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■ 特別講演 開催報告 ■ 

 
ＮＰＯ法人東京都日中友好協会共催 

東京都・北京市友好都市提携 35 周年記念講演会 

「東京都・北京市友好都市提携 35 周年と今後の中日関係」 
 
 

日 時：2014 年 9 月 4 日（木）18：30～20：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
 

 
  

【講師紹介】 

 程 永華 駐日特命全権中国大使 

 

［ご略歴］ 

1954 年 9 月生まれ。中国吉林省出身。大学卒業後 1977 年より足かけ 17 年、

中国駐日本大使館で勤務し、書記官、参事官、公使参事官、公使を歴任。2010

年より駐日全権大使。（通算 21 年） 
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【開会】 

（東京都日中友好協会 小野） 

 皆さんこんばんは。本日の司会を務めさせていただく東

京都日中友好協会の小野と申します。どうぞ宜しくお願い

します。 

今夜は程永華中日特命全権中国大使をお招きしての東

京都・北京市友好都市提携 35 周年記念講演会にお越しい

ただきありがとうございます。 

程大使のご略歴をご紹介します。大使は 1954 年 9 月生

まれ、吉林省のご出身です。大学卒業後、足掛け 17 年、

中国駐日本大使館に勤務し、書記官、参事官、公使参事官、

公使を歴任されました。2010 年より駐日全権大使に着任

されています。通産 21 年と、日本と深い関係をお持ちで

す。 

講演に先立ち、ＮＰＯ法人東京都日中友好協会 宇都宮

徳一郎会長からご挨拶申し上げます。 

 

（東京都日中友好協会 宇都宮会長） 

 皆さんこんばんは。本日

はこの素晴らしい会場で程

閣下にご講演いただくとい

うたいへん貴重な機会を得

られました。程閣下は 2010

年から駐日特命全権中国大

使にご着任されていますが、

このような両国間の状況に

おいて、閣下ご夫妻からは

長期間にわたり友好交流活

動へのサポートをいただい 

ています。閣下はさまざまな地域でご講演されていますが、

東京を地元とする我々は閣下の話を直接伺う機会がなか

なかありませんでした。それが偶然にもこのような大事な

時期にまたとない機会に恵まれたいへんに感謝していま

す。 

東京と北京は1979年3月14日に友好都市として提携し

ました。今年、舛添氏が新しく都知事に就任され、早速４

月に北京を訪問されました。私共も知事にお会いする機会

をいただき、我々が行う民間の草の根友好交流活動につい

てのご理解と、それをサポートいただけるというお話を頂

戴しました。東京都と連携し、こういう時期だからこそ民

間の交流活動を両国でしっかりと進めていかなければな

らないこと、そして東京と北京が首都同士として仲良くす

ることがいかに大切かを知事にお話しし、また知事からも

いろいろとご教示いただきました。このような時期に程閣

下のお話を伺えるのは非常に嬉しい限りです。今夜は皆様

とともに大事なひと時を過ごさせていただきたいと思い

ます。皆様のご参集に感謝申し上げます。宜しくお願いい

たします。 

 

（東京都日中友好協会 小野） 

続いて独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）中村道

治理事長からご挨拶申し上げます。 

 

（ＪＳＴ 中村理事長） 

 本日は駐日特命全権中国

大使程永華閣下をお迎えし

てご講演いただくことにな

り、たいへん光栄に思いま

す。今年は東京都と北京市

が友好都市になり 35 周年

ということで、東京都日中

友好協会とＪＳＴ中国総合

研究交流センター共催で本

日の記念講演会を開催する

ことになりました。 

ＪＳＴでは早くから北京事務所を設置しています。また

中国総合研究交流センターを立ち上げるなど、一貫して中

国との学術交流を積極的に進めています。9 月 10 日から

東京で開催される「日中大学フェア＆フォーラム 2014」

と「イノベーション・ジャパン 2014」は中国から 30 の大

学と研究機関が参加して、国際産学連携の新しい潮流とな

る本年最大の科学技術イベントです。また、今年 4月から

始まったアジアから青少年を招へいする「さくらサイエン

スプラン」では、多くの中国の若者が日本の最先端技術に

触れ交流を深めてもらっています。さらに「環境問題」や

「防災対策」、「日中機械翻訳」などについて、中国教育部

や科学技術部、中国科学院、国家自然科学基金委員会など

と広範な協力を進めさせていただいています。両国を取り

巻く状況は厳しいところですが、程大使には格段のご理解、

ご協力を賜っており、これら交流事業が円滑に進められる

ことに心から御礼を申し上げます。本日の講演テーマは

「東京都・北京市友好都市提携 35 周年と今後の中日関係」

ということですが、今後どのようにして相互理解と若者同

士の交流を深め、日本と中国が互いに手を携えて未来に向

かっていけるか、大使のお話をじっくりと伺わせていただ

ければ幸いです。宜しくお願いいたします。 

 

（東京都日中友好協会 小野） 

それではたいへんお待たせしました。程永華大使にご登

壇いただきます。 

 

（会場拍手） 
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【講演】 

 
 

 皆さんこんばんは。今日は会場にたくさんの方がお見え

になっていますね。この講演会は当初、東京都日中友好協

会の宇都宮会長から私の家内に持ちかけられた話でした

が、私がピンチヒッターを務めることになりました。 

（会場笑） お越しの皆さんは主に東京都日中友好協会と

科学技術振興機構の会員だと聞いています。どういう話を

しようかと考えましたが、東京と北京の友好都市関係が

35 周年と大きな転機を迎えたこと、また中国との関係が

どうなっておりこれからどうなるのか、普段私がお付き合

いしている各界の方々が関心を寄せているような趣旨を

中心にお話しようと思います。 

 

先ほど宇都宮会長や中村理事長からもお話があったよ

うに、東京都日中友好協会と科学技術振興機構はそれぞれ

多様多彩な友好交流活動を進めています。交流活動は着実

に成果を結んでおり、近年では大学の交流や高校生の交流

が進んでいます。状況が難しい中においても、友好の実が

結ばれているという感触があり、両機構と会員の皆さんの

努力に心から敬意を表したいと思います。 

今年は東京都・北京市友好都市提携 35 周年。35 年前の

1979 年、私は東京の大使館で平の職員として働いていま

した。当時のことは昨日のことのように鮮明に覚えていま

す。友好都市提携以来、両都市の皆さんの努力の下、両者

の関係は着々と進み成果を得ています。経済、科学技術、

文化教育、医療衛生、危機管理など多くの分野で交流を進

め、それぞれの発展を促進しました。また、北京市の中日

友好協会と東京都日中友好協会の努力のもと多様な民間

交流活動が広げられ、多くの市民に成果が還元されていま

す。しかし近年は一部の障害があり、東京と北京の関係が

厳しい困難に遭いました。交流と協力が滞り、難しい時期

となりました。そのような中、舛添要一氏が都知事に当選

し、両者の関係は大きな改善の契機を迎えたといえます。

私個人と舛添知事はもとより長い付き合いをしており、お

互いに古い友人です。知事はそれまでの政界での経歴や中

国との交流もあり、いろいろと相談してきました。このよ

うな関係から、知事が当選したその日に祝電を打ち、知事

からも電話をもらいました。その後、お祝いの訪問をした

のですが、中国大使が都庁に入るのは 16 年ぶりだという

ことで都としてはたいへんな出来事だったようです。アー

ムストロングの月上陸時のセリフに例えて、東京都と中国

の関係においては小さな一歩を記す歴史を作ったなどと

知事と話しました。（会場笑） 知事は４月に北京を訪問

しましたが、東京都知事の公式訪問は実に 18 年ぶりで非

常に感慨深いものがありました。知事の訪問は成功し、北

京と東京の関係は難局打開、さらなる前進へと方向付けら

れました。特に環境保護や省エネ分野の協力、オリンピッ

クの経験共有といった協力でコンセンサスを結び、両地の

発展にお互いが積極的な役割を果たし、学びあい促進しあ

うことを期待しています。北京、東京といえば世界的な大

都市です。北京の人口は 2000 万、東京は 1300 万、合わせ

て 3000 万人を超えます。ＧＤＰを合わせるとおよそ 1 兆

3千億ドルになります。両国の友好都市関係の中でも最も

重要かつ潜在力のある関係だといえましょう。未来を展望

すると、東京と北京は相互に環境保護都市建設やオリンピ

ックなど、社会全体の経済、科学技術協力だけでなく、人々

や文化的な市民交流を拡大し、北京市民と東京都民双方に

とって大きな幸せをもたらすような交流が促進されるこ

とを期待しています。 

 

現在の中国と日本の関係は、あまりに複雑で一言では言

い表せない状況だというのが正直なところです。しかし両

国の関係は世界からも注目されています。これをどのよう

に理解すればよいか整理し、皆さんが直感的かつ全面的に

理解しやすいよう 3 つの言葉にまとめて説明したいと思

います。 

まず一つ目は中国と日本の関係は「深い」ということ、

深さという言葉です。両国の交流の歴史は 2000 年あり、

古来より聖徳太子や遣隋使、遣唐使、近代に入ってからも

深い交流があり数々の逸話を残しています。大きくとらえ

ると文化、宗教や観念－社会科学分野といった分野、細か

くみると文字や建築、服装、あるいはお茶といったような

分野のエピソードがたくさんあります。いつも私がお話さ

せていただくのは両国の文化の共通点が多いということ

です。日本では近年、「価値観」という言葉がよく使われ

ますが、それはイデオロギーでいう「価値観」として使わ

れていて、別の意味があるように思います。文化としては

中国と日本が最も近く、共通の言葉が多い文化ではないで

しょうか。例えば水墨画や漢字、書道はお互いが同じ「価

値観」で鑑賞できます。作品の良さが同じ「価値観」で分

かるのです。しかし他の文化圏で観賞されると、水墨画は

白と黒しかなく、文字もどういう意味か分からない。中国

と日本の人達だから分かるのです。2012 年 1 月に「清明

上河図」という絵が東京国立博物館で展示されました。こ

の絵が海外に出るのは初めてで、まさに空前絶後、今後は

もうないだろうと言われています。「清明上河図」は故宮

に保管されており、北京でも 3年に 1度、12、3 日だけ風

通しのために出すだけです。北京以外では瀋陽、上海と香

港 10 周年のときに展示されました。香港での展示が 2007

年、その後が 2012 年 1 月の東京です。あまり大きな声で
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は言えないのですが、この絵が何故東京に来たかというと、

実は 1985 年以来の友人である文化部長に私から一生懸命

お願いしたのです。こんなに素晴らしい絵を外国に見せな

いのは勿体ない、外国に見せるなら日本だ、日本人ならこ

の絵の良さが分かる、と説得しました。文化部長が動いて

くれた結果、日本での展示が実現したのです。この時に「清

明上河図」だけでなく北京の故宮に保管されている多くの

国宝級の絵が展示されました。通常、中国の文化財の展示

会では一級文化財の展示は 20％までと規定されているの

ですが、この時は 46％にもなりました。おかげさまで日

本全国から毎日、多くの人が来てくれました。短くても朝

から 2時間以上待ち、長いときは 5時間待ちという大行列

で、館長が外で待っている人にお詫びをしたところ、「見

られればそれでいい」と言われたエピソードもあります。

そしてお客さんは一度入ったらじっくり見たいのでなか

なか出てこない。通常、夕方 5時で閉館するところがこの

時は夜の 9時になっていたそうです。両陛下も皇太子殿下

も熱心にご覧になったということでした。 

文化交流に関する話はいろいろとありますが、長い歴史

を持つこのような交流が両国民の心に深く刻まれ、親近感

に繋がるのではないかと思います。 

 

2 番目の言葉は「重要」です。中国と日本はどの時代に

おいてもアジアだけでなく世界において重要な国といえ

ます。お互いに最も重要な二国間関係の一つですし、今は

難しい関係にありますが、政府の公式発言でもそう言って

います。両国民にはこの重要性に対する認識があり、浸透

しているのではないでしょうか。国民同士の親近感は下が

っていると聞ききますが、それと同時に両国の世論調査で

は 70％以上が相手国との関係は重要で改善すべきだとの

データもあります。 

それでは何が「重要」なのでしょうか。政治的には、国

交正常化以降、4つの政治文書が結ばれています。そこで

はお互いの関係についての規定やこれまでの認識、将来の

方向といったことが全て決められています。経済貿易にお

いては双方向の輸出入額が 3000 億ドルを超えています。

昨年、中国では日本は 5番目位に下がりましたが、日本に

おいては依然として中国が 1、2 番目の貿易相手でありお

互いが重要なパートナーといえます。地理的往来も 500

万人、昨年は少し減りましたが、それでも 400 万人を超え

ており、国交正常化の時期に比べると人々の往来は随分増

加しています。友好都市の縁組も 250 組を越えました。日

本側の統計では 300 組を超えていますが、これは中国では

友好提携の規定書の内容から違う分類整理をしているた

めです。いずれにしても、両国はお互いに友好都市の提携

で一番大きな相手だといえます。このような関係は双方の

国民や科学分野に着実な利益をもたらしたと思います。 

交流の成果を振り返るときは先人の努力を忘れてはい

けません。国交正常化の時だけではなく戦後にも関係が正

常な時期がありました。多くの両国の指導者や各界の人々

がたいへん尽力しました。当時、「民をもって官を促す、

経済をもって政治を促す」というスローガンがあったよう

に、お互い一生懸命に発展のための努力をして国交正常化

を推し進めました。それは 1972 年に大きな流れとなり、

国民の声となり、最後には中日共同声明が発信され正式に

国交が結ばれました。その中には東京都日中友好協会の現

会長のおじいさんであり東京都日中友好協会初代会長、ま

た日中友好協会 3 代目会長の宇都宮徳馬先生もいらっし

ゃいました。先生は非常に優しい方で、政治的にしっかり

した信念を持たれていた印象が強く残っています。中国に

は「水を飲む時、井戸を掘った人のことを忘れない」とい

う言葉があります。生涯、友好のために力を尽くされた先

生がいらっしゃる。友好のために努力した功績や精神が歴

史に残る。それを後人が受け継ぎ前進しなければいけない

のです。 

 

さて、中日関係について 3 番目の言葉は「複雑」です。

複雑さは現在の関係の一つの特徴です。今日は一つ一つの

問題についてお話する時間はありませんが、近年は重大な

困難あるいは厳しい局面が続いており、歴史問題と領土問

題が長じて軍事安全保障面における相互不信が深刻にな

っています。先ほど、私の略歴が紹介されましたが、私は

仕事としては日本に 21 年、留学時代を入れると 26 年の滞

在になります。他国の大使も私の滞在期間の長さに驚きま

す。おそらく東京駐在の外交官の中で一番長いのではない

でしょうか。中国政府の中でも一番長いと思います。国交

正常化の翌年に日本に留学し、1977 年から仕事を始めま

した。両国の関係を自分の目を通して見て、仕事として直

接携わってきました。この 40 数年の歴史や経緯を眺めて

も現在の関係は非常に複雑で厳しい局面にあり、このよう

な事態は国交正常化以来初めてだと思います。長年東京に

住み対日関係の仕事を担当する古参の外交官として、深く

心が痛みます。何とか、あるいはどうしたら解決の糸口が

探せるかを常に考えています。 

 

中国と日本がお互いの関係を正常化するときに最も大

事なのは、歴史と現実という二つの要素に勇敢に向き合っ

てこれを処理するところにあると思います。過去の不幸な

歴史をどう扱い、どのような態度で臨むか、お互いが事実

をどう位置づけして付き合うか、そのようなことを常に調

整して確立しないといけません。近代史、現代史において、

中国が日本軍国主義の侵略を受けたのは苦い教訓であり

不幸な歴史でした。周恩来首相は両国の関係を「2000 年

の友好、50 年の不幸」という言葉で総括しています。国

交正常化は歴史問題や関連する領土問題の適切な処理を

踏まえて実現されました。国交正常化の基盤があり政治的

基礎は成されています。両国の健全な発展を保つには当時

の約束や共通認識を守り、歴史問題を直視して戦争責任を

明確にし、過去と一線を画さなければいけません。領土問

題については日本政府が 2 年前に島を購入して国有化と

いう措置を取りましたが、それは過去の双方の了解事項と

共通認識を否定したことになります。歴史問題に関してい
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えばＡ級戦犯を祀っている靖国神社に政府要人が参拝し、

戦争の責任と認識を曖昧にしたことは中日関係に大きな

政治的障害をもたらしました。関係を改善するにはやはり

日本側が誠意と責任をもって障害を取り除いてから初め

て改善できるのではないでしょうか。 

両国の関係の複雑さが相互信頼の深さにもいえますが、

これはお互いの認識にも関わります。日本にとって中国は

どういう国なのか、中国にとって日本はどういう国なのか。

これを客観的に認識しないといけません。しかし現在、日

本のマスコミをみると対中感には大きな変化があると感

じます。新聞報道においては中国の顔に泥を塗って悪口を

いうのが流行っているように思います。中国のここが悪い

とか、上海で鶏肉がどうのこうの、そういったことを面白

半分に書いています。さらに政治的には中国が巨大化して

怖い、中国の脅威というような記事が多く見られます。そ

してそれを口実に、国内の軍事安全政策に利用するという

傾向があるのではないでしょうか。これは中日関係にマイ

ナスの影響をもたらすだけではありません。周辺国は日本

が戦後の平和的発展の道を維持するかどうか注意しなが

らみています。 

 

以上、現在の中日関係と現状認識について 3点申し上げ

ました。中国と日本は引越しができない隣国です。丹羽大

使はよく講演の中で「中国と日本は離婚できない夫婦」と

表現するとのことですが、私は「引越しできない隣国」と

表現したいと思います。友達は選ぶことができますし、ご

近所も場合によっては避けることができます。けれど隣国

はどんなに嫌いになっても引越しできません。歴史的な経

験や教訓、関係の重要性からみても両国は平和的に付き合

うべきです。和すれば共に利益なり、戦えば共に損ずる、

傷つける、ということです。つまり平和友好という選択肢

しかないのです。現在の複雑で難しい局面は双方にとって

マイナスで、アジア地域や世界の心配にもなっています。

中国は中日関係を重要視しています。中国と同じ方向を目

指し、両国の 4つの政治文書を遵守し、正しい方向を見つ

めて捉える、現在の政治的障害を克服、解決し、関係を再

び長期安定させ健全な起動に戻す、このために努力したい

しそうなりたいと願っています。私自身も含めて大使館が

皆さんと力を合わせ、両国の関係をあるべき方向、あるべ

き姿に戻すよう努力していきたいと思います。 

 

両国の関係打開について考えや感想はありますが、一つ

には中国の平和的発展を客観的にみて扱ってほしいと思

います。中国が本当に脅威なのか、それとも平和的発展な

のかを理解してほしいのです。中国は平和の道を引き続き

歩んで行きます。中国の歴史と文化は和をもって尊しとな

す、人に善意をもって接するというところに根づいていま

す。中国は現在、鄧小平先生の 3 段階戦略を踏まえて 2

つの 100 年目標を設定しています。2010 年に比較し 2020

年にはＧＤＰと所得を倍増させた社会を実現させ、2050

年には全面的な現代化、いわば中国の夢を実現させようと

しています。この目標を現実にするためには平和的環境が

欠かせません。中国には西洋列強の侵略という苦い歴史経

験もあります。このような悲惨な歴史を繰り返したり他国

に押し付けたりするようなことは決してしません。孔子の

「己の欲せざるところ、人に施す勿れ」という言葉こそが

中国の哲学です。周辺国に対して善意を持ち、隣国と付き

合います。習近平主席は親善、誠実、互恵、包容の言葉か

ら「親、誠、恵、容」の 4文字をまとめて新しい外交のコ

ンセプトにしました。周辺国との紛争や意見の食い違いに

対しても対話を通じて解決することを願っています。そし

て中国の現在の発展状況やコンセプト、理念をここで皆さ

んに説明することで、多くの日本の方々が理解してくれる

ことを期待しています。2008 年の共同声明には互いを脅

威とみなさず平和的発展を支持しあうと書いてあります。

この共通認識を共に守り、それを通じてお互いの政治と安

全保障への相互信頼を構築し、深めていくことを希望して

います。 

 

2 つ目には、平和的で理性的な声を絶えず発し続けると

いうことです。中国は国民の利益と中日関係の大局を守る

見地から、日本各界との交流と往来を続ける姿勢を貫き、

不測の事態を生じないよう取り組み、関係改善のために努

力したいと思います。現在、鍵は日本側が握っています。

日本が誠意を示して着実に動くことが重要です。私たちは

両国関係の好転を心から願い、日本の各界や地方の方々と

共同発展を実現したいと希望しています。 

 

3 点目は両国の各分野の交流協力を引き続き推進する

ことです。今までの 40 数年の交流は両国民に多くの利益

をもたらしました。プラスの交流を引き続き進めるべきで

す。中国は今後も政治的には平和的発展を、経済的には

7.5％の中高速成長を維持する自信と能力を持っています。

これを日本経済としてもチャンスと捉え、日本の経済再生

の勢いと合わせて両国の経済、また科学技術の協力、交流

の一段の発展を図ることができると思います。各界の人の

友好交流の熱意を活かし、活動の幅を拡大して、引き続き

青少年、地方、メディア、草の根交流を強化しながら世論

のマイナスな雰囲気を転換し、両国関係改善のための雰囲

気や環境を整えましょう。交流を通してお互いの理解と信

頼が深まることこそ友好に繋がると信じています。 

 

最後に東京都日中友好協会の皆さん、科学技術振興機構

の皆さんのご厚意に改めて感謝します。皆さんのご健康と
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ご発展をお祈りして今日の話を結びたいと思います。あり

がとうございました。 

 

（会場拍手） 

（東京都日中友好協会 小野） 

程大使、ご講演をありがとうございました。お話を通じ

て日中関係の深さ、重要性、複雑さというポイントからた

いへん示唆に飛んだ話をいただき、日中友好活動に携われ

る我々も非常に勇気づけられました。ご来場の皆様から拍

手でお礼の気持ちを伝えたいと思います。本当にありがと

うございました。 

 

（会場拍手） 

 

それでは質疑応答にうつらせていただきます。時間の関

係上、4、5 名の方に限らせていただきますがご容赦下さ

い。ご質問のある方は挙手ください。指名させていただき

ます。 

  

【質疑･応答】 

（フロア） 

 東京大学大学院のＩといいます。お話の中で、今後の関

係改善のためには誠意と責任をもって日本が対応する必

要があるとのことでした。私自身も日中友好のために活動

したいと考えていますが今は責任を持てる立場になく、こ

れから頑張っていこうというところです。大使は書記官か

ら大使になられ 35 年くらい勤務されていますが、どのよ

うにして大使になられたのか（会場笑）、大使になるため

に努力したことなどを伺わせてください。 

 

 

 

（程大使） 

 日本には最初は留学で来ました。仕事を始めた時はいず

れ大使になるとは予想していませんでした。昔、どこかの

軍人が、「将軍となる希望のない兵士はどこまでも兵士」

というような言葉を残していますが、私としては着実に一

歩一歩進めていくのが大事だと思います。大使という仕事

がどういうものか一般的には分かりにくい人も多いと思

います。大使とは国から任命された国の代表です。ですか

ら大使を務めるにはまずは自分の国を代表し、国情、国民

の声、国の政策をしっかりと理解し、それを守り、伝えな

ければいけません。しかしそればかりではなく、相手国に

駐在する立場としても相手国への理解、相手の国民の声、

相手国の政府と政策といったことも全般的に理解し掴ん

でおく、捉えるということも仕事です。そしてそれを本国

に報告します。その中で両国の間にどういう関係ができる

か、どうすれば平和で友好的な“WinWin”の関係となり、

双方にとって利益になるかを常に考えないといけません。

これは大使としての自分の感想です。 

どうやって大使になったかですが（会場笑）、振り返る

と東京の大使館では本当にいろいろな仕事を担当してき

ました。政治部、文化部、総務部や、昔は文化部の中にあ

った友好交流部、教育関係も担当しました。私の経験から

言えることは、目の前にある仕事を一つ一つ着実に完成さ

せることが大事だということです。それらがまとまれば大

きな成果に繋がると思います。そしてそれは中日関係にお

いても同じことが言えると思うのです。両国がお互いに正

しい方向を見定め、一つ一つ問題を解決し、障害を乗り越

え、明るい未来を信じて進んでいかなければならない時な

のだと思います。 

 

（フロア） 

 共同通信の記者をしていたＫと申します。中国の目覚し

い経済発展に対して日本はどのように貢献できたのか、あ

るいはもっと貢献すべきだったのでしょうか。大使のご見

解を伺いたく思います。 

 

（程大使） 

中国の経済発展における日本の役割については記憶に

深くよく覚えています。1970 年代の中国はまだ立ち遅れ

ていました。文化大革命の混乱を乗り越え、鄧小平先生が

改革開放の方針を決めた 1978 年 12 月、発展のための基盤

ができました。改革開放前の 1978 年 10 月に鄧小平先生は

日本を訪問しています。当時、私は若い大使館員で先生の

連絡係として身辺についていました。朝から晩まで毎日先

生の傍を走り回り、いろいろな準備や連絡に追われていま

したが、先生の生の声をいろいろと聞くことができました。

先生は日本の３つの工場、具体的には君津の新日鉄、座間

の日産、大阪の松下を訪問され、新幹線にも乗られました。

近代化を中国語では現代化と言うのですが、先生は現代化

が何なのか分かったと仰っていました。新幹線の中では記

者の感想を求める取材に対し、早い、とにかく早いと 2

回繰り返しました。まるで追いかけられて走っている気分

だ、中国でもこういう列車に乗るべきだ、と。その後、日

本は大平内閣になり対中ＯＤＡが始まったのです。中国の

改革開放と現在の高速な経済発展において、日本とはお互

いに深い関係を結んだといえます。累積統計では日本の対

中投資は 971 億米ドルになっています。中国にとって、全

体規模として一番大きな海外からの投資額です。そこから

も互いの企業の協力の密接さがうかがえます。先程お話し

た 3000 億ドルの貿易もそうです。日本では 20％近くのウ



中国総合研究交流センター 第 74 回研究会 詳報 ＜2014．9＞ 

 

7

ェイトを占め、中国においては下がったといってもまだ

7.5％のウェイトがあり、お互いに重要な貿易相手です。

双方とも 300 億か 500 億ドルの入超、赤字があるといって

いますが、私は貿易をしたことはありませんが大体同じ、

イコールなのではないでしょうか。こういったことからも

互いの関係の密接さが象徴されているように思います。結

果、中国は製造業が非常に拡大されると同時に、近年の新

しい特徴として市場が拡大されました。多くの中国企業が

メリットを受けていると言われていますが、一部の製造業

や労働力密集方の製造業は東南アジアに移転していると

ころもあります。それでも中国市場を目指した製造業やサ

ービス業は対中投資を拡大しています。中国経済の発展に

おいて日本が大きな役割を果たしたと同様、日本でも大き

な利益になる。両国の産業経済にとって大きな可能性であ

り、このような協力は引き続き進めていくべきだと考えま

す。 

  

（フロア） 

 味わい深く、暖かいお話をありがとうございました。私

は東京都日中友好協会に所属しているＯと申します。先ほ

ど、日本と中国の姉妹都市提携を含めた友好都市が日本で

は 300、中国では 250 ということでしたが、いずれにして

も大きな数で、他国と比較して中国と日本の姉妹都市提携

は一番多いのではないでしょうか。私は中野に住んでいま

すが、中野も 1986 年に北京市の西城区と友好都市提携を

結び 30 年近くになろうとしています。具体的には少年野

球チームの相互交流が 19 回にも及んでいますし、大人の

方も書道交流や、北京オリンピックの前年には地域の健康

交流ということで日本の高齢者のラジオ体操を北京で一

緒にやるなど多様な交流をしています。先ほど、日中関係

は逆境の中にあると仰いましたが、それでも細々と民間交

流に努力している人がたくさんいることは大使もご存知

かと思います。今年発刊された雑誌「世界」の 9 月号に、

大使が逆境の中の日中関係をいかに打開するかというタ

イトルで日本にはなお民間友好の熱い思想があり多くの

友好団体と人士が友好の理念を貫き、志を絶えず対中交流

に力を尽くしている、そして日中環境が逆境の中にあって

も将来への自信を失うべきではないと力強く書いておら

れました。民間交流に力を尽くそうしている人はたくさん

います。そこで、相互交流、民間交流に対する大使のお考

えをもう一度伺わせていただき、交流のヒントになるよう

なアドバイスをいただけたら幸いです。 

 

（程大使） 

ご指摘の通りです。政治的に難しい環境にあっても、両

国の間で民間交流は着々と進んでいます。国交正常化前の

状態－政府が対立していても民間交流があった時と似て

いますが、今は外交関係があります。世論調査でも厳しい

データが出ていますが、それにめげずに私個人としても推

進すべきは推進し、大使館として協力すべきところは協力

するという信念で、この 4年半、大使としてやってきまし

た。日本各地を訪問し、各地の知事や議会、友好協会とも

話をしました。そこで感じるのは、東京で聞く話と地方で

聞く話がどうも違う、また永田町で聞く話とそれ以外でも

違うということです。大使館の中からも温度差が大きいと

いう感想を聞きました。相互認識において今の中国は日本

にとって何なのでしょうか。中国は本当に明日攻めてくる

のでしょうか。冷静に理性をもって理解してほしいと思い

ます。中国でもテレビドラマなどいろいろありますが、国

としては共同声明に書かれている通り、かつての戦争責任

を反省して未来に向かうとあります。本当はそれでピリオ

ドを打てるはずなのに、そこをひっくり返す人がいて、そ

うなると中国でもこれは何だという議論になってしまい

ます。過去を乗り越えた先に未来志向の考えができます。

民間の産業界、経済界、科学技術や文化といった各界との

交流の果実を大事にし、それをもとにして、一人一人の声

は小さくてもまとまれば大きな声となり届くのです。私に

聞こえてくるのは、仲良くすべきだ、平和的に友好すべき、

協力すべきだという声です。それを信じ、方向として努力

し、交流し続けるべきだと思います。 

 

 

 

（フロア） 

 東京理科大学のＢと申します。青少年と科学技術という

２つのキーワードで大使のお考えを伺いたく思います。先

頃、中国をはじめアジアの国々の高校生が日本に招へいさ

れ、短期間ではありますが日本の科学技術に関する大学や

研究機関の現場と日本文化を経験して帰っていきました。

高校生たちはたいへん感銘を受けてくれたようです。世界

共通の価値観である科学を通して研究現場や成果をみて

もらい、互いの理解を深めるべく、逆に、日本の青少年に

も是非中国に行って欲しいと思います。私もよく中国を訪

問しますが、中国の近代化された大学を日本の中高生たち

に見せたくなります。近年、先端科学研究でも中国は存在

感を出してきており、そういった現場を日本の若い人達も

見るべきではないかと感じます。大使のご理解とご協力の

もと、このような観点での交流を促進できないかと考えま

した。いかがでしょうか。 

 

（程大使） 

 ＪＳＴの皆さんのご厚意と尽力をたいへんありがたく

思います。さくらサイエンスプランは科学技術分野の高校

生や大学生を招へいし交流させるという非常に有意義な

計画です。実をいうと、はじめは中国側の窓口で少々もめ

たことがありました。そこで私はこのプランは進めるべき
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だ、交流窓口を設けて実施できるようにとしました。さく

らサイエンスプランはたいへん有意義な計画です。改めて

感謝します。 

若い頃の交流は大事です。印象に深く残るからです。学

生時代は感受性が強く、周りを見る目は鋭く、新しいもの

に対する探究心も強い。そういう時期に、お互いの国にな

いものを相互でみて交流することが大事です。Ｂさんのお

話はもっともで、双方向の交流を進め、日本の学生も中国

で交流できたら素晴らしいです。つい先日、9月 1日から

8日まで日本の大学生100名が中国を招へい訪問していま

す。中国側の窓口は中日友好協会でした。この 9月は日中

青少年友好交流 30 周年で、1984 年 9月、当時の胡錦濤総

書記により 3000 人の日本の青年を受け入れました。当時

に比べたら数は少なくなっていますが、両政府が共にそれ

を指示して両国の青年交流を拡大していくべきだと考え

ます。 

 

（東京都日中友好協会 小野） 

これをもちまして質疑応答を終わらせていただきます。

皆様、ありがとうございました。最後に、閉会にあたり科

学技術振興機構の沖村憲樹顧問よりご挨拶申し上げます。 

 

（ＪＳＴ 沖村顧問） 

程大使、今日は本当に素

晴らしい話をありがとうご

ざいました。大使はご着任

以来、一番厳しい時にたい

へんご苦労なさりながら日

中友好にご尽力いただきま

した。心より感謝申し上げ

ます。 

私はＪＳＴの 3 代前の理

事長をさせてもらい、日中

交流をずっと進めてきまし 

た。その中身については先ほど中村理事長からご説明いた

だきましたが、お互いが理解しあうためには人間同士が交

流するのが一番大事だと思うようになりました。3つの事

業をご紹介したいと思います。 

大使のお話にも客観的に知り合うことが重要だとあり

ましたが、中国 4000 年の歴史、膨大な国土、いろいろと

複雑な中国をきちんと日本に知ってもらうため、「サイエ

ンスポータルチャイナ」という中国専門のＷＥＢサイトを

作りました。このサイトには一日に 3万ページビューくら

いのアクセスがあります。また、中国にも日本の広範な客

観的情報を知ってもらいたいということで、「客観日本」

というＷＥＢサイトを 4年前に作りました。最近では一日

あたり 30 万ページビューが参照されていて、閲覧者の約

8割が中国のメインランドからです。相互理解のためのお

手伝いが多少なりともできているかと実感しているとこ

ろです。 

もう一つの事業は「日中大学フェア＆フォーラム」です。

知の源泉たる大学が交流しあう、若い人たちが交流しあう

ことが重要だということで 6年前から始めました。3回目

には程大使にご挨拶いただく予定になっていましたが、尖

閣問題があり中止になりました。今年は 5回目にあたりま

す。お手元にチラシをお配りしていますが、今年は中国か

ら 30 校を招き、日本の大学と一緒に開催することになっ

ています。3 月には日本の大学が 80 校、中国に行きまし

た。若者同士が少しでも多く触れ合うことを目指して進め

ています。 

最後は質疑応答でも話題に出た「さくらサイエンスプラ

ン」です。程大使からは身に余るほどのお言葉をいただき

光栄でした。昨年の 6 月頃、日本人の 9 割が中国を嫌い、

中国人の 9割が日本を嫌うという統計が出て、これは何と

かしないといけないと思いました。例えばフランスとドイ

ツは戦後 5000 万人の青少年交流をしています。そのため

のプログラムが何万とあり、戦争しあった国同士が今では

ＥＵの中核となっています。そこで少しでも中国の若者に

来て欲しいと始めたのが「さくらサイエンスプラン」で、

中国総合研究交流センター長の有馬朗人先生と一緒に各

方面に訴えて出来上がりました。アジアの 14 カ国を対象

にしていますが、今年は中国から 1191 名の高校生と大学

生を招へいする予定です。既に数百名の方が来ており、日

本の大学や高校で友情を育み、日本の科学技術に触れても

らっています。アジア諸国、特に中国と科学技術を向上さ

せてイノベーションの促進に貢献すると同時に、交流を通

して友情を育むというのも大事な目的です。そして最終的

な目的は協力の拠点を作るということで、プログラムは草

の根的に進めています。例えば、先頃の招へいでは東京大

学と清華大学の人たちが知り合いました。関係性が継続す

るような拠点を日本中に増やすことを目標としています。

大使のお話にもありましたとおり、このプラグラムにあた

っては中国の役所との折衝ごとを大使はじめ大使館の皆

さんにたいへんに支えていただきました。心から御礼申し

上げたいと思います。個人的には交流数はまだまだ足りな

い、一桁増やしたいと思っています。引き続きご支援をお

願い申し上げます。 

重ねて、今日はお忙しいところ、素晴らしいお話を本当

にありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。

ありがとうございました。 

 

（東京都日中友好協会 小野） 

たいへんお忙しい中、ご講演いただきました程大使を拍

手でお見送りしたいと思います。本日は本当にありがとう

ございました。 

 

（会場拍手、程大使退場） 

 

（東京都日中友好協会 小野） 

 以上をもちまして、本日の講演会を終了させていただき

ます。本日はありがとうございました。 

               （了） 


