の結末は想像するに忍びない、③中国のパトロール常態化
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は新たな現実である、④日中双方は各自が巡航・管理を行い、

釣魚島無人化の現状を維持する、⑤双方は係争を棚上げする、

⑥領有権については公に姿勢を表明せず、すでに形成された現

実を黙認し、主権問題を避けるが、係争は認める、⑦中国の民

意は固く、いかなる指導者も民意に背いて釣魚島紛争で妥協や

譲歩をすることはできない―というもので、中国政府に退路は

ないとも述べている。「中国のパトロール常態化は新たな現実」

は、従来の「暗黙の了解の棚上げ」から中国が一歩踏み出した

ものと言える。私は、この論文の筆者が国務院（内閣）発展研

究センターの董永裁研究員であることに注目している。 

一方、領土問題は存在しないと言い張ってきた日本の指導者

も、民意に背いて尖閣紛争で譲歩することはできない。両国と

も先に譲歩できない危険なチキンゲームに陥っている。こうし

た危険な状況を続けていると、いつの日にか軍事衝突が発生す

ることにもなりかねない。戦争の記憶をとどめる私の世代は、

一定の状況下では何かの弾みで戦争が起きることを知っている。

東アジアにとって重要なことは、戦争が起きない状況を作り出

すことである。軍事衝突が局地戦争であっても、日中関係に深

い傷を遺す。 

欧州は平和の制度化を実現した。現在のＥＵ（欧州連合）の

始まりは、独仏が再び戦争を起こすことがないように、戦争の

物質的基盤である石炭と鉄鋼の生産を国際管理下に置く欧州石

炭鉄鋼共同体の創設であった。資源の共同管理が平和の制度化

の第一歩となり得ることは、欧州で実証されている。欧州統合
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の目標は経済手段による平和の制度化であった。ユーロ危機は

統一通貨がアジアの選択肢にならないことを示したが、第二次

世界大戦終了から67年を経た今も日中が歴史問題で苦闘してい

るアジアが、平和の制度化に成功した欧州統合を否定的に評価

することなど見当違いである。 

冒頭に述べた昨年８月に北京で開催された「日中国交正常化

40 周年記念シンポジウム」で、私は「日本、中国、中国と領海

紛争を持つＡＳＥＡＮ諸国を含む東アジアの選択は、尖閣列島、

南沙諸島、西沙諸島の領有権のために多くの人命をかけるので

はなく、欧州に倣い、紛争領海の資源共同開発によって経済利

益を分かち合い、平和な関係を構築することにあろう。1978

年に鄧小平副主席が語った将来世代の知恵とは、そのことでは

ないか」と問いかけたが、中国側からも日本側からも何の反応

もなかった。 

それは途方もなく困難なことであるが、日中が尖閣列島の領

有権問題を棚上げにし、資源の共同開発に合意できれば、それ

を南沙諸島、西沙諸島などに拡大適用する契機となる可能性が

拓ける。私が強調したいのは、日中対立をエスカレートさせ、

袋小路に陥っている両国が、こうした構想によってのみ、面子

を失うことなく、上げた拳を下ろすことができることである。

これしかアジアで平和を作る仕組みは考えられない。 

 

９）東アジアの挑戦 

大きな歴史的変革には、戦争直後などの時代的タイミング、
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政治のリーダーシップ、変革構想の理論の三条件が必要だと言

われる。ブレトンウッズ体制の起源を研究したジョン・アイケ

ンベリーは、歴史の時間は均等に流れているのではなく、大き

な変革が可能なタイミングというものがあると書いている。ブ

レトンウッズ体制は、第二次大戦中というタイミングで構想さ

れ、チャーチル、ルーズベルトの英米政治指導者のリーダーシ

ップが共同プロジェクトチームを組成し、ケインズやホワイト

らの理論家が参加して実現された。欧州統合も、第二次大戦終

結のタイミングに、英仏独など欧州諸国の政治指導者がリーダ

ーシップを発揮し、すでにあったクーデンホーフ・カレルギー

を祖とする欧州統合理論を実現した。 

今の東アジアにタイミング、政治のリーダーシップ、理論の

三条件が、あるのだろうか。私はタイミングが弱いと思ってい

る。東アジアは第二次世界大戦から米ソ冷戦に入ったため、日

中の指導者が会うこともなかったし、今の尖閣列島を巡る対立

も大きな歴史的変革を促すほど深刻ではない。しかし、大きな

変革のために大きな戦争を待つというのでは、アジアは 20 世

紀人類の歴史の教訓を学んだことにならない。東アジアの挑戦

は、次の戦争を待つことなく、戦争の発生を防ぐ仕組みを作る

ことである。 

ただ、タイミングは弱いものの、政治と構想に関しては一定

の用具立てがある。2004 年の国連演説で小泉首相は「私は 10

＋3 を基とする東アジア共同体を主張している」と語った。2005

年 12 月の 10＋3 首脳会議は、「東アジア共同体を実現する共通
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の決意」を再確認し、「10＋3 は東アジア共同体達成の主たる手

段（vehicle）になる」と宣言した。その後、東アジア共同体

の動きは失速したが、現在も「10＋３」は東アジア・シンクタ

ンク・ネットワーク（ＮＥＡＴ）を維持しており、政治がリー

ダーシップを発揮すれば、東アジアの平和の仕組み作りに活性

化できる。 

満足している隣人は良い隣人、不満を持つ隣人は悪い隣人で

ある。日本に対して不満を募らせる強大な隣国の存在は、日本

の安全保障上のリスクであり、日中関係正常化は安全保障上の

要請でもある。しかし、日中関係がここまで悪化すると、日中

関係をその一部とする東アジア協力の大きな構想を描くのでな

ければ、日中が面子を失うことなく、危険な袋小路から脱出す

ることはできない。東アジアの挑戦は、政治が次の戦争を経る

ことなく、それを決断できるかである。 

 

【質 疑 応 答】 

問 日本の報道を見る限り、南沙諸島や西沙諸島も含め、中

国が強引に海洋進出している印象を受ける。中国は何を根拠に

尖閣列島を自国領土だと主張しているのか。 

石田 領有権問題は歴史をどこまで遡るのかにもよる。両国

の古地図にも、中国の主張が有利なものも、日本の主張に有利

なものがある。尖閣列島問題は一般に考えられているほど単純

な話ではない。ニューヨークタイムズなどは、中国の主張の方

に根拠があると報道している。 
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両者の主張を正確に把握することから考えていくべきであり、

日中両国政府の公式見解を読まれることをお勧めしたい。 

日本の主張は、外務省のホームページで閲覧できる。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/kenkai.html 

中国の主張は中国外交部のホームページ、或いは、北京週報、

人民網などで検索できる。 

http://jp.xinhuanet.com/2012-09/25/c_131871899.htm 

問 中国、韓国の日本に対する執拗な歴史認識批判の繰り返

しには、国内世論対策や経済的メリットなどに加え、中韓にと

って何か国際的なメリットがあるのか。また、日本の中国への

経済的依存度が深まる中では、交渉事などで中国が有利な立場

にもなってくる。日本は尖閣問題も含めて、どこまで譲歩する

ことになるのか。 

石田 中国や韓国が、歴史認識問題を戦略的に利用して日本

を貶めようと考えていると言うより、日本が発信する歴史認識

が中国や韓国はもとより同盟国にも受け入れられないことに問

題がある。その上、日本の発信の仕方が稚拙で、結果的には揚

げ足を取られ、逆宣伝に利用されている。多くの日本人が気に

しているのが今の中国の政治体制であり、その意味では安倍首

相の中国の体制分析はおおむね的を得ているが、あえて言わな

くてもいいことである。企業関係者であれば主要取引先企業の

経営者のことを新聞記者にあれほど悪く語ることはないだろう。

それが日本の情報戦のレベルであるとすると、中国は相当組織

的に高度な情報戦を仕掛けている。情報戦で日本が中国、韓国
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に大きく遅れをとっていることは間違いないだろう。 

中国経済が極めて脆い面を内包しているのは事実ではあるも

のの、ＧＤＰ規模が日本の２倍、３倍になっていくことは間違

いない。米国に追いつくかどうかは別にしても相当の規模にな

る。大きくなる中国に対して、日本が相対的に小さくなるのは

避けられない。そのような隣の強大国が日本に対し強い不満を

持っていること自体が日本の安全保障上危険である。今の日本

がやっているのは、不必要に隣人を怒らしていることで、それ

は何の得にもならない。不満を持つ隣人よりも友好的な気持ち

を持つ隣人が安全である。不満を募らせる隣人は多くを要求す

る。日本の本来の課題は、どこまで中国に譲歩するかではなく、

中国と正常な付き合い方を見つけ出すことだ。それこそが外交

の仕事である。ＡＳＥＡＮ諸国の人は、「米国はいつまでアジ

アに居るのか。中国はずっと存在し続ける」と話している。い

つまでアジアにいるか分らない米国に絶対的に依存するのは賢

明でないという判断である。だからこそ、日本やＡＳＥＡＮに

とって、外交は可能性の芸術なのではないか。 

西側の知識人が日本をどう見ているを紹介したい。ヒュー・

コータッチ元駐日英国大使が、『国際金融』7 月号への寄稿論文

「岐路に立つ日本外交」で述べていることである。日本と英国

は共に島国で大陸に隣接している。17 世紀の英国の詩人ジョ

ン・ダンは「人は孤立した島ではない」と言った。英国も日本

も大陸の一部であり、大陸と良い関係を持たないと生きていけ

ない。ところが、最近、英国でも右翼が台頭して、「ＥＵから
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脱退した方が英国にとっては利益が大きい、米国との特殊な関

係を生かし、米国と仲良くする別の生き方をすればいい」と主

張している。彼らは戦争を起こさないためにＥＵが創設された

歴史の要請を理解していない。英国がＥＵに依存せずに生きて

いけるわけがない。日本も大陸に隣接する島国であり、大陸と

正常な関係を持たないと生きていけないが、大陸の隣人中国や

韓国との対立を意に介さない政治家が増えている。しかし、同

じ島国でも大陸との関係は、日本と英国とでは大きく違う。日

本は、英国がその一部であるＥＵのような平和の枠組みがない

アジアにあって、大陸の隣人たちと 67 年前に終わった戦争の

歴史認識で今も対立している。彼らは、日中関係、日韓関係の

悪化が中国政府、韓国政府の落ち度によると考え、自分たちの

歴史認識が問題の一部であることを認めようとしない。中国政

府が反日感情を許容し、利用してきたことは事実である。しか

し、日本人が理解すべきは、他のアジア諸国や欧米諸国までも

が日本のナショナリスト的歴史認識を受け入れていないことで

ある。それは日本が今後アジアで生きていくのに大変な障害に

なってくる。西側の日本の友人が日本をどう見ているかに気付

いて欲しい。日本は、これからも最近のナショナリスト的方向

に走るのか、或いは、より常識的に穏やかに世界と調和した方

向に歩むのか、重大な岐路に立っている。それは日本国民の選

択次第である。 

コータッチ氏はまた、「愛国主義者」「愛国」という言葉を嫌

い、サミュエル・ジョンソンの言葉「愛国とは、ならず者が最
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後に逃げ込む隠れ家だ」を引用している。実際に現在の欧州の

右翼勢力はほとんどならず者と結びついている。もちろん愛国

自体は悪いことではないが、とかく反日、反中、反韓など排外

的ナショナリズムと結びつき易い。あえて愛国と言う必要性は

ないという立場である。 

問 中国国内で暴動が頻発しているとの報道もある。中国の

共産党政権の行方をどのように見ているか。 

石田 中国はこれまで過剰輸出と過剰投資で何とか８－９％

の成長率を維持して社会不安を回避してきたが、こうした成長

モデルが行き詰まっている。その上、水や環境、所得格差、腐

敗などの重大な矛盾がある。中国共産党指導部は数年前から従

来の成長モデルとこれらの矛盾を「持続不可能」と認識して、

体系的・組織的対応に努めている。成長率が７％、６％に下が

った場合、或いは、これらの矛盾が更に深刻化した場合、社会

の安定が問われる可能性がある。日本など周辺諸国に大きな影

響が及ぶことでもあり、中国経済が何とか安定成長に移行する

こと、中国政府がこれらの矛盾解消に一定の成果を上げること

を願っている。 


