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序言 

 

はじめに 

2005年の反日デモ、2010年の尖閣諸島海域での漁船衝突事件、そして2012年の日本の尖

閣諸島「国有化」とそれに反発する中国。21世紀の両国関係は、とても残念ですが「波高し」でス

タートしました。 

芳しくない学術交流をせめて回復し、研究者の信頼関係を取り戻したいと切に考えていたとこ

ろ、科学技術振興機構の中国総合研究交流センターから「中国の日本研究」を大きなテーマに

したプログラムを考えてほしい、という要請がありました。日本の近代史研究の第一人者で、中国

の研究者と地味な研究交流に熱心な村田雄二郎教授  (東京大学 )などとチームを組むことになり

ました。若手研究者にも集まっていただきました。1年前の記録をめくって見ましたら、なんと2015

年のエイプリルフールに第一回会合を開いています。 

肝心なお相手である中国の研究者について、日本研究の大きな拠点の責任者でいま第一線

で活躍している日本研究者に協力をお願いするという考えでまとまり、古くからの友人である楊棟

梁先生 (南開大学 )、歩平先生 (社会科学院近代史研究所――この8月 14日に逝去されました。

とても残念なことです )などにお願いしました。 

本プログラムは、独得の発展を遂げてきた中国における日本研究が、近年活気を失っていると

いう危機感、他方、アニメなど柔らかい日本文化への高い関心など、日本研究を見直す必要があ

るかもしれない、また日本と中国の学術ネットワークを再構築する必要があるかもしれない、と考え

ました。要は、日本の研究者が微力ながら中国における日本研究をサポートしたいと考えてのプロ

グラムです。 

中国の日本研究になんとか協力したい、サポートしたいと考えた直接のきっかけは、ある在日の

中国研究者の、中国および世界の日本研究が「日本素通り」になってしまっているのではないか，

という危機感を知ったからです。彼女は次のように言います。 

「残念ながら、世界の日本研究が日本国内の最新研究成果を十分確認することなく、蓄積さ

れていく傾向も徐々に強まっている。それは世界の日本認識と日本の自己認識との間のギャップ

をさらに拡大させる原因にもなっている」。【王雪萍「中国における近現代日中関係研究の発展と

限界」『相互探求としての国際日本学研究』法政大学国際日本学研究所、2013年】 

日本の研究成果、日本語の文献が素通りされる傾向は世界的にある、と彼女は言うのです。こ

うした「ジャパン・パッシング」の背後には、ＣＮＫＩやオンライン・ジャーナルなどで中国語・英語の文

献がとても容易に利用できること、一方、日本語文献の電子発信や英語発信がとても遅れている

こと、日本の経済・政治地位が落ちていることなどがあるのでしょう。 

今回のシンポジウムはそうした状況を少しでも変えるために企画されました。日本側の方々の尽

力、なにより、中国からきた第一流の日本研究者によるすばらしい発言、そしてJST中国総合研究

交流センターのお力でとても内容豊かな会となりました。ぜひご一読下さい。 

毛里  和子  

早稲田大学名誉教授  

 

  



1-1 中国の日本研究の現状と展望 

 1 

第一部  中国の日本研究－各分野の現状  

 

 

 

1-1 中国の日本研究の現状と展望 

楊 棟梁  

序言 

中国が日本を「発見 」してすでに2千年がたった。西暦 1世紀に班固が編さんした『漢書』には、「楽

浪海中有倭人，分為百余国，以歳時来献見云」（楽浪海中倭人有り、分かれて百余国と為る。歳時

を以て来り献見すと云う）との記載 1がある。また西暦 289年に陳寿が書した『三国志 』は、日本の地

理・風俗や文物・制度について2千文字にわたって記載し、中国の日本研究の発端となった。 

だが、総じて中国の元末期から明初期ごろまでは両国の物質文明と精神文明の発達度に大きな

差があったため、東アジア文明の中心に位置した中国は四方から朝貢を受ける状態に慣れ、「夷狄の

邦」である日本にそれほど注目することはなかった。これに対し日本は、中国を常に学習・模倣・追求

の対象とし、巨大な人力と物力を動員し、光明の中にある中国を研究し、その「文明」との距離を徐々

に縮めていった。その後、強大化し、現実的な脅威となっていった日本に対し、中国も無関心ではいら

れなくなる。明代と甲午戦争（日清戦争）後、抗日戦争時の3度にわたって日本研究ブームが起き、

1970年代末に改革開放政策が実行されると、中国では第 4次となる日本研究ブームが始まった 2。そ

の熱は現在に至るまで冷めていない。 

1984年、日本国際交流基金の援助の下、中国社会科学院日本研究所は、中国の日本研究の状

況に対する最初の全面調査を行った。その成果である『中国的日本研究』（中国の日本研究、上下

巻）は1985年に内部発行され、1987年には日本語版が発行された。1996年、日本国際交流基金は

中華日本学会と北京日本学研究センターを支援し、2回目の全面調査を行う。その成果『中国的日

本研究』は1997年、社会科学文献出版社から中国語版が出版され、1999年には世界知識出版社

から日本語版が出版された。 

2008年、中華日本学会と南開大学日本研究院、日本国際交流基金の三者の協力によって、第 3

回全面調査が開始され、その成果『中国的日本研究』（1997-2009）は2010年に内部発行され、日

本国際交流基金のウェブサイトにも同時に発表された。 

本稿は、この3回の全面調査によって得られた基本的なデータを依拠とし、3回の全面調査に対す

る関連専門家の評価を参考とし、同時にその他の論述や学術誌上で発表された関連文献も参照し

ながら、目下の中国における日本研究に存在する若干の問題を指摘し、今後いかに日本研究事業

を推進していくかに対して実践的かつ実現可能な提案を行うものである。1978年以来の中国の日本

研究の状況を概論的に整理した上で、研究力と研究の重点の動態的な変化を分析し、21世紀以来

の日本研究の新たな動態と新たな成果を重点的に評論・紹介している。 

                                                   
1 班固『漢書』巻二十八下・地理志第八下（中華書局 ,  2010 年 ,  1322 頁）  
2 中華日本学会・北京日本学研究センター編『中国的日本研究』（社会科学文献出版社 ,  1997 年 ,  3 頁）  
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一、研究者の構成と資源配置 

科学研究には各種の研究資源の保障が必要となり、研究者や研究施設、研究資料、専門学術

誌、研究経費などはいずれも、欠かすことのできない必要条件となる。中華人民共和国の建国から

1970年代末までは、中国の日本研究は、研究資源不足という厳しい環境の下で行われた。改革開

放後、思想解放と近代化建設による国力向上の実現に伴い、ほとんどすべての面での研究条件が改

善を得た。第 4次日本研究ブームの出現とその持続は、このような社会発展という大きな背景によるも

のだった。 

（一）研究者の変化  

21世紀に入って以降、中国の日本研究者には、人員規模や年齢構造、知識構造の上で、顕著な

変化が起こった。 

3回の全面調査によって提供されたデータによると、中国（香港・マカオ・台湾は統計外）で登録され

た日本研究の従事者は1985年には1,138人、1997年には1,260人、2010年には1,092人だった。第 3

回全面調査で登録人数が減少したのは、関連人員との情報交流がスムーズでなかったなどの基本的

な原因のほか、登録の敷居が高まったことも重要な原因とみられる。一般的には、中国の日本研究者

の規模は引き続き増加しており、減少してはいないと考えられており、日本研究論文 1本もしくは日本

に関する学 術的文 章 3本の発 表を登 録基 準とすれば、現在 中国で日 本研 究に従 事する人 員は

3,000人前後と推定される。そのうち専任の研究員は約 10分の1、高等教育機関の研究機関に100人

前後、社会科学院系統と各級政府調査研究部門に200人前後いると考えられている。 

日本研究者の世代交代は、21世紀最初の10年で成し遂げられた一大事と言える。中華人民共和

国建国後の第 1世代の日本研究者は、人数は多くないが学術的な能力に優れ、彼らは厳しい条件の

下で日本研究の土台を固め、日本研究の種をまき、多くの日本研究の中堅人材を育成した。文化大

革命前に育成された第 2世代の日本研究者は、20世紀最後の20年の日本研究の重任を負い、彼ら

の努力は豊かな成果として実を結び、中国の日本研究ブームの高まりを後押しした。現在、この世代

の人員はわずかな例外を除いてすべて引退している。ただ引退後も若さを失わず、執筆を続ける人は

たくさんいる。1980年代に大学を卒業した第 3世代の学者は現在、中国の日本研究の核心的な力と

なっている。これらの学者は、強い時代意識と責任感を備えており、今後 10年の中国の日本研究は

引き続きこれらの学者によってリードされていくものと見られる。第 4世代は若い力に満ちた50歳以下の

日本研究者であり、いくつかの重要研究分野でこれらの人々が上げた新たな成果は、若手の優れた

人材がすでに頭角を現し、中国の日本研究の後継者として育っていることを示している。第 3回全面

調査による2009年の研究者の年齢構成データによると、30歳以下は9％、30-39歳は26％、40-49歳

は30％、50-59歳は22％、60歳以上は8％を占めている。第 2回全面調査では60歳以上の研究者が

17％を占めていたのと比べると、高齢の研究者の比率は急激に下がっている。この現象は、文化大革

命によってもたらされた人材育成の10年にわたる断絶によって生まれたものである。自然科学の研究と

は異なり、人文社会科学の研究には長期の蓄積が必要で、研究陣の若返りは長所もあれば短所もあ

る。年長者の比率が低すぎることは実際には、構造のバランスが崩れていることを示してもいる。6年た

った現在、年齢構成比が理想的でない状況はほぼ改善されている。 

日本研究者の高学歴化と知識構造の多元化も、21世紀に入ってから出現した喜ばしい変化と言

える。研究者の学歴構成に目を向けると、第 2回全面調査の1997年の登録研究者データでは、博士
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学位の保有者は84人、修士学位の保有者は359人で、それぞれ登録総数の6.7％と28.4％にすぎな

かった。つまり65％の研究員が学部または学部以下の学歴しか保有していなかったということである 3。

2009年の第 3回全面調査によって得られたデータでは、研究者のうち博士学位の保有者は370人で、

登録総数の34％を占めるようになった。この比率は現在では間違いなく40％を超えている。第 1世代・

第 2世代の学者と比べると、現職の研究員の教育背景は豊かで、とりわけ50歳以下の研究員はほぼ

すべて、日本で長期的に留学したか研究した経歴を持っている。外国語の土台がしっかりしており、2

科目以上の外国語を習得している人も少なくない。この世代の人々の教育背景も多種多様で、思想

的にも活発であり、学術研究環境の改善が進む中、一部の学者は国際学術研究の潮流を捉え、現

代の西洋の人文社会科学の理論方法を導入して日本問題を追究することに成功している。 

高学歴によって示される専門化の度合いからは、中国の日本研究者の全体としての素養と総合的

な実力が急速に高まっていることがわかる。これと同時に、日本研究人材市場の需給関係にも急劇な

変化が起こっている。10年前は、需要が供給を上回り、博士学位を持つ若手の学生は卒業後ほぼ、

良い大学または研究機関で専門に合った理想の仕事を見つけることができた。日本で博士学位を取

得してから帰国・就職すれば、准教授または副研究員という高級職にすぐ就くことができた。10年たっ

た現在では、需給関係は逆転し、日本研究に携わる博士課程の卒業生が良い大学または研究機関

で専門に合った仕事を探すことは簡単ではなくなっている。多くの卒業生が一般の地方の大学への就

職に甘んじることを迫られている。日本研究が本業でなくなり、専門に別れを告げ、完全に分野を変え

なければならないケースも珍しくはない。かつては引く手あまただった「洋博士」（外国帰りの博士）はも

はや、帰国して就職すればすぐに高級職の待遇が得られるというわけにはいかなくなった。東京大学

や京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学、一橋大学などの一流大学卒業の博士でも、専門研究の

実力や発展の可能性を示すことのできる既存の業績がなければ、中国国内の重点大学または政府

部門の日本研究機関によって採用されることは難しくなっている。日本研究の人材育成の数の増加と

専門研究機関の人材採用基準の向上は、中国の日本研究陣の全体としての素養が今後もますます

高まっていくだろうことを意味している。 

（二）研究力の分布  

中国の日本研究者は主に、大学や社会科学研究機関、政府調査研究部門、民間メディアの4大

系統に分布している。民間に散らばっている独立した研究者を数えなければ、全国の日本研究者に

占める各系統の研究者の割合は、大学研究機関の専任研究員および各専門学院の教師が70％、

中国社会科学院および省市社会科学院の研究員が10％、国家の関連部門・委員会および各省市

政府所属の調査研究部門の研究員が10％、報道・出版などの文化メディア系統の研究員が10％と

なっている。 

日中の国情と相互認識の変化に伴い、研究者の各分野における分布には大きな変化が起こって

いる。表 1に示された比率からは、日本の言語・文学の研究に従事する人員の比率は25年間にわたっ

て最も高く、1997年には1985年比で10ポイント高まったことがわかる。主な原因は、日中間の経済貿

易・文化交流の高まりによって日本語人材に対する需要が旺盛となったことにある。この需要を満たす

ため、多くの高等教育機関が日本語専攻を増設し、日本語教師および関連分野の研究者が急速に

増加することとなった。 

 

                                                   
3  中華日本学会、北京日本学研究中心編『中国的日本研究』（社会科学文献出版社 ,  1997 年 ,  45 頁）  
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表 1：中国の日本研究者の研究分野の変化（％） 

研究分野  第一回（1985） 第 2 回（1997） 第 3 回（2009） 

言語文学  36 46 43 

歴史  23 
20 

18 

政治外交  6 12 

経済  18 17 14 

社会文化  12 16 7 

その他  5  6 

 

急速に発展しているもう一つの研究分野が日本政治・外交の分野である。とりわけ日中関係方面

の研究は研究者が倍増しており、これは、21世紀に入って以降の日本政局の変化および日中摩擦の

激化と直接関係していると考えられる。 

日本言語・文学分野の研究者が過度なスピードで増加したことで、歴史・経済・社会・思想文化な

どの分野の日本研究者の比率はいくらか低下している。だが第 3回全面調査では、日本語専攻の開

設と日本語教師の編制とが飽和状態に達する中、日本言語・文学分野の研究者の比率は1997年か

ら2009年間までに3ポイント減少したことがわかった。中国の日本研究は今後、研究分野の分布の面

でよりバランスの取れた発展を実現していくものと見られる。 

北京・天津・上海の3直轄市および東北地区に研究者が集中する局面は変わっていないが、華

北・華東・華南・華中 ・西南における研究力はいくらか高まっており、このうち雲南・四川・重慶などの

西南地区では進展が際立っている。西北地区では、西安を中心とする陜西省を除き、甘粛・寧夏・新

彊・西蔵（チベット）などの地の研究力が手薄い状況は大きく変わっていない。 

（三）人的資源の組織的配置   

中国における日本研究の人的資源の組織的配置には主に、3種の方式がある。第一に、実体のあ

る研究機関である。表 2に示すように、このような専門機関は全国で10カ所足らずである。総合研究機

関の下に設けられた日本研究部門を含めれば、総数は20カ所近くとなる 4。第二に、実体のない研究

機関である。これは、横断的な連携による固定編制のない同業者の組織であり、「研究センター」と名

付けられた機関の多くはこれに属する。この種の研究機関には、北京大学日本研究センターや清華

大学日本研究センターなど頻繁に活動し、国内外で一定の影響を持つ機関もあるが、通常は活動が

少なく、形式はあるが中身はないという場合もある。第三に、国家と地方の両級の日本研究専門学会

である。この全面調査のデータによると、国家級日本研究学会は8つ 5、省市等の地方の日本研究学

会は5つで、半数以上の日本研究者が少なくとも一つの学会に参加している。これらの学会は、国内

外の学術交流のプラットホームとなり、学術年会を開催しているほか、日本研究の特別シンポジウムを

不定期に開催している。 

 

                                                   
4 中国現代国際関係研究院日本研究所、中国社会科学院世界歴史研究所アジア・アフリカ研究室日本史研究チーム、中

国社会科学院アジア太平洋・グローバル戦略研究院日本研究チーム、黒竜江社会科学院東北アジア研究所日本研究チー

ム、上海社会科学院アジア太平洋研究所日本研究チーム、同済大学アジア太平洋研究センター、上海国際問題研究院日

本研究センター、上海交通大学日本研究センターなど。これらの機関の専任日本研究人員は通常 4 人から 6 人で、このうち中

国社会科学院世界史研究所、黒竜江社会科学院東北アジア研究所、上海交通大学日本研究センターは日本歴史を研究

の重点とし、その他の機関はいずれも現代日本を研究の重点としている。  
5 中華日本学会、中国日本史学会、全国日本経済学会、中華日本哲学会、中国日本文学研究会、中国中日関係史学会、

中国抗日戦争史学会、中国日語教学研究会である。  
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表 2：中国の実体日本研究機関  

機関名  人数  主要研究分野・特色  主要刊行物  

中国社会科学院日本研究所  30 現代日本総合研究  日本学刊  

北京外国語大学北京日本学  

研究センター 
14 言語文学、 社会文化  日本学研究  

吉林省社会科学院日本研究所  10 日中関係   

東北師範大学日本研究所  8 歴史、経済、文学  外国問題研究  

遼寧大学日本研究所  8 歴史、経済  日本研究   

南開大学日本研究院  14 
歴史、現代日本総合研

究  
南開日本研究  

天津社会科学院日本研究所  8 現代日本総合研究   

復旦大学日本研究センター 11 経済、歴史文化  日本研究集林  

浙江工商大学東アジア研究院  9 歴史文化、日中関係   

 

1980年代中期から1990年代中期には、各種日本研究機関が中国各地で「雨後のタケノコ」のよう

に出現した。その多くは「日本研究センター」を機関名としたものだった。この現象は、当時の日本研

究の熱を示すと同時に、各事業機関や研究分野に散らばった研究者の交流協力強化への意欲を反

映したものと言える。だがここ10年、新たに設立された日本研究機関は数えるほどにすぎず、もともとあ

った日本研究機関が東アジアまたは国際問題の研究機関に統合再編されるという状況も出現してい

る。  

中国が20世紀末に推進した大学管理体制改革は、日本研究の人的資源の組織的配置に一定

の影響を及ぼしている。国務院の指示に基づいて高等教育機関が1964年に設立した実体のある国

際問題研究機関は、学科建設の強化と専門学院制管理の実行という方針を受け、大小さまざまな衝

撃を受けることとなった。日本研究は国別研究に属し、複合学科の総合的研究という性質を持ってお

り、既定の学科リスト上には「合法的」なポジションを見いだすことができなくなった。このためこの改革を

経た後、大学内の多くの日本研究機関には、人員編制の圧縮や、関連する各専門学院への研究員

の分散といった状況が生まれた。もともと実体のあった研究機関が、固定した人員編制と予算を持た

ない、研究員の横断的な集まりによる「虚体」となり、研究者の組織化という機能は事実上弱まることと

なった。例えば、かつては30人以上の研究員を抱えていた遼寧大学日本研究所と東北師範大学日

本研究所は、制度改革で編制が圧縮され、現在の専任研究員 10人足らずとなっている。吉林大学

日本研究所は東北アジア研究院、河北大学日本研究所は経済学院に再編され、専門研究機関の

独立した権限を喪失した。もっともこの大学管理体制改革の中でも例外はあり、例えばもともと「虚体」

であった南開大学日本研究センターは制度改革後の2003年、「実体 」の日本研究院として格上げさ

れ、歴史研究を伝統的な特色として保持したまま、現代日本経済や政治外交が研究方向として加わ

り、総合研究と人材育成の機関として発展することとなった。浙江工商大学には日本研究所が新設さ

れ、現在は「実体」である東アジア研究院に格上げされ、日本文化や日中文化交流を特色とした学

術研究と交流とで盛んな活動を繰り広げている。 

情報の爆発と研究の専門化が進む現代社会においては、独立した一つの機関では大型研究プロ

ジェクトを担当することは難しくなっている。いかなる組織方式を通じて日本研究の人的資源の効率配

置を実現するかは、中国の日本研究界が今後も直面する現実的な課題となっている。 
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二、研究の視点と問題関心 

21世紀に入ると、長期にわたる経済低迷と政局のたびたびの変動に日本が見舞われる一方、中国

経済は急成長を持続し、国際的地位は顕著に高まり、日本研究の主体と客体としての中国と日本の

あり方にも大きな変化が起きた。このような変化による刺激と反応は、日本研究の視点や方法、問題

関心に大きな影響を及ぼした。 

（一）「経験の学習」から「教訓の汲み取り」への研究意識の転換  

20世紀末の20年、日本の経験を学習し手本とすることは、研究者の幅広い意識であり原動力だっ

た。最初に日本経済の研究熱が高まった時点では、研究者らは、謙虚な態度で戦後の日本経済の

急成長を紹介し、その成功を可能としたのは何かを探求した。次に沸き起こった日本文化の研究熱で

は、人々は、思想や文化、民族性という側面から日本の「成功」の原因を解明しようとした。21世紀に

入ると、「失われた10年」を経た日本経済と急成長する中国経済が鮮明な対照を形成するようになり、

日本経済の研究の熱は依然として冷めないながらも、研究の視点には明らかな変化が起こった。研究

者の主な関心は、日本経済発展の成功体験を肯定的に探ることではなくなり、経済衰退に至った原

因の解明に努めることとなった。これと同時に、日本文化の研究熱も下がり始めた。日本の経済体制

や企業体制、企業文化、政府の役割、儒教思想など同様の研究対象に対する研究者の価値判断

には、世紀の交代を境目として、180度にも達するような大きな変化が起こったことがわかる。こうした変

化は、「積極的」な側面に偏っていた研究を是正するには必要なものだったと言えるが、一つの傾向に

よってもう一つの傾向を覆い隠し、「消極的」な側面に偏ってしまうのも、客観的かつ正確に研究対象

を捉えるには不利と言える。 

（二）研究の方向と問題関心  

1970年代末、中国は改革開放政策を実行し、「発展才是硬道理」（発展こそが絶対原理である）と

のスローガンの下、近代化建設を全面的に始動した。中国にとっては、近隣の日本が、後発国家とし

て近代化を実現した「他山の石」となった。日本の経済・文化の研究ブームが高まったのは、中国の遅

れた状況を改変しなければという研究者の現実的な関心を動力としていた。21世紀に入って、日中両

国の社会経済の発展格差が急激に縮まり、経済の相互補完・協力関係が協力と競争の関係へと転

換し、矛盾と摩擦が増加したことで、研究の方向も変化しつつある。 

一般論として言えば、新世紀に入った後、一歩一歩進んでいる基礎的な学術研究と比べると、現

実的な動態や対策向けの研究はより活発であると言える。また日本の国内政治や経済、社会、思想

文化の研究と比べると、日本の対外関係研究、とりわけ日中関係研究の取り組みは顕著に強化され

ている。 

具体的に言えば、ここ十数年来の日本の国内発展問題に関する研究の重点は、日本近代化の経

験が与える教訓、政治改革と政局の変動、経済改革と経済の動態、社会政治思潮、社会保障など

となっている。日本の対外関係に関する研究の重点は、日米関係とその安全保障、海外派兵政策、

東南アジアなどの地域との協力、日中関係などとなっている。日中関係の研究の重点は、古代におけ

る日中の文化関係、近代日本の南京大虐殺や731細菌部隊、旧日本軍の性奴隷（従軍慰安婦）、

現代日本の歴史認識や政界要人による靖国神社参拝、尖閣諸島の領土の帰属、日中政治関係な

どの問題となっている。 
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中華日本学会と中国社会科学院日本研究所が主宰する『日本学刊』は、中国で唯一、CSSCI

（中文社会科学引文索引）定期刊行物リストに入った日本研究専門学術雑誌である。優秀論文賞

受賞作品をまとめた表 3は、この学術誌が扱う問題の方向性を一定程度示したものとなっている。 

表 3：『日本学刊』優秀論文賞（隅谷三喜男氏の寄付で設立） 

開催回  
受賞論文  

掲載年度  
一等賞筆者・論文タイトル 

1 2007-2008 

徐万勝「政治資金と日本の政党体制の転換」 

孫承「安倍内閣以来の日中関係回復の原因を探る」 

張捷「日本製造業の組織構造と国際分業モデルの変化」 

尚会鵬「日本人の自己認識の文化的特徴を論じる」 

（同年度は賞等級未分） 

2 2009 

趙全勝「日本外交の主流思考——傾向性を帯びた中間路線」 

馮昭奎「日本の技術進歩の弁証法」 

李強「“蟹工船”現象の解読」 

3 2010 

呉懐中「日本の対中安全政策の理論分析」 

徐梅「日米貿易摩擦における為替レート問題に関する思考」 

尚会鵬「日本社会の“個人化”：心理・文化的視野からの考察」 

4 2011 

呉寄南「民主党政権就任後の政官関係」 

王敏「日本企業の海外投資活動における制御権と株主権」 

張建立「中国における日本の国民性研究の現状と課題」 

5 2012 
蒋立峰「尖閣諸島問題と日中関係」 

宋成有「中国の日本史研究の理論と方法」 

6 2013 
楊伯江「米国の戦略調整を背景とした日本の“全面的正常化”の行方

を探る」 

7 2014 徐梅「中米貿易摩擦と日米貿易摩擦の比較分析」 

 

日中関係研究は、日本研究の重点中の重点となったことは、近年立案された国家重大入札課題

にも反映されている。表 4と表 5が示すように、日本と関連する重大課題においては、ほとんどが日中関

係に属する内容となっており、そのうち二つの側面が重点として注目を集めている。一つは日中両国

の古代文化交流の研究、もう一つは日中両国の政治関係の歴史と現状の研究である。 

表 4：国家社会科学基金重大入札プロジェクトにおける日本関連課題（2011-2015） 

年度  首席専門家  立案課題  

2011 王暁平（天津師範大学） 日本漢文古写本整理・研究  

2012 彭修銀（中南民族大学） 
日本に滞在した近代以来の中国人文芸理論家の日本

所蔵文献資料の整理・研究  

2013 蘇智良（上海師範大学） 
日本の中国侵略戦争における「慰安婦」資料の整理と研

究  

2013 宋志勇（南開大学） 新編日本史  

2014 王  勇（浙江工商大学） 東アジアの筆談文献の整理と研究  

2015 張連紅（南京師範大学） 元抗日戦士の口述史資料の保護・整理  

2015 劉統（上海交通大学） 
抗日戦争勝利後の国民政府の日本人戦犯審判の研究

（1946-1948） 

2015 張守広（西南大学） 抗日戦争における「大後方」資料データベースの建設  

2015 張生（南京大学） 『釣魚島問題文献集』及び尖閣諸島問題研究  

2015 韓東育（東北師範大学） 東アジア史上の「落差―安定」構造と地域動向の分析  

2015 張哲俊（北京師範大学） 日本における五山文学別集の校訂・注釈と研究  

2015 牛林傑（山東大学） 20 世紀東アジアの抗日叙事文献の整理と研究  

2015 王貴元（中国人民大学） 日本所蔵の漢文古字書集成の整理と研究  
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表 5：教育部重大難関攻略プロジェクトにおける日本関連課題（2003-2015） 

年度  首席専門家  立案課題  

2006 楊棟梁（南開大学） 近代以来の日本の対中認識と行動選択の研究  

2009 徐  勇（北京大学） 日本の中国侵略史料の整理と研究  

2011 程兆奇（上海交通大学） 東京裁判の若干の重大問題の研究  

2012 施建軍（北京外国語大学） 
東アジア国家の言語における漢字語彙使用の現状の

研究  

2013 解必震（福建師範大学） 釣魚島及びその付属島嶼の主権帰属史料の編年  

2014 胡令遠（復旦大学） 戦後の日本政治と外交の実質、未来の行方の研究  

（三）日本研究における大衆の参加  

20世紀末まで、中国の日本研究は基本的に、大学や社会科学院、政府関連部門の内部で進行

していた。21世紀に入った後、日中の経済貿易交流と人員往来の拡大、テレビやコンピューター、イン

ターネット、4G携帯電話などの現代のメディアツールの応用と普及に伴い、研究者の構成から研究成

果の交流方式まで大きな変化が起こっている。 

「外来者」が日本研究分野に介入するようになったことは、21世紀初めに出現した新たな現象であ

る。日中両国の注目と激しい議論を呼んだ「対日外交新思考」という主張は、専門の日本研究者から

起こったものではなく、中国の日本研究界とはもともと疎遠だった国際関係分野の研究者や記者によ

って提出されたものである。事実として、「新思考」の観点が登場した後、専門日本研究者が皆、語る

べき言葉を失ってしまうという場面さえ出現した。「新思考」の論者は、日本の歴史や現実に対する細

かい理解はそれほど深くなく、議論を進めるにあたって主観的な見方が目立つこともあったが、その新

たな視点と研究方法は、現代日本の研究を深めるのに有益な試みとなった。葛兆光は、中国の思想

文化・史学界をリードする学者だったが、その率いる研究チームは、研究対象を中国から東アジアに

拡大し、「誰的思想史？為誰写的思想史――近年来日本学界対日本近代思想史的研究及其啓

示」（誰の思想史か？誰のために書かれた思想史か――日本の近代思想史に対する近年の日本学

界の研究とその啓示） 6や「国家与歴史之間—日本関于道教、神道教与天皇制度関係的争論」（国

家と歴史の間――道教・神道・天皇制の関係に関する日本の論争） 7などの研究成果を次々と発表し、

伝統的な日本研究界に新たな風を送り込んだ。 

「草の根」の日本学の出現も注目を受けている。数多くの民間のウェブサイトには、日本に関する各

種のコラムが見られ、その豊富な内容の中には、厳格な学術研究論文や内政・外交時評、知識普及

型の読み物もあれば、現代日本社会の各側面についての報道や生活の印象をつづったものもあり、

独立した情報を人々に伝えると同時に、交流とインタラクションのプラットホームを人々に提供し、より多

くの人が日本問題に注目するのを後押ししている。インターネットにおける個人のブログや携帯電話を

使った「微信」（WeChat）でも、日中関係の焦点となる問題の注目や追跡がなされ、大きな社会的影

響を生み出している。 

このように現代のマスメディアツールの発達や「外来者」の介入、「草の根」の日本学の勃興によって、

中国の日本研究において専門家や学者が発言権を独占していた局面はすでに打破されている。同

時に、重大な問題や注目の集まる問題の討論が行われる場は、専門的な新聞や雑誌などの伝統的

なメディアには限られなくなり、テレビやインターネットなどの交流プラットホームを通じて、専門家や学者、

                                                   
6 『中国社会科学』（2004 年第 3 号）掲載  
7 『中国社会科学』（2009 年第 5 号）掲載  
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さらには一般の人々が、より直接的・スピーディーに情報を社会に伝え、自らの見解を述べることができ

るようになり、過去には想象できなかった変化がもたらされている。 

 

三、研究の深化および代表的な成果 

ここ40年、中国の日本研究が成し遂げた進歩は、研究成果の量の成長だけでなく、質の向上によ

っても示されている。これを象徴するいくつかの成果は中国の学界において高い評価を得ただけでなく、

日本を含む世界の学界の注目を呼んでいる。 

（一）研究能力全体の向上  

1970年代末に第 4次日本研究ブームが起こった際には、中国の日本研究の全体的な土台はまだ

薄弱だった。一部の日本人学者は、土台の比較的しっかりした日本史の研究であっても、日本の小

中高のレベルにすぎないとの評価を与えていた 8。この評価は過度に低すぎるとは言え、当時の研究

水準が全体としてとても低かったことは否めない。だが10年後、中国人学者の執筆した研究叢書『東

アジアのなかの日本歴史』（全 13巻）が日本の六興出版社から出版されると、日本の学界はただちに

この評価を改めることとなった。遠山茂樹は、「中国の日本史研究はここ10年で、驚くべき発展を遂げ

た」 9と評価した。この後、日本史研究では数々の成果が上げられ、20世紀の最後の20年だけでも、日

本の通史を扱った著作が10種以上出版された 10。  

シリーズとなる研究叢書の出版は、全体的な研究能力を示す重要な裏付けとなる。21世紀に入っ

た後、総合的な国力の向上に伴い、研究陣が拡大しただけでなく、研究施設や研究資料、研究・出

版経費などの日本研究を支える物質的な条件も明らかに改善した。ここ10年余りで編集・出版された

大型の日本研究叢書の総量は、中華人民共和国建国以来のいかなる時期をも上回っている。中国

社会科学院『中日歴史研究中心文庫』（社会科学文献出版社）では40部余りの著作が出版され、

南開大学日本研究院の『南開日本研究叢書』（天津人民出版社）には37部、復旦大学日本研究セ

ンターの『日本研究叢書』（上海財経大学出版社）には20部余り、季羨林が編集主幹となった『東方

文化集成』（天津人民出版社）には10部余り、王暁平が編集主幹となった『人文日本新書』（寧夏人

民出版社）には20部、王勇が編集主幹となった『中日文化研究文庫』（上海古籍出版社）には11部

が収められている。王暁秋と大庭修が編集主幹となった『中日文化交流大系』（浙江人民出版社・日

本大修館書店の共同出版）には10部が収録されている。 

  

                                                   
8 これについて日本古代史研究者の王金林は『20 世紀 80 年代中国的日本史研究与学会活動』（1980 年代の中国におけ

る日本史研究と学会活動）で次のように紹介している。日本のある著名な学者が当時、天津社会科学院の開催した日本史講

習班で授業をした際、こんなことを言ったという。「君たち中国人の日本史の知識は小学校レベルだ。あまり深いことを教える必

要はない。君たちには中学校の教科書を教えるだけで十分だ」。この文章はさらに続ける。「この学者のような言葉は、70 年代末

の北京大学日本近現代史研究班や遼寧大学の日本史研修班でも語られたことがある」。参照：李玉編『新中国日本史研究

的回顧与展望』（天津古籍出版社 ,  2012 年 ,  223 頁）  
9 李玉編『新中国日本史研究的回顧与展望』（天津古籍出版社 ,  2012 年 ,  231 頁）  
10 呉廷璆主編『日本史』（南開大学出版社、1994 年）、劉建強編著『新編日本史』（外語教学与研究出版社、2002 年）、

浙江大学日本文化研究所『日本歴史』（高等教育出版社、2003 年）、王新生著『日本簡史』、（北京大学出版社、2005 年）、

王保田著『日本簡史』（上海人民出版社、2006 年）、孫秀玲著『一口気読完日本史』（京華出版社、2008 年）、王仲涛・湯

重南著『日本史』（人民出版社、2008 年）、馮瑋著『日本通史』（上海社会科学院出版社、2008 年）、王雪松編『簡明日本

史教程』（武漢大学出版社、2008 年）など。  
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（二）テーマ研究の深化   

テーマ研究は、日本研究の深度と水準をはかる基本的な尺度となる。21世紀に入ってから発表さ

れた大量の著述には、実証面でのブレークスルーと理論面での革新を実現した優秀な作品が数多

い。 

土台の分厚い日本歴史研究では多くの成果が上がり、いくつかのテーマ研究では飛躍的な進展が

実現された。古代史研究では、沈仁安が、『日本史研究序説 』（香港社会科学出版社 2001年）や

『徳川時代史論』（河北人民出版社 2003年）、『日本起源考』（昆侖出版社 2004年）などの著述にお

いて、古代日本の国家形成と東アジアの国際関係、武士階級の変遷、江戸時代の歴史的な特徴な

どについて立ち入った議論を展開し、日本学界の従来の観点とは異なる独自の見解を提出した。王

金林は、『日本天皇制及其精神構造』（日本の天皇制及びその精神構造、天津人民出版社 2001年）

や『日本人的原始信仰』（日本人の原始信仰、寧夏人民出版社 2005年）、『日本神道研究』（上海

辞書出版社 2008年）などの専門書において、豊富な資料に基づき、日本人の精神世界を多面的に

描き出した。徐建新の『好太王碑拓本の研究』（東京堂書店 2006年）は、各種の好太王碑拓本を依

拠として、早期の拓本の制作と伝播、1884年の潘祖蔭蔵書の性質、清末期の北京琉璃廠の拓本製

作者・李雲従の制作した早期拓本に関わる経緯、早期石灰拓本の発見と石灰による文字復元、好

太王碑拓本の編年およびその方法などの問題に詳しい考証を加え、その先端的な研究成果は世界

的に影響を及ぼしている。 

日本の近代化と近代の社会転換の研究では、楊棟梁が編集主幹となった『日本現代化暦程研究』

（日本近代化プロセスの研究、世界知識出版社 2010年、天津市社会科学優秀成果一等賞受賞）が、

中国の日本研究者の共同研究の能力と水準を明らかにした。この成果は、近代化理論の視点から

出発し、全体性と系統性、学術性の三つの結合という原則に基づき、詳しく正確な史料を依拠として、

政治・経済・社会・思想文化・対外関係などのさまざまな側面から、19世紀以来の日本の近代化プロ

セスにおける内在的要素の土台と条件、外来的要素の刺激作用、近代化プロセスにおける内在・外

来両要素の衝突・対応・調整・融合を系統的に考察し、近代化の異なる歴史的時期における日本政

府の政策の選択とその効果を重点的に分析したものである。その主要な観点と学術上の新たな発想

は、国内外の学界における「現代化」に関する従来の解釈を理論的に超越し、現代化は「近代化」の

延長であると同時に、近代化の発展であり超克であるとした。さらにその研究方法として、1本の主軸

（官主導）、2本の発展の道（戦前の対外拡張、戦後の平和発展）、3回の制度変革（明治維新、戦

後改革、平成改革）、四つの分析の視座（条件による制約、制度の変遷、経路への依存、成果の評

価・分析）を提出し、その運用をはかった。政治・経済・外交・社会・思想・文化・文学・教育 ・対中関

係・絵画など多岐にわたる500万字・10巻によって構成されるこの大型著述は発表後、国内外の学界

の重視と高い評価を呼んだ。このほか宋成有著『新編日本近代史』（北京大学出版社 2006年）は、

変異性と連続性という視点から出発し、近代日本の発展に影響した若干の問題について新たな解釈

を施した。周頌倫著『近代日本社会転型期研究』（近代日本の社会転換期の研究、東北師大出版

社、1998年）、李文著『武士階級与日本的近代化』（武士階級と日本の近代化、河北人民出版社

2003年）も、日本の近代化を可能とした原因を、それまでと異なる角度から検討するものとなった。 

日本の思想文化の研究では、東北師範大学の韓東育の研究成果がとりわけ注目に値する。『日

本近世新法家研究』（中華書局 2003年）では、韓東育は、日本近世の儒学を東アジアの視野に置い

て考察し、日本儒学の重要な構成部分である徂徠学における「脱儒入法」の過程を重点として論じ、

日本の学界における泰斗である丸山眞男が「意図的に回避、無視、さらには抑圧」した「法家の学説
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の日本早期の近代化における重大な意義」 11を指摘した。日本思想史の内在論理から出発して日

本の儒学者の「習儒」「脱儒」「脱亜」の関係を明らかにした新たなモデルは、日本の儒学が中国の影

響を受けたという中国の学界における偏った思考の定式を突破するものとなった 12。『道学的病理』

（道学の病理、商務印書館 2007年）と『従 “脱儒 ”到 “脱亜 ”――日本近世以来“去中心化”的思想

過程』（「脱儒 」から「脱亜 」へ――日本近世以来の「脱中心化」の思想過程、台湾大学出版中心

2009年、吉林省社会科学優秀成果一等賞・教育部高等学校社会科学優秀成果二等賞受賞）で

は、韓東育は、近代前夜の「脱儒」と近代の「脱亜」の二つの時期をめぐって、日本における朱子学の

役割の転換の軌跡、「道統」の自立願望とその「脱中国化の焦慮」を実証的に考察した。「日本対外

戦争的隠秘邏輯（1592-1945）」（日本の対外戦争における隠された論理、『中国社会科学』2013年

第 4期、教育部高等学校科学研究優秀成果賞一等賞受賞）は、韓東育が近年に発表した新たな力

作と言える。この論文はその冒頭において、次のような疑問を提示する。「征韓派」に反対していた「内

治派」が、最終的には「征韓派」と合流し、前者よりもさらに極端な道を歩むことになったのはなぜか。も

しも天皇の意志が両派合流の決定的な原因となったとすれば、天皇はなぜそのような意志を形成した

のか。佐藤信淵から明治・昭和天皇に至るまでの豊臣秀吉を高く評価する伝統継承はいかなる意味

を持っているのか。日本史において変わることなく貫かれてきた音階は、どのような範囲においていかな

る起伏を描いて来たのか。もともとは法則を見出すことのできた一連の対外戦争が、雑然としたランダ

ムな事件と偶然の堆積として処理されるようになったのはなぜか。これらの問題をめぐって、同論文は、

東アジアと東西世界の全体をその時空単位とし、日本の近世と近代以来のこの地域における猛烈な

拡張の跡をたどり、思想的表現を歴史の大きな脈絡の中に置いて、東アジアの戦争史の新たな解釈

の枠組の構築をはかった。桃山時代と江戸時代、幕末明治期、大正昭和期の日本の書籍と直接資

料に基づき、1592年から1945年までに日本が対外に発動した戦争の綿密な観察と内在論理の分析

を通じて、同論文は結論として、次のような観点を提出した。1592年から1945年まで東アジアに対して

日本が発動した「壬辰倭乱」「甲午戦争」（日清戦争）「中国侵略戦争」などの一連の大規模な軍事

行動は、豊臣秀吉によって方向づけられ、明治天皇に受け継がれ、昭和時代に膨張した。数百年の

東アジア史上において、この過程は、事実の背後に隠された一貫した思考モデル・行動習慣として固

まって行った。これは同時に、時代の性質によって戦争の性質とその関係性とを切断する第 2次大戦

後の見方は、現代の学界における少数の意見であり、歴史上の日本人らの言い方ややり方には符合

していないことを示している。この研究分野ではさらに、李卓著『“儒教国家”日本的実像』（「儒教国

家」日本の実像、北京大学出版社 2013年）、馮天瑜著『“千歳丸”上海行』（「千歳丸」の上海航行、

商務印書館 2001年）、劉金才著『町人倫理思想研究：日本近代化動因新論』（町人の倫理・思想

研究：日本近代化の動因の新論、北京大学出版社 2001年）、王勇著『日本文化：模倣与創新的軌

跡』（日本文化：模倣と創造の軌跡、高等教育出版社 2001年）、葉渭渠著『日本文化史』（広西師大

出版社 2003年）、葉渭渠・唐月梅著『日本文学史』（昆侖出版社 2004年）、趙徳宇著『西学東漸与

中日両国的対応』（西洋の学問の東洋への普及と日中両国の対応、世界知識出版社 2001年）、劉

岳兵著『日本近代儒学研究』（商務印書館 2003年）などがあり、関連テーマの研究においてそれぞれ

進展を実現し、研究の深化を推進した。 

現代日本政治の研究では、影響力のある著述としては、殷燕軍著『近代日本政治体制』（中国社

会科学文献出版社 2006年）、高洪著『日本政党制度論綱』（中国社会科学出版社 2004年版）、王

新生著『政治体制与経済現代化 ——“日本模式”再探討』（政治体制と経済の近代化――「日本モ

                                                   
11 韓東育『日本近世新法家研究』（中華書局 ,  2003 年 ,  373-374 頁）  
12 劉岳兵「中国的日本思想史研究 30 年綜述」（李薇主編『当代中国的日本研究』中国社会科学出版社 ,2012 年 ,471 頁）  
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デル」の再検討、社会科学文献出版社 2002年版）、林尚立著『政党政治与現代化』（政党政治と近

代化、上海人民出版社、1998年版）、王振鎖著『戦後日本政党政治』（人民出版社 2004年版）、劉

小林著『当代日本政党政治：20世紀 90年代以来的日本政局変動』（現代日本の政党政治：1990

年代以来の日本政局の変動、中国社会出版社 2004年版）、徐万勝著『日本自民党“一党優位制”

研究』（天津人民出版社 2004年版）、呉寄南著『日本新生代政治家』（日本の新世代政治家、時事

出版社 2002年版）、梁雲祥・応霄燕著『後冷戦時代的日本政治、経済与外交』（ポスト冷戦時代の

日本政治・経済・外交、北京大学出版社 2000年版）、呂燿東著『冷戦後日本的総体保守化』（冷戦

後の日本の総保守化、中国社会科学出版社 2004年版）、張広宇著『冷戦後日本的新保守主義与

政治右傾化』（冷戦後の日本の新保守主義と政治の右傾化、北京大学出版社 2005年版）、歩平・

王希亮著『日本右翼問題研究』（社会科学出版社 2005年版）、孫立祥著『戦後日本右翼勢力研究』

（中国社会科学出版社 2005年版）などがある。  

日本の対外関係研究は主に、「日本の外交戦略・政策」「日米関係」「日中関係」の3本を軸に展

開されてきた。この方面で影響力のある研究成果としては、張蘊嶺主編『夥伴還是対手――調整中

的中美日俄関係』（パートナーかライバルか――調整期にある中米日露関係、社会科学文献出版社

2001年版）、劉世竜著『美日関係（1791－2001）』（米日関係、世界知識出版社 2003年版）、劉江永

著『中国与日本：変化中的“政冷経熱”関係』（中国と日本：変化する「政冷経熱」関係、人民出版

社 2007年版）、金熙徳著『日本外交与中日関係——20世紀 90年代新動向』（日本外交と日中関係

――1990年代の新たな動向、世界知識出版社 2001年版）、孫承著『日本与東亜：一箇変化的時代』

（日本と東アジア：変化の時代、世界知識出版社 2005年版）、沈海涛ら著『日本国家戦略与東北亜

外交』（日本の国家戦略と東北アジア外交、吉林人民出版社 2006年版）、呉寄南・陳鴻斌著『中日

関係“瓶頚”論』（日中関係の「ネック」論、時事出版社 2004年版）、馮昭奎・林昶著『中日関係報告』

（時事出版社 2007年版）、兪辛焞著『辛亥革命期の中日外交史研究』（東方書店 2002年）、王暁秋

著『近代中日文化交流史』（中華書局 2000年）などがある。近年の日中関係研究の成果では、楊棟

梁主編の6巻本『近代以来日本的中国観』（近代以来の日本の中国観、江蘇人民出版社、2012年

出版、教育部高等学校社会科学優秀成果二等賞受賞）が、日本・中国・世界の共時的な三つの次

元に制約された環境を考慮し、大量の日本政府の公文や党派の内部刊行物、新聞や雑誌の時事

論評、実地調査報告、重要人物の日記・回顧録などのオリジナル文献に基づき、1603年から2010年

までの五つの歴史的段階の日本における中国観について深く立ち入った実証考察を行った。その学

術的功績は、「中国観分析モデル」を構築し、中国観の内実における「認知」と「態度」という二つのフ

ィールドを明らかにし、日本の「早期アジア主義」や勝海舟・内藤湖南・吉野作造・北一輝・大隈重信

など重大な歴史的事件と人物についての研究を深め、日中両国の古代における関係は「友好」また

は「対立 」と単純に概括できるものではなく、「国交なし」という希薄な交流が一種の「常態」となってい

たという観点を提出し、1603年から現在までの日本の中国観が「崇拝から疑念へ」「疑念から蔑視へ」

「蔑視から無視へ」「無視から敵視へ」「敵視から正視へ」「正視から競合へ」という段階的な変遷を遂

げてきたことを指摘したことにある。これを土台として、楊棟梁を筆頭とする研究チームはさらに2015年、

新作『近代以来日本的対華認識及行動選択研究』（近代以来の日本の対中認識と行動選択の研

究、経済科学出版社）を打ち出した。 

日本経済研究は、日本経済の動態変化をめぐって展開されてきた。重視された研究課題としては、

バブル経済の崩壊と長期にわたる低迷、経済体制と構造改革、産業発展と企業動態、対外経済貿

易関係、アベノミクスなどが挙げられる。関連する学術研究論文において、李暁や傅均文らは不良債

権の現状と解決策を分析し、王洛林や田中景らはバブル経済と長期低迷の複合的な原因を複数の
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視点から論述した 13。江瑞平や馮瑋らはマクロな視点から出発し、戦後の日本経済体制に対する立

体的な解剖と動態的な観察を行った 14。王勝今らは国際企業比較の方法を取り、日本経済の長期

的な衰退の原因を分析した 15。莽景石は、『経済増長、制度変遷与収入分配——日本百年工業化

過程的経験観察』（経済成長と制度変遷、所得分配――日本の百年の工業化過程の経験の観察）

や『憲政転軌与現代日本企業所有権安排的演化』（憲政の方向転換と近代日本企業の所有権制

度の変遷）などの論文で、日本経済に対する立ち入った理論分析を行った 16。このほか、日本国内の

財政・金融・租税政策や企業制度・コーポレートガバナンス、社会保障制度改革、対外経済貿易関

係などの研究分野でも、いくつかの深度を備えた研究成果が実現された。 

（三）翻訳事業および基礎資料の発掘・整理  

日中関係の深まりと文化交流の拡大に応じて、庶民の日本への関心と理解を促進するため、国外

の日本関連の著述の翻訳出版は、研究者の重要な仕事の一つとなった。中国の日本研究者はこれ

に対し、力強い取り組みを展開した。 

翻訳作品はあらゆる分野をカバーしている。丸山眞男や梅原猛、升味準之輔、五百旗頭真、新渡

戸稲造などの手による名著 17もあれば、非常に豊かな文学分野の力作もある。夏目漱石の小説はほ

とんど中国語訳され、川端康成や大江健三郎、三島由紀夫などの作家も中国の読者に知られるよう

になった。1990年代以来の中国での村上春樹「旋風」は今になっても衰えず、『ノルウェーの森』『海

辺のカフカ』『アフターダーク』など多くの小説で中国語版が出版され、ベストセラーになった。2006年ま

でに村上春樹の小説の中国語版の印刷部数は280万冊を超え、同期に出版された日本のその他の

文学作品の総和を超え、村上春樹作品はまたたく間に一種の「文化的符号」と化し、村上作品を読

んでいるかが「プチブル」の資格を備えているかの指標とさえなった 18。近年は、山岡荘八の歴史小説

『徳川家康』『豊臣秀吉』『織田信長』なども中国の図書市場のベストセラーとなっている。また日本に

関する欧米の学者の著述も大量に中国語に訳されて出版されており、ルース・ベネディクト著『菊と刀』

には中国で少なくとも五つの訳書がある。 

日中関係研究分野の基礎資料の発掘・整理は大きなブレークスルーを実現した。この分野では、

南京大学中華民国史研究センターの張憲文が率いる研究チームの主宰による3件の研究成果が注

目に値する。10年をかけて完成された72巻本・約 5,000万字の『南京大屠殺史料集』（江蘇人民出版

社 2005-2010年出版、教育部高等学校社会科学研究優秀成果一等賞受賞）は、中国・日本・欧米

の関連資料を収集・整理したもので、その内容には、南京攻防戦の資料、南京大虐殺犠牲者の埋

葬の資料、中国侵略旧日本軍将兵の日記や書簡、西側関係者による南京大虐殺記述の資料、南

                                                   
13 参照：李暁「“住専 ”処理与日本型市場経済的制度変革」（『世界経済』1997 年第 4 号）；傅均文「日本銀行界的不良債

権及其解決措施」（『世界経済研究』1999 年第 1 号）；王洛林等「20 世紀 90 年代的日本経済」（『世界経済』2001 年第 10
号）；田中景等「日本経済増長的制約因素及其前景」（『世界経済』2008 年第 8 号）。  
14 参照：江瑞平「法人資本主義――関于日本模式的一種解釈」（『中国社会科学』1998 年第 5 号）；馮瑋「総体戦和現代日

本経済体制三大特征的形成」（『歴史研究』2004 年第 5 号）；裴桂芬「浅析 90 年代以来結構改革」（『日本学刊』2003 年第

3 号）。  
15 参照：王勝今・董偉「由美日企業制度比較分析日本経済衰退之根源」（『日本学刊』2001 年第 6 号）。  
16 『日本学刊』2006 年第 4 号・2008 年第 6 号掲載。  
17 丸山真男著『日本近代思想家福沢諭吉』（区建英訳，世界知識出版社，1997 年）や『日本政治思想史研究』（王中江訳，

三聯書店，2000 年）、梅原猛著『諸神流竄』（卞立強訳，経済日報出版社，1999 年）、升味準之輔著『日本政治史』（董果

良等訳，商務出版社，1997 年）、五百頭旗真著『1945-2005――戦後日本外交史』（世界知識出版社，2007 年）など。新渡

戸稲造著『武士道』は 1993 年に商務印書館から初めて出版された後、9 回にわたって増刷された。近年になってさらに 5 種の

新訳本が出ている。  
18 参照：林少華「村上春樹“熱”在中国」『新浪読書（http: //book.sina.com.cn）』2006 年 11 月 27 日  
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京大虐殺の生存者の証言、極東国際軍事法廷と中国国防部戦犯審判の軍事法廷審判資料、戦

後国民政府の南京大虐殺に関する調査統計資料などが含まれる。『南京大屠殺全史』（上中下 3冊、

南京大学出版社 2012年、教育部高等学校社会科学研究優秀成果一等賞受賞）は、これらの史料

を土台として結実された最新の研究成果である。全 25巻の『日本侵華図志』（日本中国侵略図集、

山東画報出版社 2015年）は、日本の明治維新以来、とりわけ1894年の甲午戦争から1945年の敗戦

までの中国侵略の史実と各種の暴行を写真の形式で記録したもので、2万 5千枚に及ぶ写真のうち約

5分の2は国内での初の出版となった。このほか北京大学の厳紹璗は、日本に収蔵された各種の文献

を依拠とし、350万字にわたる『日蔵漢籍善本書録』を2007年に整理・出版した。南開大学の盧盛江

による1,200万字の『文鏡秘府論彙校彙考』（文鏡秘府論校訂・考証集）と著書『空海与文鏡秘府論』

（空海と文鏡秘府論）は、空海研究の先端にたつ成果となった。浙江工商大学の王勇とその研究チ

ームは、基礎資料の収集と精読から着手し、文化の相互作用という観点から出発し、日中の古代文

化交流における「書籍之路」（ブックロード）の研究を展開した。章伯鋒と荘建平の編さんした7巻から

なる資料集『抗日戦争』（四川大学出版社、1997年）や金宇鐘主編の10巻本『東北地区朝鮮人抗

日歴史史料集』（黒竜江朝鮮民族出版社 2003—2004年）、遼寧省档案館（公文書館）の編集した

『日本侵華罪行档案新輯』（日本中国侵略犯罪資料新編、広西師範大学出版社、1997年）、吉林

省档案館の編集した『鉄証如山：吉林省档案館館蔵郵政検閲月報専輯研究』（確かな証拠は山の

ようにある：吉林省档案館館蔵郵政検閲月報集研究、吉林出版集団 2014年）などはいずれも、基礎

資料の編集・整理事業で成し遂げられた新たな進展と言える。 

 

四、問題と提案 

改革開放政策の実施から30年余りで中国の日本研究が成し遂げた進展と成果は評価に値する。

だが大小さまざまないくつかの問題が現実的に存在することも無視できない。 

研究意識においては、深度と独立的な見解を備えた成果ではなく、他人が言ったことをそのまま紹

介するだけの「作品」が依然として多く、「自らの理論・方法・概念・術語を持たず、すべて他人のもの

を使い、他人を批判するとしても他人の枠組の中で他人を批判する」 19といった状況が生まれている。

研究者の主体意識を強化し、中国の特色ある日本研究の理論方法と表現体系を構築することは、

中国の日本学界が直面する長期的な任務と言える。  

研究の態度においては、「風」に従って「熱」を追うだけの現象 20、「浮華」「浮誇」「浮躁」（派手、誇

張、軽薄）の「三浮 」の風 21が頭をもたげている。現実における功利的な社会評価のメカニズムの下、

研究者らは、研究課題の立案や成果の量的審査、職務・職階の昇進などの各種の圧力を受けてお

り、「10年で1本の剣を磨く」ような研究に専念する精神は、「三浮 」の風の打撃を受けている。一部の

研究者はできるだけ早い「業績」を急ぎ、自らの基準を引き下げ、本来ならば深く探究できた研究成

果を、入念に検討する暇もかけず「早産」させてしまう。 

研究の視野においては、専門研究の「細分化」は間違ってはいないものの、研究の「断片化」という

傾向に注意を払う必要がある。現実的な問題は、一部の研究者が枝葉末節の問題にこだわって喜ん

でいるのを置くとしても、中心となる分野に取り組む研究者までもが、個別の問題について論じるだけ

                                                   
19 沈仁安『日本史研究序説』（香港社会科学出版社 ,  2001 年 ,  270 頁）  
20 呉懐中「中国的日本安全防衛研究 30 年綜述」（李薇主編『当代中国的日本研究』中国社会科学出版社 ,  2012 年 ,  89
頁）  
21 宋成有「中国的日本史研究理論与方法演進 30 年綜述」（李薇主編『当代中国的日本研究』中国社会科学出版 ,  2012
年 ,  499 頁）  
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の視野の狭い一方的な研究をしているということである 22。時間や空間の制約を受けた研究対象を扱

う際には、その他の要素にも十分な注目を加えなければ、一部を取り上げて全体を評価する「木を見

て森を見ず」という状況に陥り、事物の全貌を客観的に把握できないということになりかねない。 

研究の内容においては、現代に偏って古代が手薄い傾向が変わっていない。動態研究においては、

現代日本の政局変動や経済動向、安保政策、日米関係、日中関係、歴史認識、社会思潮などの

「渉外的」な側面が重視され、社会保障や環境保護、国民生活などの「内在的」な現代国家統治の

研究も活発化しているが、「渉外」と「内在」との二つの側面を客観的な立場から把握する総合的な研

究成果は多くない。基礎研究は、内容と分野とを不断に拡張しているが、研究の欠落した分野は依

然として存在している。基礎の比較的しっかりした日本史研究を例に取ると、研究者の多くは江戸時

代を起点として研究を展開しており、鎌倉・室町時代の中世史研究が手薄かった状況は変わってお

らず、古代史の研究員が減り続けている状況は不安を誘うものとなっている。 

研究の方法においては、弁証法的唯物主義と歴史唯物主義は、中国の日本研究において堅持

すべき基本的な原則となっている。同時に西洋の政治学や経済学、社会学、心理学、文化人類学の

関連理論分析ツールも、研究の実践によってすでに幅広く応用されている。研究方法の多元化は、

研究者の認知の視野を広げ、問題解決の手段を豊かにしているが、価値判断の認定基準の困難を

高めてもいる。新理論・新方法を導入したという形を取りながら、実際には外部からそのまま持ち込ん

だだけで、見かけだけの空談にふける状況をいかに改善するかは、現実的に解決の待たれる問題であ

る。  

研究チームの規模と研究成果の数量から見ると、中国はすでに、日本研究大国と言える。だが研

究成果の質とその国際的な影響から考えれば、日本研究強国と呼ぶにはまだ遠い。中国の日本研

究の全体水準を高めるための現実的で実現可能な方法としては、次のいくつかの面から着手すること

が考えられる。 

第一に、優れた研究資源を集中させ、研究者の素養を高めるための再教育プラットホームを構築

する。中国では1970、80年代、日本の人力と財力の支援の下、日本語教育養成講座「大平班」が開

かれ、ここで養成を受けた参加者は日本語教育の中堅として成長することとなった。同時に開催され

た各種の短期の「日本歴史研修班」や「日本経済研修班」も良好な成果を収めた。だがここ20年は、

そうした研究員の集中訓練という方式が用いられることは少なくなり、研究者の取り組みの多くは単独

のものとなっている。研究者間には情報の疎通が欠け、最新研究動態の把握や理論方法のさらなる

学習は限界を示している。研究者の知識構造の絶え間ない刷新や研究能力のさらなる向上の必要

に応えるため、中国の日本研究機関にはできることがある。各種のタイプの日本研究講習班や研修班

を開くことは、実現可能なその一つの方法と考えられる。例えば、大学の実体のある日本研究機関が、

既存の物質的条件と夏季休暇の時間を利用し、日本の歴史・経済・政治外交・社会文化などの専

門研修班や高級検討班を定期開催し、全国さらには日本の学界の一部の優れた人的資源を集中さ

せ、豪華な教師陣をそろえ、最新の研究理念や方法、成果を若い世代に伝えるという手段がある。 

第二に、学術交流のルートを広げ、協力研究を強化し、日本研究の国際的な同格の接続を推進

する。経済力の成長と対外開放分野の拡大、対日学術交流における中国の「請進来」（海外からの

導入）と「走出去」（海外への進出）の強化に伴い、学術会議の開催や学者の講義派遣などで日本が

主導権を握っていた非対称な局面はすでに変わっている。学術交流は今後、情報の交流や見解の

交換といったレベルを超え、協力研究を通じて「ひとりごと」状態を打破し、重要分野と重大課題の研

                                                   
22 徐万勝「中国的日本政治研究 30 年綜述」（李薇主編『当代中国的日本研究』中国社会科学出版社 ,  2012 年 ,  67 頁）   
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究協力を通じて、両国の学術研究の同格の接続を実現し、知識の共有を実現するものとして深めて

いくべきである。 

第三に、研究環境を改善し、重点を定めた保障を強化する。日本国際交流基金は20年前、北京

大学現代日本研究班と北京日本学研究センターを「日本研究人材育成基地」、復旦大学日本研

究センターと南開大学日本研究センターを「日本研究重点基地」と定め、図書資料の建設や研究課

題、学術著作の出版、国際学術会議、調査研究のための学者の日本訪問、講義のための日本人専

門家の招待、研修のための学生の日本派遣などのプロジェクトで、貴重な資金面での支援を提供した。

南開大学日本研究院と北京日本学研究センターは数年前、中国教育部によって地域・国別重点研

究基地に指定された。投入産出効率から見て、日本研究機関のこうした重点支援の方法は評価に

値する。これと同時に、こうした支援を得ることのできない研究機関や個人に対しても、図書資料の贈

呈や研究プロジェクト、会議資金援助、出国研修資金援助などの形式で援助を与える必要がある。

前述のように、研究者の素養と能力の向上に対し、日本研究の短期講習班や研修班の開設は重大

な意義を持っている。日中両国の政府と民間がともに関心を高め、経費と講師陣の面で必要な保障

が提供されることを希望する。 
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1-2 中国の日本政治研究 

徐 万勝  

本稿において扱う「政治 」は、歴史・経済・外交・軍事 ・社会などと対応する狭義の「政治」である。

研究対象の時間的範囲と資料の範囲は、1980年から2015年までに中国人の研究者が大陸部で公

開発表した、戦後の日本政治に関する雑誌論文と学術著作とする。 

中国における改革開放の進展と社会科学の発展、それに日中両国の協力関係の深化に伴い、中

国の「日本学」界においてこの時期、政治研究は最も活発な分野の一つとなり、豊かな研究成果が上

げられたが、多くの課題や挑戦にも直面してきた。 

21世紀に入ってから、中国の「日本学」界においては、日本研究の状況に対して2度にわたる整理

と評価が行われた 1。本稿はこれを土台とし、中国の日本政治研究の発展の軌跡をまとめた上で、21

世紀以降の日本政治研究の論文・著作の成果を重点的に整理し、日本政治研究の建設を分析し、

今後の発展の課題や挑戦について検討する。 

 

一、日本政治研究の発展の軌跡 

中華人民共和国建国から1970年代末期まで、中国の学界における日本政治の研究は長期にわ

たり、力不足で成果に乏しい状態が続いた。日本政治研究の成果は主に、『世界知識』誌上に発表

された時評論文や日本関連問題、日本共産党の文献集などに限られた。さらに日本政治の研究の

多くは、「日本問題」あるいは「日本概況」などの一部として紹介されるに過ぎなかった 2。  

1978年の中国共産党第 11期中央委員会第 3回全体会議の開催以来、中国の日本研究は急速

に発展し、言語・文学、経済、歴史、政治、外交、哲学思想、教育、文化など各学科分野における研

究が全面的に展開され、日本政治研究も新たな発展段階に入った。 

1980年代は、日本政治研究の学科創設の段階と言える。この段階においては、学術論文・著作の

公開発表本数が建国後 30年の総和に達しただけでなく 3、日本政治研究の内実の枠組みが形作ら

れた。 

『日本学刊』編集部が整理した『日本学研究論文目録索引（1978-1991）』の分類統計によると、

1981年から1990年までに、国内の日本研究雑誌 6誌と国際問題雑誌 2誌に掲載された中国人学者

                                                   
1 例えば 2008 年から 2009 年まで、南開大学日本研究院は中国で、第 3 回となる全面調査「中国の日本研究」を主宰し、関

連研究報告を完成させた（参照：莽景石主編『南開日本研究 2010』（世界知識出版社 ,  2010 年））。2011 年には、中国社会

科学院日本研究所が、創設 30 周年記念として、「日本研究学科発展報告」を完成させた（参照：李薇主編『当代中国的日本

研究（1981-2011）』（中国社会科学出版社 ,  2012 年））。  
2 例えば、孫懐仁「日本労工運動和三鷹翻車案」（日本の労働運動と三鷹脱線事件）（『世界知識』 ,  1949 年 11 月 25 日号

掲載）、江沆「日本拡軍計劃剖析」（日本軍拡計画解析）（『世界知識』 ,  1951 年 4 月 5 日号掲載）、『日本共産党第七次代

表大会文件』（世界知識出版社 ,  1959 年）、『日本問題文件彙編（第五輯）』（世界知識出版社 ,  1965 年）、張香山『日本』

（世界知識出版社 ,  1954 年）、遼寧大学日本研究所編「日本概況」（『日本問題』1972 年 ,  第 2 号掲載）などがある。  
3 例えば、李玉等主編『中国日本学論著索引（1949-1988）』（北京大学出版社 ,  1991 年）の統計によると、国内の各種雑

誌・新聞に発表された日本政治関連の文章の本数は、1949-1979 年には 72 本、1980-1988 年には 201 本だった。中華日

本学会・北京日本学研究中心編『中国的日本研究』（社会科学文献出版社 ,  1997 年）の統計によると、1949 年 10 月から

1993 年 3 月までの 40 年余りのうち、日本政治に関連する著作の総数のうち、1979 年以降に出版された著作の数は全体の

76％を占めた（同書 30 ページ参照）。  
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による日本政治関連の論文は、翻訳や書評を除き、180本余りに達した 4。このほか国内学界からはさ

らに、日本政治研究に関する学術著作がいくつか出版された 5。 

学科創設段階における日本政治研究の特徴は、日本を「紹介」し「手本」とすることに偏っていたこ

とにある。例えば著作では、郝赤・譚健著『日本政治概況』が、日本の政治制度や政府機構、憲法の

特徴、司法制度、政党・大衆団体、独占財閥、経済政策、外交関係、軍事状況、民衆運動などを

全面的かつ系統的に紹介した。また関南・郝赤ら著『戦後日本政治』は主に、戦後日本政治 40年余

りにわたる歴史的変遷の過程を論じ、重要な事件や政治的人物の分析研究を通じてその法則を見

出そうとするものだった。雑誌論文では、劉映春「自民党概況」（『日本問題』1985年第 3・4号、1986

年第 1・2号）が、自民党史の概略や財界と自民党との関係、自民党の政策方針、自民党の派閥・組

織などを全面的に紹介した。宋益民「日本社会党概況」（『日本問題』1986年第 3・4号）は、社会党

の変遷の過程や組織状況、綱領政策などを全面的に紹介した。 

学科創設段階における日本政治研究で注目されたのは、日本の行政改革に関する研究だった。

中国が1980年代初めに進めた行政機構改革と結びつけながら、中国の学界は、日本の行政機構の

概況を積極的に紹介しただけでなく、日本の行政改革についても立ち入った研究を進めた。例えば

1982年の『日本問題資料』誌上に8号にわたって掲載された「日本政府機構資料」は、日本の内閣

官房や総理府本体、行政管理庁、外務省、通商産業省、大蔵省、文部省、労働省、厚生省などを

カバーし、その沿革や設置、職能を分析したものだった。これを土台として、蒋立峰「日本内閣制度建

立以来的行政改革」（日本内閣制度設立以来の行政改革、『日本問題』1985年第 2号）、田桓 「戦

後日本公務員制度的形成」（戦後日本公務員制度の形成、『歴史研究』1985年第 6号）、韓鉄英

「日本公務員定員管理制度成敗浅析」（日本公務員定員制の成否の分析、『日本問題』1985年第

3号）など、日本の行政改革を研究した力作が生まれた。 

日本政治研究の学科創設段階においては当然、資料としての性質を持つ概略的な論著が多く、

総合的・理論的な論著は比較的少なかった。だがこれらの日本政治研究の論著は、政局の変化や

政治体制およびその改革、政党政治などの基本分野をカバーし 6、中国の日本政治研究の内容に

ついて形作られた枠組みは現在まで用いられている。このためある研究者は、「現在の基準ではかれ

ば、郝赤と譚健の『日本政治概況』（中国社会科学出版社、1984年）は一般向けの教材にすぎない

が、日本政治に関する学術界の研究が総体的な『日本研究』から独立したことを示すものとなった」 7

と評価している。 

1990年代は、中国の日本政治研究の学科整備段階と言える。この段階においては、公開発表さ

れた学術論文・著作の数量が増え、分野が広がっただけでなく、より重要なことには、日本政治研究

における政治学の理論と方法の運用が進んだ。 

                                                   
4 「日本学研究論文目録索引（1978-1991）」（『日本問題資料』1992 年第 4・5 合併号）  
5 例えば譚健編『日本政府体制与官員制度』（日本政府体制と官僚制度、人民出版社 ,  1982 年）、郝赤・譚健『日本政治概

況』（中国社会科学出版社 ,  1984 年）、鄒鈞主編『日本行政管理概論』（吉林人民出版社 ,  1986 年）、斉乃寛編著『日本政

治制度』（上海社会科学院出版社 ,  1987 年）、関南・郝赤等『戦後日本政治』（航空工業出版社 ,  1988 年）、呉学文主編『十

字路口的日本』（十字路に立つ日本、時事出版社 ,  1988 年）、田桓『日本戦後体制改革』（経済科学出版社 ,  1990 年）、肖

世沢編著『日本国会』（時事出版社 ,  1990 年）がある。  
6 「日本学研究論文目録索引（1978-1991）」（『日本問題資料』1992 年 ,  第 4・5 合併号掲載）の分類方法によると、日本政

治研究の関連論文は、「政治学・政治理論研究」「政治制度および状況」「国会」「政府機構・行政管理」「政党」「書評」の 6
分野に分けられる。これと異なり、本稿における「政治体制」は広義のものであり、「政治制度」や「政治構造」などを含むものであ

る。  
7 北石「戦後 60 年来中国的日本研究」（『日本学論壇』2005 年 Z1 号，232 頁）  
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中国学術雑誌全文データベースに収録された文章を中心として筆者がまとめたおおまかな統計に

よると、学科整備段階と言える1991年から2000年までに国内の学界で発表された日本政治に関する

文章は200本前後に達し、その前の10年をいくらか上回った。 

これらの雑誌論文の研究内容は、「政局の変化」「政治体制およびその改革」「政党政治」という分

野の枠組をほぼ踏襲したものだった。このうち日本の政局の変化を研究した文章は約 40％前後を占

めた。1980年代と比べると、この段階の雑誌論文は、日本の時事問題とより密接にかかわるテーマを

選択したものが目立ち、1990年代の日本の政局の変化の脈絡を明晰に描き出し、政局の動向の判

断に重きを置いたものとなった 8。また一部の雑誌論文の研究内容は、政治文化や政治過程などの

新たな分野へと広がり、基礎研究という属性を強く持つものとなった 9。 

学科整備段階における日本政治研究の学術著作は二つに分けることができる。一つは、応用研究

のカテゴリーに属し、日本の政治情勢の現状と動向の分析を重点としたものである 10。もう一つは、基

礎研究のカテゴリーに属し、日本の政治体制とそのメカニズムの総合分析を重点としたものである 11。  

1980年代と比べると、この段階の基礎研究分野の学術著作においては、政治学の理論と方法の

運用が一段と進んだ。例えば蒋立峰主編『日本政治概論』（東方出版社、1995年）は、政治学の理

論を手引きとし、階級関係や国家権力、政党政治、政治参加、決定過程、行政メカニズム、政治文

化、政治学研究などを研究分野とし、日本政治研究の内容の枠組をさらに発展させるものとなった。

これを土台とした王新生著『現代日本政治』（経済日報出版社、1997年）は、政治過程論と政治制

度、政治構造分析を結合した研究を視座とし、日本の政治プロセスの順序に照らして、現代の日本

政治に立ち入った分析を加えた。林尚立著『政党政治与現代化——日本的歴史与現実』（政党政治

と近代化――日本の歴史と現実、上海人民出版社、1998年）は、政治学の理論と方法を運用し、日

本の近代化プロセスにおける政党政治の構造と機能を分析し、日本の政治過程と政治発展の基本

的な特徴を探るものだった。また高洪著『日本当代仏教与政治』（日本の現代仏教と政治、東方出

版社、1995年）は、宗教学と社会学、政治学を結合した学際的な研究方法を取り、仏教の宗派およ

び社会文化における仏教の影響の具体的な分析を通じて、日本の現代仏教と国家・政治・生活が相

互に制約し、相互に作用する依存関係にあることを明らかにした。複数学科による研究方法のこの運

用は、日本政治研究の方法に新たな道を切り開くものとなったと言える。 

中国の日本政治研究はもともと、日本の歴史研究に由来する色彩が濃かった。政治学の理論と方

法の運用が進み、これに関する力作が発表されたことは、中国人研究者の日本政治研究の水準が

新たな高みへと躍進し、日本政治研究の学科的基礎の整備が進んだことを示している。 

 

                                                   
8 例えば蒋立峰「自民党政治改革的実質及前景」（『日本学刊』1991 年第 5 号）、劉江永「論日本政局的歴史性重大変化」

（『日本学刊』1993 年第 6 号）、凌星光「日本村山内閣誕生的背景及其性質与展望」（『世界経済与政治』1994 年第 1 号）、

魯義「日本大選与政局走勢分析」（『日本学刊』1997 年第 1 号）、高洪「日本新型政治結構探析 ——以新進党解体後的政

局走勢為中心」（『日本学刊』1998 年第 2 号）などがある。  
9 例えば武寅「集団文化心理与戦後日本政治」（『日本学刊』1992 年第 1 号）、任志安「中日両国政治文化比較研究：意義、

図式和框架」（『日本学刊』1999 年第 3 号）、王新生『吉田茂執政時期対華政策的政治過程——以第一次“吉田書簡”為中

心』（『日本学刊』1996 年第 1 号）、王新生『日本人的投票行動』（『日本学刊』1997 年第 2 号）などがある。  
10 例えば劉江永主編『跨世紀的日本：政治、経済、外交新趨勢』（時事出版社 ,  1995 年）、趙階琦・周季華主編『走向政治

大国的日本』（鷺江出版社 ,  1995 年）、呉寄南主編『站在新世紀入口的日本』（上海教育出版社 ,  1998 年）、劉江永『彷徨

中的日本』（天津人民出版社 ,  2000 年）、梁雲祥・応霄燕『後冷戦時代的日本政治、経済与外交』（北京大学出版社 ,  2000
年）、李寒梅等『21 世紀日本的国家戦略』（社会科学文献出版社 ,  2000 年）などがある。  
11 例えば蒋立峰主編『日本政治概論』（東方出版社 ,  1995 年）、高洪『日本当代仏教与政治』（東方出版社 ,  1995 年）、王

振鎖『自民党的興衰 ——日本 “金権政治 ”研究』（天津人民出版社 ,  1996 年）、王新生『現代日本政治』（経済日報出版社 ,  
1997 年）、宋長軍『日本国憲法研究』（時事出版社 ,  1997 年）、劉小林『当代各国政治体制 ——日本』（蘭州大学出版社 ,  
1998 年）、林尚立『政党政治与現代化 ——日本的歴史与現実』（上海人民出版社 ,  1998 年）などがある。  
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二、日本政治研究の論著の現状 

21世紀初頭、日本政治研究の成果は急速な発展を遂げた。過去と比べると、論文・著作の数が明

らかに増えただけでなく、複数の研究領域に及ぶ、または研究領域をまたいだ研究方法の運用も進ん

だ。例えば筆者のおおまかな統計によると、中国学術雑誌全文データベースに収録された文章を主

体として、2001年から2010年までに国内の学界で発表された日本政治関連の文章は320本前後に

達し、その前の10年間の約 1.5倍に及んだ。同時に、複数の学科に及ぶ、または学科をまたいだ研究

方法を運用した一連のハイレベルな学術論著もされ、一部の課題分野で中国人学者が自身の学理

体系を築き始めたことが示された。 

この段階においては、中国人学者の論著の成果は主に、「政局変化」「政治体制およびその改革」

「政党政治」「政治右傾化」という4つの分野に集中したものとなった。 

（一）政局変化  

政局の変化は常に、日本政治に対する中国人研究者の追跡研究の基本分野となって来た。この

分野の研究成果は、時事的な性質が色濃く、その内容は往々にして、焦点となっている問題をめぐっ

て展開され、日本政局の変化のプロセスを一定程度体現したものとなる。例えば彭曦著『冷戦後的日

本政治：保守化的暦程』（冷戦後の日本政治：保守化のプロセス、中国社会出版社 2003年）と劉小

林著『当代日本政党政治：20世紀 90年代以来的日本政局変動』（現代日本政党政治：1990年代

以来の日本の政局変動、中国社会出版社 2004年）は、冷戦後の日本国内の政局変化の経緯を詳

しく論述したものである。 

2001年の小泉純一郎内閣の誕生以来、一部の研究者は、日本の政局変化の基本的な特徴とそ

の本質の把握をより重視するようになり、応用研究と基礎研究の結合を重んじ、論文・著作の学術的

な内実を高めようとしてきた。例えば呉寄南「“小泉神話”与日本政治的転型」（「小泉神話」と日本政

治の転換、『日本学論壇』2005年第 2号）は、小泉内閣の政治が日本政治の重大な転換を促したと

指摘した。また高洪「安倍政権的政治属性与政策選択」（安倍政権の政治的属性と政策選択、『日

本学刊』2006年第 6号）は、安倍政権の「新現実主義路線」と「戦略派」としての属性の分析を土台と

して、その政策の選択を探ったものである。金贏著『密室与劇場——現当代日本政治社会構造変遷』

（密室と劇場――近現代日本の政治社会構造の変遷、人民出版社 2009年）は、社会学研究の視座

から、日本政治と社会構造との関係、日本メディアと政治との関係、小泉内閣・安倍内閣の変化の過

程に立ち入った分析を加え、日本の政治社会構造の変遷の深層における法則と未来の動向を探っ

たものとして、注目に値する。 

2009年 9月の日本国内の政権交代で誕生した民主党政権については、中国の学界でも情勢の変

化に注目が集まり、多くの雑誌論文が発表された 12。呉寄南著『日本民主党内外政策研究』（時事

出版社 2014年）は、日本の政局変化に関する研究の力作の一つと言える。この研究は、民主党の政

策決定メカニズムの変化の過程とその特徴を明らかにし、政権についた民主党が選挙中の公約をい

かに実施したかを整理・分析し、その内外政策の調整の動因と構想、成否・得失をまとめたものであ

る。  

日本政局の変化のプロセスにおいて、中国人研究者はさらに、「政治家」の個人に対する研究も強

めた。呉寄南著の『日本新生代政治家』（時事出版社 2002年）と『日本民主党新生代家』（時事出

                                                   
12 楊伯江「民主党新政与日本之“変”」（『外交評論』2009 年第 5 期）、李薇等「参議院選挙後的日本政局」（『日本学刊』

2010 年第 5 期）、李薇等「野田内閣面臨的挑戦与抉択」（『日本学刊』2012 年第 2 号）などを含む。  
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版社 2013年）はこの分野の代表作であり、両著作は「姉妹編」と言える。このうち前者は、筆者が、実

地調査と収集による詳細な資料に基づき、日本に新世代の政治家グループが現れた背景を分析し、

与野党二大陣営の次の顔と言える政治家を一人ずつ紹介し、共通する特徴を科学的にまとめたもの

である。後者は、筆者が、大量の一次資料を用いて、民主党の新世代政治家の発展の道を明らかに

し、その構成要素や政治理念、行動の特徴を分析し、政治における彼らの実践の成功と失敗を客観

的かつ現実的に整理したものである。 

「時事 」の性格の色濃い研究成果のほか、中国人研究者による日本の「政治家」に対する基礎研

究の力作も次々と現れている。例えば、翟新著『松村謙三集団和中国』（松村謙三グループと中国、

社会科学文献出版社 2007年）は、松村謙三を筆頭とした自民党内の保守政治家のグループの戦後

の対中活動を考察し、松村謙三グループの対中観とその対中活動の歴史的意義を総括したもので

ある。田慶立著『日本政界人士中国観的演進譜系（1972-2012）』（日本の政界人の中国観の進化

の系譜、社会科学文献出版社 2015年）は、日中関係の発展の道筋を「経度」、政策決定過程と両

国関係の相互作用を「緯度」として、日中国交正常化 40年以来の日本の政界人の中国観の変遷に

対して全面的かつ立体的なマクロからの考察とミクロからの分析を加えたものである。張躍斌著『田中

角栄与戦後日本政治』（田中角栄と戦後日本政治、中国社会科学出版社 2014年）は、日本の著名

なブルジョア階級政治家・田中角栄の政治活動の軌跡とその成功と失敗とを全面的に紹介した上で、

戦後の日本政治の発展の主な流れといくつかの重要な特徴に対して立ち入った解釈を加え、「日本

式民主制度」の欠陥と短所を重点的に分析したものである。 

（二）政治体制とその改革  

日本の政治体制に対する総体的な研究では、2部の学術著作が代表的なものとして挙げられる。ま

ず王新生著『政治体制与経済現代化 ——“日本模式”再探討』（政治体制と経済近代化――「日本

モデル」の再検討、社会科学文献出版社 2002年）は、広義の政治経済学の視点から、戦後日本の

政治体制と経済近代化の相互作用の関係を重点として検討し、「55年体制」の形成・機能・変化・終

結とその経済発展に対する異なる影響を分析したものである。もう一つの李瑩著『日本戦後保守政治

体制研究』（世界知識出版社 2009年）は、歴史分析と構造分析を交錯する2本の主軸として、戦後の

日本政治の発展を真の全体として考察し、戦後日本の保守政治体制が日本の歴史と現実の結合の

産物であったとの判断を示したものである。この2部の著作は、戦後日本の政治体制に対する国内の

学界の系統的かつ全体的な研究の不足をある程度埋めるものとなった。 

総体的な研究成果のほか、一部の学術著作は、特定の政治制度の紹介と分析に重きを置いたも

のとなっている。例えば淳于淼泠著『憲政制衡与日本的官僚制民主化』（憲政の抑制・均衡と日本

の官僚制民主化、商務印書館 2007年）は、学際的な研究方法を採用し、戦後日本の新憲法が構築

した立憲民主制に立脚し、政治民主化と行政民主化の視野から日本の官僚制を分析し、日本の複

雑に交錯した政治・行政現象の理解に有効な研究の道を提供した。李海英著『日本国会選挙』（世

界知識出版社 2009年）は、歴史・理論・実証を結合した分析方法を用いて、日本の国会選挙に対す

る全面的で系統的な検討を行った。このほかにも多くの著作の全部または一部で、日本の関連政治

制度が紹介されている 13。 

                                                   
13 例えば楊建順編著『日本国会』（華夏出版社 ,  2002 年）、張健主編『当代日本』（天津社会科学院出版社 ,  2005 年）、孫

叔林・韓鉄英主編『日本』（社会科学文献出版社 ,  2005 年）、徐万勝『日本政治与対外関係』（人民出版社 ,  2006 年）、趙立

新『日本違憲審査制度』（中国法制出版社 ,  2008 年）、徐万勝『当代日本政治』（南開大学出版社 ,  2015 年）などがある。  



◆第一部 中国の日本研究―各分野の現状 

22  

冷戦後の日本の政治体制の転換の過程では、「政治改革」が間違いなくキーワードの一つとなった。

このため中国人学者も、日本国内の選挙制度や行政制度などの分野で行われた各改革に注目し、

日本の政治体制に対してこれらの改革がもたらした影響を検討した。このうち呉寄南主編『新世紀日

本的行政改革』（新世紀日本の行政改革、時事出版社 2003年）は、1990年代末期に始まった日本

の新たな行政改革の背景や手引きとなった思想、各分野での実施の進展を詳しく紹介した。周傑著

『日本選挙制度改革探究』（社会科学文献出版社 2012年）は、歴史的制度主義理論の枠組を用い

て日本の選挙制度改革の原動力に影響を与えた各要素を解釈し、選挙制度改革の過程と制度進

化の軌跡を説明し、改革の結果とその効果を検証し、混合型の制度改革という日本モデルを総括し

たもので、日本の選挙制度改革に関する研究の力作と言える。このほかにも多くの著作の一部で、冷

戦後日本の政治体制改革について論述が展開されている 14。 

学術著作のほか、中国の学術界ではさらに、日本の政治改革の成果と体制転換の動向について

多くの雑誌論文が発表された 15。このうち張海鵬「日本政治体制改革的比較分析」（日本の政治体

制改革の比較分析、『日本学刊』2005年第 5号）は、日米両国の政治体制と民族性の特徴の比較

分析を通じて、日本の政治体制の発展動向を長期的な視点から検討した。張伯玉「制度改革与体

制転型——20世紀 90年代日本政治行政改革分析」（制度改革と体制転換――1990年代の日本の

政治行政改革の分析、『日本学刊』2014年第 2号）は、日本の政治行政改革の目的が、複数の制度

改革を別々に進めることによって政治体制の漸進的な転換を実現すること、つまり国会の多数議席が

一党によって支配され、首相の力が弱い官僚主導体制から、国会の多数議席が複数党によって共

同で支配され、首相の力が強い政治主導体制への転換を実現することであったことを指摘した。 

（三）政党政治  

「政党政治」は、近年の日本政治研究の重点分野である。とりわけ政党体制や野党などの研究分

野では、豊かな研究成果が上げられ、日本政治研究分野の注目点となった。 

戦後日本の政党政治と政党体制に関する総体的な研究ではここ10年、レベルの高い学術著作が

次々と出現している。王振鎖著『戦後日本政党政治』（人民出版社 2004年）は、歴史学の研究視点

に基づき、史実と理論の結合、史実に基づく論述という形式を取り、実証性を重視し、自民党長期政

権の盛衰の過程と原因、その内外政策に対する系統的で客観的な論述を行い、日本の政党政治史

に関する研究の中国における空白をある程度補うものとなった。徐万勝著『日本自民党“一党優位制”

研究』（天津人民出版社 2004年）は、「55年体制」の本質的な内実を「一党優位制」と定義し、戦後

日本の政党政治と政党体制に対する「一党優位制」をテーマとした系統的な理論研究を中国で初め

て行い、自民党の「一党優位制」の形成や転換などの要素に対する立ち入った検討を加えたものであ

る。張伯玉著『日本政党制度政治生態分析』（世界知識出版社 2006年）は、政治生態分析の視野

から、「自民党一党優勢政党制」の生成と発展、進化の過程を考察し、この政党制度は日本という特

定の民族国家における政治環境の産物であったと結論付けた。 

「55年体制」の崩壊に伴い、「冷戦後の日本の政党体制の転換」も中国人学者の注目点の一つと

なった。高洪著『日本政党制度論綱』（中国社会科学出版社 2004年）は、冷戦後の日本の各党派

                                                   
14 例えば戴暁芙・胡令遠編『日本式経済・政治・社会体系』（上海財経大学出版社 ,2002 年）、包霞琴等主編『変革中的日

本政治与外交』（時事出版社 ,2004 年）、郭定平主編『日本政治与外交転型研究』（復旦大学出版社 ,2010 年）などがある。  
15 例えば朱光明「試論橋本内閣行政改革的特徴与意義」（『日本学刊』2001 年第 3 号）、鄭東麗・王慶西「日本選挙制度

改革前後派閥功能比較」（『日本学刊』2002 年第 2 号）、朱光明「日本的独立行政法人化改革試析」（『日本学刊』2004 年

第 1 号）、曲静「日本政治改革後政党体質的変化」（『日本学刊』2012 年第 1 号）、張伯玉「浅析民主党政府的政治改革」

（『日本学刊』2012 年第 4 期）などがある。  
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間の分裂や結合、政治闘争の実質に重きを置いた分析を土台として、21世紀初期の日本の政党体

制の発展の行方を探ったものである。徐万勝著『冷戦後日本政党体制転型研究——1996年体制論』

（冷戦後の日本の政党体制転換の研究――1996年体制論、社会科学文献出版社 2010年 ）は、

1996年から2009年までに形成された自民党中心の連立政権による「1996年体制」は、「準一党優位

制」を実質としたものであるとし、冷戦後の日本の政党体制の転換に影響を与えた多くの要素につい

て検討した。張伯玉著『日本選挙制度与政党政治』（日本の選挙制度と政党政治、中国経済出版

社 2013年）は、衆議院選挙への小選区比例代表並立制の導入を背景とした日本の政党政治や政

党制形態の変化、民主モデルの転換などの問題を重点的に分析し、「政党制形態に備わる二大保

守政党制への発展の可能性」「政党組織構造の中央集権化」などの学術的な観点を提出した。 

2009年 9月に自民党が下野し、民主党が政権に就いた際には、日本の「二大政党制」の発展の見

通しについての検討が中国人研究者の間でも行われた。張伯玉「日本民主模式及政党制形態転変

的可能性与不確定性」（日本の民主モデルの政党制形態の転換の可能性と不確実性、『日本学刊』

2009年第 6号）、呂燿東「日本保守両党制的構想与実践」（日本の保守二大政党制の構想と実践、

『日本学刊』2009年第 6号）がその代表として挙げられる。2012年 12月に自民党が再び政権に戻った

後には、中国人研究者は、日本の政党政治の新たな変化をすばやく分析し、日本の各政党の勢力

関係において自民党という唯一の大政党とした新たな格局が現れたことを指摘した。張伯玉「従第 47

届大選看自民党“一党独大”」（第 47回総選挙から見る自民党の「一党独大」、『日本学刊』2015年

第 1号）、徐万勝『論日本“一強多弱”的政党格局』（日本の「一強多弱」の政党局面を論じる、『日本

学刊』2015年第 3号）はその代表と言える。 

日本の野党に関する研究での中国人研究者の代表的な成果としては主に次のものが挙げられる。

曹田禄著『日本共産党的“日本式社会主義”理論与実践』（日本共産党の「日本式社会主義」の理

論と実践、中国社会科学出版社 2004年）は、戦後日本共産党の「日本式社会主義」の理論と実践

活動を重点として分析し、その一般法則を明らかにし、経験と教訓を総括し、その未来の発展を展望

したもので、日本共産党研究の力作となった。華桂萍著『護憲和平主義的軌跡――以日本社会党

為視角』（護憲平和主義の軌跡――日本社会党の視点から、人民出版社 2005年）は、日本社会党

の安全保障政策に対して複数の視点から系統的な研究を行い、「中国の学界における日本社会党

とその安保政策に対する研究の空白と不足を一定程度補い、高い学術的価値と現実的意義を持つ

ものとなった」（王振鎖）。朱艶聖著『冷戦後的日本社会主義運動』（冷戦後の日本社会主義運動、

中央編訳出版社 2008年）は、歴史と現実、理論と実際、マクロとミクロを結合した研究方法を採用し、

冷戦後の日本共産党や社会民主党などの社会主義政党の新たな変化を重点として検討したもので

ある。曹天禄著『不破哲三思想研究——日本共産党対馬克思主義日本化的探索与啓示』（不破哲

三思想研究――日本共産党のマルクス主義日本化の探求と啓示、商務印書館 2014年）は、不破哲

三の思想に対する中国で初めての全面的で系統的な研究となり、不破哲三思想はマルクス主義日

本化の理論的成果が集中的に示されたものであるとし、日本共産党のマルクス主義日本化の探求は

その第 4段階に達したと指摘した。日本共産党が冷戦後、路線調整を絶えず行い、野党としての色彩

を強める中、中国人研究者は日本共産党の研究を強化し、雑誌上にも多くの論文を発表した 16。  

  

                                                   
16 日本共産党研究に関する雑誌論文には主に、張伯玉「日本共産党綱領的調整及其背景」（『日本学刊』2003 年第 6 号）、

朱艶聖「冷戦以後日本社民党的新変化」（『当代世界与社会主義』2005 年第 2 号）、中国社会科学院世界経済・政治研究

所「日本共産党研究」課題組「解析日本共産党的政治変革」（『太平洋学報』2005 年第 6 号）、呉広義「日本共産党的政治

変革」（『当代世界』2005 年第 7 号）、徐万勝「冷戦後的日本共産党」（『日本学論壇』2008 年第 2 号）などがある。  
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（四）政治右傾化  

「政治右傾化」は、冷戦後の日本政治の発展動向に対する多くの中国人研究者に共通する基本

的判断である。この種の研究は、日本国内の政治勢力図の変化と政治モデルの転換の価値基準を

明らかにしようとするもので、一般的に、「政治保守化」や政治思潮、憲法修正に向けた傾向、右翼勢

力などの問題に対する研究が交差したものである。 

「右傾化」や「保守化」、「新保守主義」をテーマとして、中国人研究者は、日本政治の右傾化の背

景やその表現、影響を重点として検討した。この分野の代表的な学術著作としては次のものが挙げら

れる。呂燿東著『冷戦後日本的総体保守化』（冷戦後の日本の総体的保守化、中国社会科学出版

社 2004年）は、日本の政党局面の変動を背景とし、日本の総体的保守化の形成と発展、その原因を

その全体において深いレベルで検討した。張広宇著『冷戦後日本的新保守主義与政治右傾化』（冷

戦後の日本の新保守主義と政治右傾化、北京大学出版社 2005年）は、日本の新保守主義と政治

右傾化が冷戦後、すでに新たな段階にまで発展し、日本の主流政党と政権によって社会化・法制

化・政策化の形式で日本の民族と国家の行為へと転化されているとした。李秀石著『日本新保守主

義戦略研究』（時事出版社 2010年）は主に、21世紀初めからの日本の歴代新保守主義政権の国家

戦略計画と実践の過程を論述したものである。 

このほか一部の研究成果は、「国家主義」または「保守主義」、「民族主義」などの政治思潮の角度

から「政治右傾化」問題を検討し、日本政治の右傾化のイデオロギー的本質を明らかにした。例えば

孫政著『戦後日本新国家主義研究』（人民出版社 2005年）は、歴史発展の順序に従い、戦後日本

の新国家主義の変遷について系統立った研究を行い、新国家主義は日本の戦後保守政治の最も

主要な思想の一つであるとし、政治的発展と新国家主義の変遷という両者の間の相互関係を探求し

た。王星宇著『冷戦後日本政治思潮研究』（世界知識出版社 2012年）は、冷戦後の日本の政治思

潮の表現形式や発展の軌跡、主要な特徴を考察し、日本が政治軍事大国へと踏み込んでいく内在

的な動因を分析し、日本の政治思潮と国家・社会の発展目標との内在的な関係を解き明かした。李

寒梅著『日本民族主義形態研究』（商務印書館 2012年）は、日本の民族主義の3種の形態、それら

と国家の発展との関係を系統的に論じ、1990年代以降の「新民族主義」の台頭とその表現、特徴を

検討した。指摘しておくべきなのは、国内の学術界における日本の政治思潮に関する概念規定は一

様ではないということである。一部の学者は、「民族保守主義」によって冷戦後の日本の政治論壇の

主流な政治思潮と政治理念をくくり、理論研究の現実的な必要性を満たすことを主張している 17。例

えば桐声は、「現代日本政治における民族保守主義は、民族主義と保守主義の単純な足し算では

なく、民族主義的な性質を持った保守主義である。民族保守主義は、旧来の国家秩序の維持を単

純に追求するものではもはやなくなり、絶えず拡大する国家利益の基盤の上に新たな秩序を構築しよ

うとするものとなっている」 18。  

「政治の右傾化」が形となったものと言える右翼勢力や歴史認識、憲法修正の動向などの問題も、

中国人研究者の研究の重点となっている。 

右翼勢力の研究で代表的な研究成果としては次の二つの学術著作が挙げられる。孫立祥著『戦

後日本右翼勢力研究』（中国社会科学出版社 2005年）は、日本の右翼勢力の歴史的な変遷の軌

跡に時期ごとの論述を加えた上で、より広い角度から戦後の日独両国の右翼勢力を比較し、戦後の

                                                   
17 これは、桐声「当代日本政治中的民族保守主義」（『日本学刊』2004 年第 3 号）、呂燿東「試析日本的民族保守主義及

其特性」（2006 年第 5 号）、張進山「当代日本的民族保守主義：生成、概念和釈疑」（『日本学刊』2007 年第 3 号）、呂燿東

「論日本政治右傾化的民族主義特質」（『日本学刊』2014 年第 3 号）などの雑誌論文を代表とする。  
18 桐声「当代日本政治中的民族保守主義」（『日本学刊』2004 年第 3 号，2-3 頁）  
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日本の右翼勢力の発展の社会的な土台と中国に対するその消極的な影響を分析したものである。歩

平・王希亮著『日本右翼問題研究』（社会科学出版社 2005年）は、戦前の日本の右翼運動の歴史

的変遷を紹介した上で、戦後日本の右翼団体と右翼運動を重点的に論述し、右翼団体と日本政治

との密切な関係を分析した。この二つの著作は、日本右翼勢力に関する研究を新たな高みへと押し

上げた。孫立祥著『日本右翼勢力与“台独”』（日本の右翼勢力と「台湾独立」、人民出版社 2012年）

は、日本の右翼勢力による「台湾独立」の支持の歴史的な軌跡を系統的に整理し、日本の右翼勢力

が「台湾独立」を支持する真の原因を全面的に分析し、日本の右翼勢力の排除とその影響の弱化の

ための具体的な対策を立ち入って検討したものである。この分野ではさらに、優れた雑誌論文もいくつ

か発表された 19。  

歴史認識と憲法修正動向の研究では、中国人研究者は、日本国内における侵略戦争を否定する

誤った歴史観を批判し、その憲法修正の動向に着目した 20。このうち王希亮著『戦後日本政界戦争

観研究』（社会科学文献出版社 2005年）は、戦後の日本政界における戦争認識の変遷の過程を詳

しく論じ、日本の戦争責任問題が長期的に存在してきた根源に立ち入った分析を加え、日本が戦争

で残した問題がいつまでも解決されない根本的な原因を指摘したものである。徐志民著『戦後日本人

的戦争責任認識研究』（戦後日本人の戦争責任認識研究、社会科学文献出版社 2012年）は、戦

後日本の政府と天皇、保守派、進歩派、一般庶民の戦争責任認識の発展と変遷の過程を系統的

に描き出し、戦後日本社会の複雑な戦争責任観を全面的に提示し、それぞれの戦争責任認識の歴

史的な背景や代表的な観点、現代の日本社会と国際社会に対するその影響を分析した。張海鵬・

歩平主編『日本教科書問題評析』（日本教科書問題の評価・分析、社会科学文献出版社 2002年）

や蘇智良著『日本歴史教科書風波的真相』（日本歴史教科書問題の真相、人民出版社 2001年）、

王智新・劉琪著『掲開日本教科書問題的黒幕』（日本教科書問題の黒幕を暴く、世界知識出版社

2001年）は、日本の教科書問題を詳しく論じ、日本政府の歴史認識問題での後退を批判したもので

ある。 

「政治右傾化」の内実の全面的な分析を土台として、中国人学者は近年、よりマクロな視点から、

日中関係に対する日本の政治思潮や政治右傾化の影響に検討を加えている 21。このうち劉江永・王

新生ほか著 『戦後日本政治思潮与中日関係 』（戦後日本の政治思潮と日中関係、人民出版社

2013年）は、複数の研究領域による研究方法を利用し、戦後日本の政治思潮の変遷の主な特徴と

日中関係に対するその影響を系統的に研究し、日本の内政と外交の関連性という視点から、日本の

政治思潮と対中政策決定の間の内在的な関係を明らかにしたものである。 

（五）政治過程と政治文化  

政治過程の研究では、中国人研究者の研究成果は次の二つの学術著作を代表としている。まず

鄭励志主編『日本公務員制度与政治過程』（日本の公務員制度と政治過程、上海財経大学出版

                                                   
19 例えば林暁光「日本右翼思潮与右翼団体史考」（『抗日戦争研究』2002 年第 1 号）、桐声「日本右翼勢力及其対日本内

外政策的影響」（『日本学刊』2005 年第 6 号）などがある。  
20 この分野の雑誌論文としては主に、魯義「日本修憲動向的由来与発展 ——以憲法第九条為中心」（『日本学刊』2000 年

第 3 号）、金熙徳「日本“歴史教科書問題”」（『当代亜太』2001 年第 5 号）、王希亮「論日本戦争責任問題長期擱置的歴史

原因」（『日本学刊』2001 年第 5 号）、管穎「日本憲法第九条及其走向」（『中国社会科学』2002 年第 4 期）、高洪「日本国

家発展道路的思考与抉択 ——〈衆議院憲法調査会中間報告書〉評析」（『日本学刊』2003 年第 1 号）、孫伶伶「修憲預示日

本未来政治走向——解析日本衆参両院憲法調査会修憲報告書」（『日本学刊』2005 年第 3 号）、孫伶伶「日本修憲与民族

保守主義思潮」（『当代亜太』2007 年第 3 号）、徐万勝「冷戦後日本改憲政治的動向与影響」（『当代亜太』2008 年第 6 号）、

李文・呉限「日本修憲進程加速原因解析」（『日本学刊』2013 年第 5 号）などがある。  
21 代表的な雑誌論文としては、時殷弘「日本政治右傾化和中日関係的思維方式及戦略策略問題」（『日本学刊』2014 年

第 2 号）、梁雲祥「日本政治右傾化与中日関係」（『国際政治研究』2014 年第 2 号）などがある。  
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社 2001年）は、日本の公務員に関連する制度規定を全面的に論述した上で、政策決定過程におけ

る公務員とその他の政治主体との間の相互関係を探求した。また臧志軍ほか著『冷戦後的財界与日

本外交』（冷戦後の財界と日本外交、上海人民出版社 2013年）は、冷戦終結後の日本の対外政策

に財界が影響を与えてきた資源や方式、手段を全面的に整理・分析し、日本の対外政策過程にお

ける財界の影響の方式とその特徴を明らかにし、国内外の学界のこの分野の研究の空白をある程度

補うものとなった。同時に、圧力政治と利益集団が政治学の理論研究の重要分野であることから、中

国人研究者はさらに、日本の「族議員」「経団連」「農協」などの問題に関する多くの雑誌論文を発表

し、日本の政治過程研究におけるテーマ性の際立った研究成果となった 22。  

重要なのは、日本政府の政策決定過程の新たな変化を視野に、中国人研究者が、情勢の変化を

追った多くの雑誌論文を発表し、学術研究の先端性を示したことである。例えば王新生「首相官邸主

導型決策過程的形成及挫折」（首相官邸主導型の政策決定過程の形成と挫折、『日本学刊』2008

年第 3号）は、1990年代以来の日本の政治や行政などの分野の改革が首相官邸を政策決定過程の

中心としたとし、このような変化を生んだ各種の制度的な背景と政治家個人の要素を分析した。徐万

勝「安倍内閣的“強首相”決策過程分析」（安倍内閣の「強い首相」による政策決定過程の分析、

『日本学刊』2014年第 5号）は、2012年 12月に安倍晋三内閣が再度誕生して以降、その政策決定過

程が官邸の主導や政権・官僚の協力、党に対する政権の優位、与野党の交錯という特徴を呈し、こ

れが「強い首相」という発展の流れにつながったと指摘した。また2009年 9月に誕生した民主党政権に

ついても、中国人学者は、政権交代が日本政府の政策決定にもたらした変化に着目し、民主党政権

の枠組の下での政治と官僚の関係や利益集団などの問題を検討した。例えば徐万勝「論利益集団

与日本民主党政権」（利益集団と日本民主党政権を論じる、『日本学刊』2011年第 2号）は、民主党

の政権発足以降、利益集団の政治参加能力と政党支持基準に様々な変化が生じ、利益集団と民

主党政権との利益交換の過程における協力は限りあるものだと指摘した。呉寄南「民主党執政後的

政官関係」（民主党政権発足後の政治・官僚関係、『日本学刊』2011年第 5号）は、民主党政権発

足後、日本の「官僚主導」の統治構造は深刻な打撃を受けたが、「政治主導」改革は官僚の抵抗を

受けて少しずつ変質したと論じた。 

政治文化の研究では、中国人学者の研究成果は数が少ないだけでなく、研究内容の多くが派閥

政治や世襲政治などの課題に集中している 23。このうち廉徳瑰「政治文化与日本内閣“短命”的特

性」（政治文化と日本内閣「短命」の特性、『日本学刊』2009年第 2号）は、日本式の集団主義は、日

本が強力な指導者を生むことのできない根本的な原因であり、自民党の派閥政治は「輪番制」の思

想を実践するものであるとし、小泉純一郎による派閥政治の打破の試みは日本式集団主義意識の

根深さを逆説的に証明したもので、日本内閣の「短命」という特性は今後も大きく変わることはないだ

ろうと指摘した。このほか政治文化の研究と密切に関連したものとしては、李建民著『日本戦略文化

与“普通国家化”問題研究』（日本の戦略文化と「普通の国」化問題の研究、人民出版社 2015年）が、

日本の戦略文化の内実とその影響要素を整理した上で、日本の戦略文化の構成と表現形式を論じ、

                                                   
22 代表的な雑誌論文としては、徐万勝「利益誘導与自民党政権 ——以自民党農林族議員為視角」（『日本学刊』2002 年第

3 号）、高洪「日本“有事立法”中的政治力学管窺」（『日本学刊』2003 年第 4 号）、呉寄南「日本“新国防族”的崛起及其影

響」（『日本学刊』2003 年第 5 号）、張雲「経団聯在政府決策中的作用 ——以日本自由貿易協定政策出台為例」（『日本学

刊』2008 年第 1 号）、蔡亮「試析農業利益集団対日本政治的影響 ——兼論“農協”在反 TPP 活動中的政治影響力」（『日本

学刊』2012 年第 5 号）などがある。  
23 この課題分野の雑誌論文としては、廉徳瑰「政治文化与日本内閣 “短命 ”的特性」（『日本学刊』2009 年第 2 号）、高暁

霞・銭再見「論日本政治文化的内在沖突及其社会心理根源」（『南京師大学報（社会科学版）』2010 年第 5 号）、宮秀川

「従自民党看日本独特的派閥政治文化」（『国際関係学院学報』2011 年第 3 号）、田慶立「試析日本政治文化中集団主義

的主要内涵」（『東北亜学刊』2014 年第 3 号）、喬林生「当代日本 “世襲政治 ”的文化解読」（『南開大学学報（哲学社会科

学版）』2015 年第 3 号）などがある。  



1-2 中国の日本政治研究 

 27 

日本の「普通の国」路線の内実とその戦略文化の由来を検討し、日本の「普通の国」化の実践の過

程で現れた戦略文化の特徴を分析した。 

 

三、日本政治研究の研究人材・プラットフォームの建設 

中国では、日本の政治研究の発展は、各種の力量による支援に依存している。全体として見ると、

「日中相互の依存関係の絶え間ない深化に伴い、ますます多くの学術資源と経済資源が日本政治

研究に用いられるようになり、日本政治研究の発展と研究の質の向上を促進した」 24。  

1981年に設立された中国社会科学院日本研究所は、国家級の総合的な日本問題研究機構であ

り、その下に設けられた日本政治研究室も中国の日本政治研究専門機構となっている。このほか南

開大学日本研究院や復旦大学日本研究センター、吉林大学東北アジア研究院、東北師範大学日

本研究所、中国現代国際関係研究院日本研究所、上海国際問題研究院日本研究センターなどの

大学施設や研究所も日本政治研究を展開している。これらの機構はいずれも、多くのベテラン研究員

を有しており、豊かな研究成果を上げている。とりわけ中国社会科学院日本研究所と南開大学日本

研究院は、日本政治を研究する大学院生を長年にわたって毎年受け入れており、次世代の多くの研

究人材を養成している。また20世紀末から21世紀の初めにかけては、日本研究における「外来者」と

「闖入者」という現象が際立ち、「一部のジャーナリストや日本研究を本業としない国際政治学者らが、

多くの人を巻き込んだ日中関係の討論に参加し、一時は主役を演じ」、「日中の学界や政府、さらに

は庶民を揺るがす影響を生んだ」 25 

指摘しておくべきなのは、国際問題研究の専門雑誌が、日本政治研究の発展を支える主要な場と

なったことである。「中文核心期刊」と「中文社会科学引文索引」（CSSCI）の収録学術誌となっている

『日本学刊』は創刊 25年以来、日本の政治研究の分野で常に核心的な位置を占め、この分野の学

術論文を発表する第一の雑誌媒体となっている。 

35年以来の中国の日本政治研究の発展の歩みを振り返ると、この学科が1980年代に創設を実現

したのは、日本研究専門学術誌の相次ぐ出現と不可分であったことがわかる。1980年代には、中国

社会科学院日本研究所の『日本問題資料』（1982年創刊、月刊）と『日本問題』（1985年創刊、隔月

刊）、遼寧大学日本研究所の『日本研究』（1985年創刊、季刊）、東北師範大学外国問題研究所の

『外国問題研究』（1980年創刊、季刊）、吉林大学日本研究所の『現代日本経済』（1982年創刊、隔

月刊）、天津現代日本研究所の『現代日本』（1988年創刊、季刊）、河北大学日本研究所の『日本

問題研究』（1987年公開発行、季刊）が、中心的な学術的プラットフォームとしての機能を担った。「こ

れらの学術誌は、全国の日本研究従事者に日本研究の広大な大地を切り開いた。事実上、日本政

治研究はこれらの創刊の後、より多くの成果を上げるようになった」 26 

1990年代に入って以来、中国の国際問題専門誌の学術的規範性と専門の特色は際立って高ま

り、定期刊行誌の種類は一層増えた。国際問題専門誌は、異なる分類基準に応じて、理論誌・総合

誌・時評誌、マクロ問題研究誌・国別地域研究誌などに分けられる。各種の国際問題専門誌の発展

は全体として、日本政治研究の学術の場をより豊かで堅固なものとした。このうち1991年 1月に創刊さ

れ、中国社会科学院日本研究所と中華日本学会が共同で主宰する『日本学刊』は、基礎理論と現

実対策研究との両方を重視するという原則を堅持し、日本の時局動向にかかわるテーマ評論をすば

                                                   
24 郭定平「中国的日本政治研究回顧与展望」（載李薇主編『当代中国的日本研究（1981-2011）』中国社会科学出版社 ,  
2012 年，6 頁）  
25 莽景石主編『南開日本研究 2010』（世界知識出版社 2010 年版 ,  165 頁）  
26 北京日本学研究中心『中国日本学年鑑（1949-1990）』（科学技術文献出版社 ,  1991 年 ,  90 頁）  
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やく発表すると同時に、日本政治に対する研究者の踏み込んだ理論を論じた学術論文を統一的に

掲載し、同誌の同時代性と学術性の際立ったもので、総合誌と国別地域研究誌に属する。 

1990年代初期から現在まで、『日本学刊』に掲載された日本政治研究学術論文は、その数量にお

いて、各種の国際問題核心学術誌の中でトップの座を占め続けた。筆者はこれについて、7種の異な

るタイプの学術誌を選び、各時期に掲載された日本政治研究論文の数量を比較した（表 1参照）。日

本政治研究論文の発表の場は主に、地域国別研究類の雑誌に体現されている。とりわけここ10年は、

一部の学術誌のスタイルの転換（『世界経済与政治』は国際関係理論研究に重点を移した）により、

日本政治研究分野における最大の雑誌媒体としての『日本学刊』の地位は一層際立つようになっ

た。 

 

表 1 ：学術誌 7種に掲載された日本政治研究論文数の比較  

学術誌  『日本学刊』 

『世界経済

与政治』 

（世界政治・

経済） 

『現代国  

際関係』 

『当代亜太』

（現代アジア

太平洋） 

『東北亜

論壇』（東

北アジア

論壇） 

『日本学論

壇』/『外国問

題研究』 

『国際問題  

研究』 

論
文 

数
量 

1994-2000 41 22 10 10 20 25 4 

2001-2015 115 2 11 11 21 22 7 

*『日本学論壇 』は2009年、『外国問題研究 』に改称された。  

 

『日本学刊』が掲載する日本政治研究論文はそれだけでなく、高度な学術的スタイルを保ち、国内

の「日本学」界の最高レベルを代表する研究誌となった。多くの資料系の刊行物やネット資料ベース

にも収録され、多くの論文が『人大報刊復印資料』（人民大学新聞・雑誌複製資料）などに全文転載

されている。例えば、2001年から2010年までに『人大報刊復印資料・国際政治』の転載した50本の日

本政治研究論文のうち、最初の発表媒体が『日本学刊』だった論文は13本、『当代亜太』だったもの

は4本、『和平与発展』（平和と発展）だったものは3本、『日本研究』だったものは2本、『現代国際関

係』だったものは2本、『復旦学報（社会科学版）』だったものは2本だった。『日本学刊』に掲載された

日本政治研究論文の被転載回数は、その他の学術誌を大きく上回っている。 

学術論文の第一の雑誌媒体となった『日本学刊』は自然に、日本政治研究の発展動態を観察す

る有効な「窓口」となった。1991年から2010年までに『日本学刊』に掲載された日本政治研究論文の

分野別本数の筆者による統計（表 2参照）によると、雑誌論文の主要研究分野には、「政局変化」「政

治体制およびその変革」「政党政治」「政治右傾化」「政治過程」などがあり、このうち「政局変化」分

野の雑誌論文の数が最も多く、ここ10年は、日本の「政党政治」や「政治右傾化」に関する研究力も

明らかに高まった。 

 

表 2：『日本学刊』掲載の日本政治研究論文の主要分野別本数統計  

研究分野  政局変化  
政治体制および

その改革  
政党政治  政治右傾化  政治過程  政治文化  

論
文 

数
量 

1991-2000 22 13 4 3 7 2 

2001-2015 38 16 13 16 16 4 

 

筆者は同時に、基礎研究と応用研究を分類基準として、5年を周期とし、『日本学刊』掲載の日本

政治研究論文のカテゴリー別の数量を統計した（表 3参照）。この表からは、基礎研究類の雑誌論文
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の数量が常に応用研究類よりも少ないことがわかる。1990年代中期から日本政治研究論文の数量が

増えた主な原因は、応用研究類の雑誌論文数の増加にある。 

 

表 3：『日本学刊』掲載の日本政治研究論文の基礎・応用研究別本数統計  

期間  1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 

論文数量  
基礎研究  10 8 10 8 12 

応用研究  15 20 35 27 23 

 

指摘しておくべきなのは、日本政治研究の発展の歩みにおいて、『日本学刊』が単なる受け身の定

期刊行媒体ではなく、「日本政治研究」との間に強い相互作用を持って来たということである。例えば、

現代の日本国内の政治思潮が異なる用語や概念で規定されている中国の学界における研究の現状

に対し、『日本学刊』は、巻頭の言葉という形式で桐声「当代日本政治中的民族保守主義」（現代日

本政治における民族保守主義）を掲載し、「『民族保守主義』という概念を用いて現代の日本政治論

壇における主流の政治意識を総括するのは、冷戦終結以来の日本政治の足取りに対する人々のさ

まざまな規定が、その本質を十分にくまなくはっきりと探究できていないためである。『政治総体保守化』

『政治右傾化』『新保守主義』『新民族主義』『新国家主義』などの概念は、特定の角度から日本政

治発展の特定の特徴をつかむものとはなっていても、日本政治の構造的変化の本質と動因を説明で

きるものにはなっていない」 27とし、概念を整理し、研究の方向を率いる役割を果たした。このほか『日

本学刊』の一部の課題分野に執筆者が集まることで、研究者間で「学術共同体」が形成されるのを助

けることともなった。このように『日本学刊』は、研究者を引っ張る際立った役割を果たし、日本政治研

究の研究アジェンダや研究の目的、発展の行方を導くこととなった。 

 

四、日本政治研究の問題と挑戦 

30年来の中国の日本政治研究を振り返ると、急速な進展と豊富な成果が上げられたと同時に、い

くつかの点では欠陥もあることがわかる。今後、欠陥の克服を土台とし、新たな成果を上げるためには、

日本政治研究は、一連の課題と挑戦に直面している。  

第一に、日本政治研究は、人材の拡大という問題に直面している。 

中国においては、日本政治研究に従事する人材の規模は一貫して少なすぎた。例えば、日本研

究人材に対して1985年に関連部門が行った大まかな統計では、各専門の分布状況が次のように見

積もられている。言語・文学 412人、経済（貿易含む）206人、歴史 265人、社会文化 141人、政治（外

交・法律含む）68人、その他 46人で、総計 1138人 28。ここ10年余りで日本政治研究の論著の成果は

数の上では急速な発展を遂げたが、人材の規模はほぼ変わっていない。例えば、中華日本学会と北

京日本学研究センターが1996年に実施した全面調査によると、中国の1260人の日本研究者のうち、

歴史・政治を専門に研究する人員は250人で、その割合は19.8％だった。中華日本学会と南開大学

日本研究院が2008年に実施した全面調査では、中国の1011人の日本研究者のうち、日本の政治と

対外関係を専門に研究する人員の割合は12％だった 29。このほか、この2回の全面調査の結果に対

                                                   
27 桐声「当代日本政治中的民族保守主義」（『日本学刊』2004 年第 3 号 ,  2 頁）  
28 中華日本学会・北京日本学研究センター『中国的日本研究』（社会科学文献出版社 ,  1997 年 ,  22-23 頁）  
29 中華日本学会・北京日本学研究センター『中国的日本研究』（社会科学文献出版社 ,  1997 年 ,  45 頁）、楊棟梁「中国的

日本研究新動態」（『南開日本研究 2010』世界知識出版社 ,  2010 年 ,  161・163 頁）  
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して筆者が行ったさらなる統計分析によると、専門方向に「日本政治」を含む研究者は常に60人前後

の規模と変わらず、多くの研究者の専門方向は多分野（日本政治と日本外交など）となっている。実

際には、「日本政治」を専門方向の主体としている研究者の人数規模は20人前後で、千人余りの日

本研究者に占める割合は約 2％にすぎない。 

研究人材の人数が少なすぎることは、日本政治研究の学科の地位と不釣り合いであるだけでなく、

国家の経済社会の進歩と日中関係の発展における現実的な必要性を満たせないことにつながってい

る。日本政治研究人材の年齢構成と知識構成を絶えず改善しながら、有効な手段と方式を通じて人

材の規模を拡充できれば、日本政治研究事業のさらなる前進を力強く後押しすることができることは

間違いない。これについて、筆者は次の二つを提案する。まず、大型研究プロジェクトでの集団的な難

関攻略の実施を通じて、既存の日本研究力の枠組で日本政治の研究人材の安定化と拡充をはかる。

次に、高等教育機関の学歴教育などの人材育成ルートを通じて、日本政治研究と政治学科の関連

研究方向の建設とを融合し、これを支えとして次世代の研究力の積極的な育成をはかる。 

第二に、日本政治研究は、研究方法の規範化という課題に直面している。 

日本研究は、国別を対象とした多くの領域にわたる研究であり、中国の日本研究は常に、研究方

法の運用を重視してきた。「学際的で多領域の日本研究は、日本をより広い視点から正確に把握す

ることを可能とし、日本研究を新たなレベルへと高めるものである」 30。  

日本政治研究の分野でも、学際的で多領域の方法は運用が進んでいる。例えば、金贏『密室与

劇場——現当代日本政治社会構造変遷』（密室と劇場――近現代日本政治構造の変遷）は、学際

的な社会学の方法を採用し、現代日本の社会構造や日本政治の近代化、民間メディアと政治の関

係のさらなる認識に重要な意義を持つものとなった 31。淳于淼泠著『憲政制衡与日本的官僚制民主

化』（憲政の抑制・均衡と日本の官僚制民主化）は、多領域の研究方法を採用し、「歴史学や政治

学、法学、行政学、経営学などの社会科学発展の先端的な理論と成果の運用に尽力し、戦後日本

の官僚制民主化に対して学科をまたいだ総合的な分析研究を行い、異なる角度と異なるレベルから

分析・論述を展開し、新たな解釈を発見し打ち出そうとした」 32。学際的で多学科の研究方法の運用

を通じて、学科の交差・浸透において事物の関連性を把握し、新たな法則を発見したり、新たな観点

を提出したりすることは、日本政治の研究レベルを確実に高めた。 

一方では、日本政治研究という学科の発展を推進する方法の主体は一貫して政治学の方法だっ

た。これまでの日本政治研究において政治学の方法が主要な研究方法として運用されてきたことは間

違いない。だが日本政治研究の論著の現状から見ると、政治学の方法の運用にはまだ多くの不足が

ある。まず、方法の種類がまだ十分に豊富ではない。例えば、国内の学界においては、政治過程論の

方法がより多く用いられ、計量政治学の方法などその他の方法はほとんど用いられてこなかった。次に、

概念の規定がまだ統一されていない。例えば、国内の学界においては、「一党優位制」「一党優勢政

党制」などの多種の概念によって日本の政党体制が規定されており 33、誤解や混乱を生みやすくなっ

ている。 

このため、学際的で多領域の研究方法を運用すると同時に、我々は、政治学の方法の規範的な

運用を強化し、日本政治研究の研究領域・方法の土台を固める必要がある。 

                                                   
30 高増傑「日本研究的発展与課題」（『日本学刊』2000 年第 5 号，101 頁）  
31 金贏『密室与劇場——現当代日本政治社会結構変遷』（人民出版社 ,  2009 年，27-29 頁）  
32 淳于淼泠『憲政制衡与日本的官僚制民主化』（商務印書館 ,  2007 年，4 頁）  
33 例えば、戦後日本の政党体制では、徐万勝『日本自民党 “一党優位制 ”研究』（天津人民出版社 ,  2004 年）が「一党優位

制」の概念による規定、張伯玉『日本政党制度政治生態分析』（世界知識出版社 ,  2006 年）が「一党優勢政党制」の概念に

よる規定を行っている。これに対し、張伯玉は 2009 年 11 月 2 日、清華大学日本研究センターで学術シンポジウム「政権交替

と日本の行方」に参加した際、これら 2 つの概念の内実は完全に同じものだと述べている。  
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第三に、日本政治研究は、課題設定の範囲の深化という挑戦に直面している。 

いかに課題を設定するかは、日本政治研究の目的と方向を導くものとなると同時に、研究レベルの

高さを決定するものともなる。2010年代に入ってからの日本政治研究の課題設定は、「新 」「寛 」（広 ）

「異」をはっきりと強調し、基礎研究と応用研究の結合を提唱するものとなるべきである。 

日本政治研究の課題設定においては「新」が重要となる。日本研究のその他の学科とは異なり、日

本政治研究の課題設定は現実性がより強く、予測性を備えることも求められる。2009年 9月に自民党

が下野し、民主党政権となってから、現代日本政治は、新たな発展段階に入った。これに対し、日本

政治研究の課題設定は、現代の日本政治の発展変化にぴったりと付き従い、「新 」を際立たせ、日

本政治発展の新たな変化や新たな特徴を重点的に分析するものでなければならない。我々は、重大

な事件や重大な問題、重大な趨勢を手がかりとして、複数の視野による追跡分析を行い、事物の発

展の本質的な法則を明らかにする必要がある。 

日本政治研究の課題設定においては「寛 」が重要となる。グローバル化時代においては、日本政

治と世界の政治体系や地域の政治構造とは密接に関連し、相互に作用するものであり、日本政治が

近代化のプロセスで直面する課題と挑戦は、その他の多くの国が直面する共通の課題でもある。この

ため、日本政治研究の視野は広い（「寛」）ものでなければならず、比較対象を備え、比較政治研究を

進め、欧米各国の政治学理論を参考とし、その他の学科と互いに浸透するものでなければならない。

そうしてこそ日本政治研究の理論レベルと学術規範を高めることができ、論著成果の社会的影響力も

より広範なものとなる。 

日本政治研究の課題設定においては「異」が重要となる。ここ10年来、日本政治研究の論著の数

量は際立って増加したが、功を焦って目先の利を求めるような研究や流行に乗じるような現象がまだ

存在し、紹介や繰り返しにすぎない「研究成果」は少なくない。例えば、「政治右傾化」に関する研究

は、多くの雑誌論文が発表されているが、論文の課題設定の重複率が高く、それぞれの間に視野の

差異が欠けており、論述内容は往々にして一種の現象の紹介に流れている。逆に、地方政治や市民

政治などの研究分野には、相応する論文・著作の成果が欠けている。このため課題設定においては

「異」に配慮してこそ、より良い学術効果を産出し、研究分野を開拓することができる。 

以上を土台として、日本政治研究においては、基礎研究と応用研究の結合を提唱する必要もある。

日本政治研究はこれまで往々にして、応用研究に偏り、基礎研究は弱い立場にあった。だが「基礎研

究をきちんと行ってこそ、後世に伝わる古典となる作品を生み出すことができる。これは応用研究を捨

てるということではなく、応用研究をより良く進めるために必要なことである。基礎研究に従事するしっか

りとした実力がなければ、応用研究を正しく行うことも難しい」 34 

35年にわたる苦難に満ちた開拓と探究の努力を経て、中国の日本政治研究はすでに、新たな歴

史的起点に立っている。日本政治研究事業は、中華民族の偉大な復興の過程で一層興隆し、日中

関係発展の現実的な必要性をより力強く満たすものとなるだろう。 

 

 

                                                   
34 韓鉄英「努力開創日本研究的新局面」（『日本学刊』1998 年第 6 号，145 頁）  



◆第一部 中国の日本研究―各分野の現状 

32  

1-3 中国の日本外交研究  

胡 令遠、雷 玉虹  

本稿で扱う「日本外交研究 1」は主に、中国大陸部の研究者による研究成果を指す。対象時期は

主に戦後、特に日中国交正常化から現在までとする。  

日中国交正常化以降の時期区分について、中国社会科学院日本研究所の呉懐中研究員は、

外交と安全保障との関連から、「冷戦前（1980年代）」「冷戦後（1990年代）」「21世紀初頭の10年」と

いう三つの10年間の区分を設けている。呉研究員は、「この区分は、中国人研究者のこの30年におけ

るそれぞれ重点を持った研究の視座と観点とを体現できると同時に、日本の外交安全分野自体の変

遷の連続性と法則性を反映できるものとなる」 2と論じている。同研究所の呂燿東研究員による「1980

年代」「90年代」「21世紀初頭の15年」という三つの時期の区分 3も、これにほぼ類似したものである。 

中国の日本外交研究の現実から考えて、大きな時期区分は、以上の枠組からそれほど逸脱したも

のとはならない。本稿は、以上 2人の研究者の観点を参考として「1980年代」「1990年代」「新世紀以

降 」 の 三 つ の 時 期 を 設 け 、 こ れ に 応 じ た 整 理 を 行 っ た 。 論 文 デ ー タ ベ ー ス の 「 万 方 数 据

（WanfangData）」で「日本外交」をキーワードに検索すると、5520本の論文が見つかる 4。また関連著

作も豊富にある。本稿においては、基本的な状況を紹介した上で、この間の研究の重点の発展の変

化を描き出すことを試みる。 

 

一、戦後から 1980 年代までの中国の日本外交研究  

中国における現代的な意味での日本外交研究は、抗日戦争の期間に始まったものと考えられる。

当時、重慶国民政府軍事委員会下に設けられた国際関係研究所は、中国政府の最も重要な公式

の対日研究機関であった。日本留学の経験を持つ大陸部の研究者や、日本の台湾殖民統治に不

満で中国大陸部または日本に留学した台湾籍の知識人が、この時期の中国の日本研究の主力とな

った 5。当時は、中国共産党が指導した抗日根拠地においても、対日工作部門が設けられていた。こ

こにも日本語を解する台湾籍の人物がおり、翻訳と対日研究に従事していた 6。当時の歴史的条件

の下、これらの研究は一定の効果を生み出した。例えばこの間、台湾籍の研究者である宋斐如が漢

                                                   
1 本稿は主に、徐万勝『中国的日本政治、外交研究』、中華日本学会・南開大学日本研究院編『中国的日本研究

1997-2009』、呉懐中「日本外交安全研究 30 年総論」（『日本学刊』2011 年第 3 号）、呂燿東研究員「中国 30 年来的日本

外交研究」（「中国のここ 30 年の日本外交研究」『日本学刊』2015 年増刊）など成果を参考にした。ここに特に謝意を示したい。

また本稿においては『日本学刊』を主な資料源とした。同誌は、関連論文が集中して掲載されるだけでなく、日本外交に対する

中国の学界の主流の味方を代表するものだからである。このほか『中国社会科学』や『世界経済与政治』、『国際問題研究』、

『現代国際関係』、『東北亜論壇』、『日本研究』、『中日関係史研究』、さらに一部の大学の学報なども扱うが、これらには関連

する論著の範囲に限りがあるという不足がある。  
2 呉懐中「日本外交安全研究 30 年綜述」（『日本学刊』2011 年第 3 号）  
3 呂燿東「中国 30 年来的日本外交研究」（『日本学刊』2015 年増刊）  
4 http:/ /s .wanfangdata.com.cn/Paper.aspx?q=日本外交&f=top，2016 年 4 月 18 日。  
5 当時、日本研究に参加した影響力のあった台湾籍の人物には、宋斐如や李万居、李純青、黄朝琴、謝南光、連震東など

の各氏がいる。李純青「回顧与思考」（「回顧と思考」）、宋亮「台湾“人民導報”社長宋斐如」、楊錦麟「『為覓霊方振国魂』―

―抗日烽火中的李万居」（「抗日の烽火にいた李万居」中華全国台湾同胞聯誼会編『台湾同胞抗日 50 年紀実』，中国婦女

出版社 1998 年）参照。  
6 沈扶『従台北到延安』（『台北から延安へ』，中華全国台湾同胞聯誼会編『台湾同胞抗日 50 年紀実』中国婦女出版社，

1998 年，341-345 頁）  
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口で創刊し、後に香港に移転され、1938年に重慶で復刊された雑誌の『戦時日本』は、大きな影響

力を誇った。 

1945年に日本が降伏すると、戦後は米国の介入の下、台湾の国民党政権と日本が「平和条約」を

締結し、「公的」な関係を維持した。その後に建国された中華人民共和国は、米国を筆頭とする西側

世界によって外交的に孤立させられた。閉鎖された中国大陸部の学術界の国際関係研究は改革開

放まで多くの制約を受け、外国の状況の収集・帰納・整理を中心としたものに限られることとなり、学術

研究は極めて手薄となり、日本外交研究もその例外ではなかった。 

1972年の日中国交正常化、1978年の『日中平和友好条約』の締結、さらに中国共産党第 11期中

央委員会第 3回全体会議での改革開放路線の確立は、中国の日本外交研究の急速発展の契機と

なった。中国社会科学院日本研究所や中国現代国際関係研究所、上海国際問題研究所、さらに

北京大学、南開大学、復旦大学、遼寧大学、吉林大学などの大学の日本研究機関は、中心となっ

て指導的な役割を演じることとなった。 

（一）日本外交戦略の動向の研究  

サンフランシスコ平和条約調印後、日本は名目上、独立国としての基本的な外交の権利を獲得し

たが、実際には米国の外交戦略の制約を大きく受け続けることとなった。経済の急速な発展によって

世界の経済強国となる過程で、日本は主に、経済的手段で外交目標を達成した。1980年代に入ると、

日本の国家戦略は重要な転換期を迎え、日本は、経済大国から政治大国への華麗な転身を求め、

その外交戦略も必然的にその影響を受けることとなった。 

赫赤が「80年代日本外交的若干特点」（「80年代の日本外交の若干の特徴」『日本学刊』1994年

第 4号）でこの変化について指摘したように、80年代は、戦後日本外交が戦略的な調整を進めた重要

な転換期であり、日本外交史において重要な位置を占めている。この時期には、世界の潮流に流され

るままの受け身の日本外交の常態が改変されただけでなく、「その経済力にふさわしい政治大国となる」

という、日本の発展方向に影響を与える外交目標が積極的に打ち出された。80年代の日本外交には

以下の特徴が見て取れる。（1）日米同盟を堅持し、自主性を積極的に発揮する、（2）アジアに立脚し、

世界に目を向ける、（3）経済によって道を開き、多元的な手段で、政治大国化の実現のために条件

を作り出す――。本論文はさらに次のように指摘する。もしも80年代の日本の防衛態勢の変化がこの

まま続けば、日本はいつの間にか「軍事強国」または「軍事大国」となるだろう。軍事的役割の発揮を

日本に奨励する米国の政策は、日本が軍事大国化する触媒となる可能性がある。日本が、日米関

係と日中関係をうまく処理することができるかは、未来の日本外交にとって厳しい試練となる――。銭

学明は、「1986年日本外交的新発展」（「1986年の日本外交の新たな発展」『日本問題』1987年第 3

号 ）と題した論文で、長期政権であった中曽根内閣の推進していた対外政策について、「政治 ・経

済 ・技術・外交・軍事などの多様な手段を積極的かつ総合的に運用し、日本の政治的地位をさらに

高め、国際事務において日本の利益を守り、発展させる」ものと総括した。季崇威と武超は、『世界政

治与経済参考』に発表した「従経済大国邁向政治大国」（「日本の“政治大国”政策の動向」『世界

政治与経済参考』1983年第 4号）において、1980年代に入った後、日本の統治集団は一貫して、「経

済大国から政治大国へ」をその対外戦略の基本方針とし、経済・政治・外交などの手段を頼りとし、

高い軍事力にも支えられながら、「多極世界」において重要な一極を占め、「いくつかの大国によって

共同管理される」「国際政治経済の新秩序」を打ち立て、アジア太平洋に君臨する役割を日本に演じ

させ、「日本を中心とした太平洋時代」に向けて道をならそうと画策していると指摘した。このほか劉江

永の「論日本対外戦略的発展」（「日本の対外戦略の発展を論じる」『日本問題』1986年第 1号）、徐

之先の「緩和形勢下的日本外交」（「緩和情勢における日本外交」『日本問題』1990年第 1号）もほぼ

同じように論じた。 
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（二）日中関係とその発展の趨勢  

戦後初期においては、冷戦の枠組の制約、とりわけ朝鮮戦争において中米が敵国となった影響を

受け、日中関係の発展は困難になった。1960年代、中ソ関係が悪化すると、地政学的な駆け引きを

通じて、中米関係は一定程度緩和された。日中両国間では、岸信介内閣や佐藤栄作内閣の深刻な

干渉を受けながらも、両国人民による「漸進的積み重ね」の方式を通じて、また中米関係の改善も加

わって、1970年代には国交が回復され、1978年には平和友好条約が締結された。だが1980年代、日

本の国家戦略と外交方針には重大な転換が起こり、日中間においては、日本の首相による公人とし

ての靖国神社参拝や教科書問題などをめぐる矛盾が次第に際立つようになった。だが1970年代の日

中関係の「蜜月期」の余熱によって、日中関係は基本的には正常な発展の状態を保持した。 

この時期の中国人研究者の日中関係の研究においては言うまでもなく、二つの政治文書の枠組の

下でいかに日中関係の発展を確保し、歴史の悲劇の再演を防ぐかが注目点だった。 

例えば田桓は、「略論中日関系的過去和未来」（「日中関係の過去と未来の略論」『日本問題』

1985年第 4号）において、日中両国の古くからの歴史的な交流を振り返ることを通じて、日本ファシズ

ムが中国侵略戦争において日中両国の人民にもたらした深刻な災難を深く認識し、歴史の悲劇の再

演を防止することは、日中両国が共同で努力すべき方向であると強調した。何方は、「記取歴史教訓

発展中日友好 ——紀念“盧溝橋事件”50周年 」（「歴史の教訓を銘記し日中友好を発展させる――

“盧溝橋事件”50周年記念」『世界知識』1987年第 13期）において、「世界平和を守り、日中間の善

隣友好関係を強化し発展させるためには、歴史に正しく向き合い、経験を総括し、教訓を汲み取り、

前進の道にあるさまざまな障害を克服しなければならない」とし、「日中友好は、両国が平和な国際環

境を実現するための重要な条件である」と強調した。宦郷は、「中日関系与亜洲的安全和発展」（「日

中関係とアジアの安全と発展」『日本問題』1987年第 3号）において、日中両国は次の三つの方面で

共通認識を達成しなければならないと指摘した。第一に、「温故知新（古きをたずね新しきを知る）」を

真剣に実践しなければならない。歴史が証明しているように、「和すればともに利し、戦えばともに傷つ

く」。日中関係においては、中国側は、「日中共同声明」と「日中平和友好条約」が、日中両国が相

互信頼を確立するための基礎となることを信じる。第二に、相互理解を積極的に深めなければならな

い。日中関係の発展においては、長期的に考え、相互に尊重し、相違する、さらには相反する意見を

も提起できるのでなければならない。日中両国の研究者と政治家は、「耳に痛いことでも言える友人」と

ならなければならない。第三に、両国は、アジアの平和に貢献しなければならない――。このほか何方

の「中日関系与亜洲和平」（「日中関係とアジアの和平」『日本問題』1987年第 4号）、孫平化の「中

日邦交正常化 15周年的回顧」（「日中国交正常化 15周年の回顧」『日本問題』1987年第 5号）、趙

安博の「吸取暦史教訓，加強中日友好」（「歴史の教訓を汲み取り、日中友好を強化しよう」『日本問

題』1987年第 5号）、張香山の「厳格遵守“声明”和“条約”，実現中日世代友好」（「“声明”と“条約”

を厳格に遵守し、日中の世々代々の友好を実現しよう」『日本問題』1987年第 5号）などの論文も、同

様の観点を示した。孫平化は一方、「池田勇人与中日関系」（「池田勇人と日中関係」『日本問題』

1985年第 4号）において、「日中関係の困難な時期に池田内閣が日中関係を『半官半民』の新たな

段階へと推し進めたことが、戦後の日中関係の歴史の大河において果たした役割は、無視されるべき

ではない」と指摘した。 
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（三）日米・日ソ関係  

戦後から1980年代までの日米関係は、日増しに激化した経済摩擦を含め、幾度かの曲折を経るこ

ととなったが、張碧清が「八十年代的日美関系」（「80年代の日米関係」『日本問題』1985年第 2号）

や「布什上台后摩擦日趨激化的日美関系」（「ブッシュ政権後に摩擦の激化する日米関係』『日本

問題』1989年第 6号）などの論文において指摘したように、両国の利益がどこにあるかを考慮すれば、

経済上の衝突はさらに激化し、両国関係には根本的な変化は起こらないと考えられた。このほか丁幸

豪ら「日美関系的現状与展望」（「日米関係の現状と展望」『日本問題』1986年第 4号）や銭学明「日

美蘇関系中的日本」（「日米ソ関係における日本」『日本問題』1987年第 2号）などの論文は、日米関

係は矛盾に満ちており、絶え間ない調整を必要とするものの、米国の絶対的な主導的地位と日本自

身の欠陥から、戦後以来の日米関係の大きな枠組は変わらないと論じた。 

戦後から80年代までの日ソ関係は、冷戦の枠組と米国の地政学的戦略を受け、突破の実現は困

難となった。また北方領土問題は、両国間に横たわるすぐには乗り越えられない障害となった。ソ連国

内の情勢の変化と米ソ関係のデタントに伴い、日ソ間でも関係の緩和を探る可能性が現れた。陸文

栄「戈爾巴喬夫執政以来的日蘇関系」（「ゴルバチョフ就任以来の日ソ関係」『日本問題』1986年第

4号）や徐之先「日蘇関系的新動向及発展趨勢」（「日ソ関係の新たな動向と発展動向」『日本問題』

1987年第 3号）、金君暉「略論美蘇関系的緩和和日本在国際上的作用」（「米ソ関係のデタントと日

本の国際的な役割の略論」『日本問題』1988年第 4号）などは、これに対して具体的な解析を試みる

ものだった。 

戦後から1980年代までの日本外交研究には以下の特徴が見られる。第一に、国別では主に、大

国や日本と中国、米国とソ連の関係に限られ、論文の総体的な数量も多くなかった。第二に、学術レ

ベルから言えば、この時期の研究成果は学術的な重みを欠き、方法論においても多くは理論的な分

析を欠き、叙述的なものが中心となった。第三に、この時期の著者は、多くが日中国交正常化をじか

に体験した人物だった。彼らの研究成果は、動的な状況と実効性への偏りを免れないものの、史料的

には大きな価値を持つものとなった。 

 

二、1990 年代の日本外交研究 

1990年代は、国際政治の激しい変動の時期となった。冷戦の終結は日本に大きな衝撃を与え、そ

の外交戦略に重大な影響をもたらした。大きく変わる国際政治を目の前にして、日本のエリートらは、

世界とアジア太平洋の戦略局面を再構築する構想を示し、その構想は日本の外交の実践に反映さ

れた。この時期の中国人研究者の日本外交研究における主な注目点は依然として日本外交戦略の

調整や日中関係、日米関係などにあったが、この変化に応じて、その内容の変化と新たな特徴により

重点を置いたものとなった。 

（一）日本の外交戦略の調整  

この時期の日本外交戦略の調整の総体的な考え方については、劉江永「日本的国際新秩序藍

図」（「日本の国際新秩序のビジョン」『日本学刊』1991年第 6号）や陳潔華「論日本的国際新秩序設

想」（「日本の国際新秩序構想を論じる」『日本学刊』1991年第 1号）、何倩「90年代日本外交展望」

（「90年代の日本外交の展望」『日本学刊』1991年第 2号）、周季華「冷戦后日本外交的調整方向」

（「冷戦後の日本外交の調整方向」『日本学刊』1992年第 6号）、紀朝欽ら「日本対外戦略動向及中

日関系」（「日本の対外戦略の動向と日中関係」『日本学刊』1993年第 6号）、楊運忠「90年代中后

期日本亜太外交的基本態勢」（「90年代中後期の日本のアジア太平洋外交の基本姿勢」『日本学



◆第一部 中国の日本研究―各分野の現状 

36  

刊』1994年第 2号）などの論文が詳しい検討を行った。姚文礼は「簡論冷戦期間日本対外政策調整」

（「冷戦期の日本の対外政策の調整の略論」『日本学刊』1994年第 1号）で、日本は冷戦終結後、90

年代のさまざまな挑戦を迎えるため、また21世紀の発展に目を向けるため、その対内・対外の戦略を

調整しており、日本の外交目標はさらに明確となり、「政治大国へ」という軸に添った活動が展開され、

外交は低姿勢から高姿勢へと転換し、外交活動の範囲はより一層拡大していると指摘した。さらに日

本外交は、一方では、米国の世界戦略に能動的に連携し、米国の力を借りてその国際的な地位を

高めようとするものであると同時に、もう一方では、アジア太平洋において重点的な活動を展開し、地

域の事務における主導的な役割の発揮を求め、世界の「政治大国」となろうとするものだと論じた。丁

英順は「日本外交発生変化：志在“回帰亜洲”」（「日本外交に発生する変化：“アジアへの回帰”の

願望」『日本問題研究』1996年第 1号）で、日本のアジア戦略は、日本の国際新秩序構築において主

導的な地位を占め、明らかな政治的・軍事的色彩を帯びたもので、アジアを牛耳ろうとする戦略的な

企図を秘めたものだと指摘し、だがこれはアジア各国の根本的な利益とは合致せず、長期的に見れば

いかなる前途もないものだと論じた。この時期の日本の外交戦略調整における新たな要素に対しては、

林暁光が「日本政府的環境外交」（「日本政府の環境外交」『日本学刊』1994年第 1号）において、

「日本政府は近年、『国際国家』としての世界における影響の拡大をはかり、国際事務の解決に積極

的に参加して主導的な役割を発揮しようと努め、外交戦略の総合性や多層性、全方向性を重視し、

いわゆる『大国外交』を進めている。国際協力を通じて環境保護を強化し、『環境外交』を積極的に

展開することは、日本の大国外交の重要な構成部分となる」と指摘した。 

（二）日中関係  

日本の対中政策と日中関係は言うまでもなく、依然としてこの時期の日本外交研究の重点となった。

陸忠偉「国際格局変動中的中日関系」（「国際局面の変動における日中関係」『日本学刊』1992年

第 6号）、馮昭奎「関于中日関系的若干思考」（「日中関係に関する若干の思考」『日本学刊』1992

年第 6号）、宋成有「日本的大国追求与中日関系」（「日本の大国の追求と日中関係」『日本学刊』

1993年第 1号）、金熙徳『日本外交与中日関係—20世紀 90年代新動向』（『日本外交と日中関係―

―1990年代における新たな動向』、世界知識出版社 2001年版）、姜躍春「新時期的中日関系」（「新

時期の日中関係」『国際問題研究』1997年第 4号）、鄭必堅「関于中日関系的暦史新機遇」（「日中

関係の歴史における新たな機会に関して」『日本学刊』1992年第 6号）などは主に、冷戦後の国際局

面の劇変における日中関係の基本的な動向と機会、挑戦をマクロな視点から論じたものである。 

1990年代初頭、日中関係に対して人々はまだ比較的楽観的な見方を持っていた。何方は「国際

形勢和中日関系」（「国際情勢と日中関係」『日本学刊』1992年第 1号）において、日中関係を論じる

ためには、これを世界において位置づける必要があり、国際的な環境から離れて日中関係を単独で

捉えることはできないと主張し、日中友好協力を新たな段階へと前進させるためには、▽相互理解を

増進し、相違を正しく処理する、▽交流を拡大し、協力を強化する、▽国際協力に参加し、世界に貢

献する――ことが必要だと論じた。だが「台湾海峡危機」の後、中国人研究者の日中関係の見方はよ

り複雑なものとなった。金熙徳はその著作『日本外交と日中関係――1990年代における新たな動向』

7において、形式は変わっても、日本の対外戦略目標は、「普通の国」の地位を得て、自己の経済大

国の地位を利用して政治大国や軍事大国へと進み、最終的には世界における主導的・支配的地位

                                                   
7 金熙徳『日本外交 30 年 ——従福田康夫到福田糾夫』（青島出版社，青島，2008 年）  
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を達成することだと論じた。日本外交のこうした変化は、合理的な要素も持ちながら、ある種の危険な

傾向をはらむもので、日中関係の調整に必然的に直接の影響をもたらすものとなるとされた。 

（三）日米関係  

米国に対する日本の「NO」の声は戦後も少なくなかったが、冷戦終結後、ソ連の解体により、日米

関係も方向を見失ったいわゆる「漂流期」に入った。「台湾海峡危機」をおおよその契機として、とりわ

け中国の急速な発展を受けて、日米は「共同の懸念」を持つようになり、日米同盟関係のさらなる基

礎固めと強化によって中国の台頭にいかに共同で対応するかが、この時期の日米関係の主な内容と

なった。張碧清「国際形勢巨変后的日美関系」（「国際情勢の巨大な変化の後の日米関係」『日本

学刊』1992年第 3号）や周永生「冷戦后的日本外交与日美安保体制」（「冷戦後の日本外交と日米

安保体制 」『世界経済与政治 』1998年第 11期 ）、周季華 「日美安保体制的強化与東亜的安全 」

（「日米安保体制の強化と東アジアの安全」『日本学刊』1996年第 4号）、楊運忠「美国進一歩調整

対日政策」（「米国による対日政策のさらなる調整」『世界経済与政治』1995年第 7号）、劉江永「新

“日美防衛合作指針”何以令人憂慮」（「新たな“日米防衛協力のための指針”はなぜ気がかりか」

『現代国際関係 』1997年第 11期）、金熙徳「日美同盟的 “再定義 ”及其未来趨勢 」（「日米同盟の

“再定義”及びその未来の趨勢」『世界経済与政治』2000年第 7号）、楊伯江「強化日美同盟：日本

面向世紀的戦略起跳板」（「日米同盟強化：世紀の戦略に向けた日本のジャンプ台」『現代国際関

係』1999年第 6号）、張蘊嶺主編『転変中的中、美、日関係』（『転換期にある中米日関係』、中国社

会科学出版社 1997年版）、劉建飛『敵人、朋友還是伙伴—中日美戦略関係演変』（『敵か味方かそ

れともパートナーか――日中米戦略関係の変遷』、中央文献出版社 2000年版）、趙階琦「冷戦后的

中日美三辺安全関系」（「冷戦後の日中米 3カ国の安全関係」『日本学刊』1997年第 3号）、呉心伯

「謀求中日美三辺関系的平衡発展」（「日中米 3カ国関係の均衡発展の追求」『世界経済与政治』

1999年第 2号）などの論文・著作は、冷戦期には主にソ連に向けられていた「日米同盟」の矛先が中

国に向かうという重大な変化を集中的に検討するものとなった。劉世竜は、『美日関係（1791-2001）』

（『米日関係（1791-2001）』）において、日本は、冷戦終結後の世界の情勢は総体として緩和に向か

っているが、アジア地域においては依然として潜在的な衝突が存在しており、安全面で日本は米国の

保護を必要としていると考えており 8、日米同盟は日本外交の基軸として再確認され、徐々に展開さ

れていくものと論じた。 

（四）日本の世界・アジア太平洋外交  

大国外交だけでなく、日本の世界と地域の外交についての研究も、1980年代と比べて大きく発展

した。この分野の論文には、魯義「日本的聯合国対策与活動」（「日本の国連対策と関連活動」『日

本学刊』1993年第 2号）や朱心坤「日本的新欧洲政策」（「日本の新欧州政策」『日本学刊』1990年

第 5号）、金熙徳「90年代日本与西欧関系的基本特点」（「90年代の日本と西欧の関係の基本的な

特徴」『日本学刊』1996年第 2号）、林暁光「戦后日本的中東外交」（「戦後日本の中東外交」『日本

学刊』1991年第 2号）、丁英順「日朝関系正常化進程及其展望」（「日朝関係の正常化プロセスとそ

の展望」『日本学刊』1998年第 4号）、暁光ら「日本政府的対越外交政策」（「日本政府の対ベトナム

外交政策」『日本学刊』1995年第 2号）などがある。これらの研究は、日本が「常任理事国入り」を手が

                                                   
8 劉世竜『美日関係（1791-2001）』（世界知識出版社，北京，2004 年，624-625 頁）  
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かりとしてさまざまな戦略的利益の獲得を求めていることを示す一方、日本のアジア太平洋外交戦略

がまだ本当には展開されておらず、日本国内の不安定な政治環境が重要な制約要素となっているこ

とを示すものであった。 

このほかこの時期のカギとなった事件の一つである「台湾海峡危機」の発生によって、日台関係に

関する論述が大幅に増加した。『日本学刊』だけでも、殷燕軍「日本対台湾海峡介入政策的演変」

（「日本の台湾海峡に対する介入政策の変遷」『日本学刊』1997年第 6号）や王公竜「日本対台政策

調整中的美国因素」（「日本の対台政策の調整における米国の要素」『日本学刊』1999年第 6号）、

李水旺ら「現階段台日関系剖析」（「現段階における台日関係の分析」『日本学刊』1992年第 5号）な

ど多くの論文が掲載された。 

研究者らの長期にわたる研究の蓄積を経て、1990年代には、日本外交研究に関する多くの著作も

出版された。例えば呉学文『日本外交軌跡：1945-1989』（『日本外交の軌跡：1945-1989』、時事出

版社 1990年版）、宋成有『戦後日本外交史：1945-1994』（世界知識出版社 1995年版）、劉江永編

『跨世紀的日本：政治、経済、外交新趨勢』（『世紀の変わり目における日本：政治、経済、外交の新

たな趨勢』、時事出版社 1995年版）、田恒主編『戦後中日関係文献集（1945－1995）』（中国社会

科学出版社 1997年版）、金熙徳『日美基軸与経済外交：日本外交的転型』（『日米基軸と経済外

交：日本外交の転換』、中国社会科学出版社 1998年版）、張鍵『戦後日本的経済外交：1952-1972』

（ 『戦後 日本 の経 済外 交 ：1952-1972』、天 津人民 出 版社 1998年版 ）、馮昭 奎 『戦 後日 本外 交 ：

1945-1995」（中国社会科学出版社 1998年版）、米慶余編『日本百年外交史論』（中国社会科学出

版社 1998年版 ）、胡令遠主編『国際化：島国日本的歴史選択』（『国際化：島国日本の歴史的選

択』、上海財経大学出版社 1999年版）などが挙げられる。これらの著作の出版は、中国の日本外交

研究の深まりと飛躍的な成果を示している。 

1990年代の日本外交研究を振り返ると、まず内容においては、前半の研究は、冷戦後の中国の力

強い台頭を背景とした日本の対外戦略の調整と外交の動向に集中したもので、後半の研究は、日米

同盟関係の再確認と日本の対外戦略の調整、日中関係に対するその影響、つまり総体的な対外戦

略において日本が示した、米国と連携して中国を牽制しようという傾向に集中したものであることがわ

かる。次に研究水準においては、着実な水準の向上と配置の緩やかな全面化という特徴を示している

ことがわかる。内容の深化から見ると、梁雲祥「冷戦后日本外交政策決策体制的変化及其特点和

原因」（「冷戦後の日本の外交政策の意思決定体制の変化とその特徴・原因」『日本学刊』1997年

第 2号）や李小華「走向経済大国的中国与走向政治大国的日本—以基于地縁政治与相互依存理

論的分析為中心」（「経済大国に向かう中国と政治大国に向かう日本――地政学と相互依存理論に

基づく分析を中心に」『日本学刊』1999年第 4号）などの論文が、理論の高みから、また日本外交と内

政との関係から、日本外交と日中関係を分析したものとなった。対象の拡張から見ると、国際的な背

景や日本と周辺国家との関係の発展・変化などをより重視して日本外交を考察するものとなった。第

三に、カテゴリーの拡充。例えば日本の経済外交やODA外交、環境外交などを含むものとなった。第

四に、基礎固め。この時期には、第 2次大戦後の日本外交史に関する多くの専門書が出版された。 

 

三、21 世紀以降の日本外交研究 

日本政府は21世紀に入ってすぐに、日本の外交戦略の調整について、関連の研究者を集めて「チ

ャレンジ2001―21世紀に向けた日本外交の課題―」を作成し、21世紀の日本の外交戦略の方向や

目標、課題などを全面的に論述した。日本で毎年発行される「外交青書」は、その具体的な実録と言

える。理念と実践の結合から見ると、「普通の国化」が、日本の新世紀の国家・外交戦略の選択となっ

たことに疑いの余地はない。 
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これと関連して、1980年代以来の日中関係の蜜月期は、1990年代の調整を経て、終焉を迎えるこ

ととなった。両国関係は、さまざまな事件に遭遇する時期を迎えた。歴史認識問題や靖国神社問題、

台湾問題、尖閣諸島問題などがクローズアップされ、両国関係は深刻な危機に直面し、両国民の感

情も深刻な影響を受けた。とりわけ2012年に日本の野田政権が中国領土の尖閣諸島を国有化したこ

とは、両国関係を中断寸前にまで追いこんだ。日中関係の突破口はどこにあるのかという問いは、両

国が直面する迫切した課題となった。中国人研究者のこれに対する多くの研究成果は、この困難の

分析と打破に向けて、知識面からの貢献を果たした。  

（一）日本の外交戦略とその変化  

前述のように、21世紀に入ってから現在までに、日本の国家戦略には徐々に根本的な変化が発生

し、中でも安保分野での変化は際立った。「普通の国化」という目標も当然、その外交戦略に投影さ

れることとなった。その背景には、中国の急速な台頭と米国のいわゆる「アジア太平洋へのリバランス」

があり、日本国内の右翼政治勢力は、この二つのカギとなる外部における変数を利用し、「普通の国

化」を手がかりとして、政治・軍事大国としての日本の輝きをもう一度よみがえらせようとした。 

楊伯江・馬駿威・王珊・劉軍紅らは「当前日本対外戦略：成因、手段及前景」（「現在の日本の対

外戦略：原因・手段・前景」『現代国際関係』2006年第 12期）で、21世紀に入って以降、国内の経済

社会の転換や政治環境、外部環境の重大な変化に伴い、「政治大国化」追求という日本の対外戦

略目標の歩みはますます確固としたものとなり、戦略実施の手段や選択は日増しに多様化・総合化し

ていると指摘した。劉世竜は「冷戦后日本的外交戦略」（「冷戦後の日本の外交戦略」『日本学刊』

2003年第 5号）において、今後十年に目を向けると、日本は、米国との同盟を維持すると同時に、「正

常な国」への歩みを進め、米国の指導下で軍事大国化をより強め、集団的自衛権行使に向かってい

くだろうと指摘した。李言剛と張瑞華は「小泉執政后日本外交的変化」（「小泉政権誕生後の日本外

交の変化」『国際関係学院学報』2005年第 4号）において具体的に、小泉政権は反テロを契機として、

日米同盟を強化すると同時に、歴史・領土問題においても強硬な対外政策を実行し、周辺国の強い

不満を呼んでおり、東アジアさらにはアジア太平洋地域の安全メカニズムの構築に小泉外交は重大な

衝撃をもたしたと指摘した。このほか日本の新世紀の外交戦略の変化に対する代表的な研究成果と

しては、孫承「日本対外戦略和対華戦略簡析」（「日本の対外戦略と対中戦略の分析」『日本学刊』

2000年第 5号）、呉懐中「日本対華大戦略解析—以“接触”和“防範”為核心概念」（「日本の対中大

戦略の解析――“接触”と“防備”を核心概念として」『日本学刊』2012年第 5号）、高蘭「21世紀日本

自由主義外交戦略思想解読 —以“地球貢献国家”論為中心」（「21世紀の日本の自由主義外交戦

略思想の解読――“地球貢献国家”論を中心に」『日本学刊』2008年第 5号）、晋林波「新世紀日本

外交戦略的発展趨向」（「新世紀の日本外交戦略の発展趨勢」『国際問題研究』2004年第 4号）、

胡令遠「第 23届参議院選挙后日本的戦略取向与中日関系」（「第 23回参議院選挙後の日本の戦

略方向と日中関係」『当代世界』2013年第 9号）、佐橋亮・劉星「亜太秩序的変化与日本的戦略」

（「アジア太平洋秩序の変化と日本の戦略」『中国国際戦略評論』2012年）、白如純「日本地区外交

戦略調整的若干問題」（「日本の地域外交戦略調整に関する若干の問題」『日本学刊』2004年第 6

号）、呂燿東「洞爺湖八国峰会与日本外交戦略意図」（「洞爺湖G8サミットと日本の外交戦略意図」

『日本学刊』2008年第 6号）、廉徳瑰「略論日本“海洋派”的対外戦略思想」（「日本“海洋派”対外

戦略思想略論」『日本学刊』2012年第 1号）、周永生「小泉内閣外交政策浅析」（「小泉内閣の外交

政策の分析」『日本学刊』2006年第 5号）、孫承「鳩山内閣外交的基本特征」（「鳩山内閣外交の基

本的特徴」『日本学刊』2010年第 2号）、「菅直人対外政策調整浅析」（「菅直人の対外政策調整の

分析」『日本学刊』2011年第 2号）、廉徳瑰「地縁政治与安倍的“価値観外交”」（「地縁政治と安倍

“価値観外交”」『日本学刊』2013年第 2号）、張瑶華「安倍 2.0時代的日本外交」（「安倍 2.0時代の
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日本外交」『国際問題研究』2013年第 3号）、王珊的「“反恐外交”与日本的戦略」（「“反テロ外交”

と日本の戦略」『現代国際関係』2001年第 12期）、呉懐中「安倍“戦略外交”及其対華影響評析」

（「安倍“戦略外交”と中国に対する影響の評価・分析」『日本学刊』2014年第 1号）、帰永涛「軍事制

衡中国—安倍新政権的対外政策」（「中国の軍事的牽制――安倍新政権の対外政策」『中国国際

戦略評論』2013年第 6号）、沈海涛・李永強「日本対華公共外交実施困境分析」（「日本の対中公

共外交の実施困難の分析」『日本問題研究』2014年第 1号）などが挙げられる。 

このほか李寒梅らによる著作『21世紀日本的国家戦略』（『21世紀日本の国家戦略』、社会科学

文献出版社 2000年）は、日本の「政治体制」「外交戦略」「行政改革」「経済体制・科学技術発展戦

略」の四つの面から、戦後日本全体の発展の道を系統的にかつ詳しく検討し、現実の変化を追跡し、

その未来の行方を論じたものである。呂燿東の『中国和平発展与日本外交戦略』（『中国の平和発

展と日本の外交戦略』、社会科学文献出版社 2010年）は、国際体系下における中国と日本の国際

戦略とその外交の理念・実践を研究対象とし、中国の平和発展と日本の外交戦略の調整の間の相

互関係を重点とし、両国の対外戦略目標の形成や発展、両国の相互関係について全面的な分析を

行い、グローバル化時代の戦略決定モデルと対外関係転換の特徴、日本の対外戦略思想・戦略構

想の発展について論じたものである。 

（二）日中関係  

1990年代の日本外交戦略の調整と日中関係の変化は主に、冷戦の終結によるものであったと言

える。両極対立の大きな枠組が崩れたことに応じて、一連の結果が引き起こされた。日本の対外戦略

と日中関係の変化・調整は、この延長線上にある必然的な結果であった。だが21世紀に入って以降

の日中関係の変化は主に、中国の急速な台頭が、日本と米国の深い懸念とさまざまな不適応を引き

起こしたためである。まず小泉純一郎政権は、戦後日本には珍しい長期政権となり、その5年余りの政

権運営過程における外交と対中思考を認識することは、その後の基準となるものとしても高い意義を

持つものとなった。この間は、米国一辺倒と日米同盟の強化が目立ち、一方では毎年靖国神社を参

拝することで政治的に中国に挑戦し、もう一方では中国の急速な発展の恩恵にもあずかろうとするもの

で、「政冷経熱」がその表れとなった。 

これに対し、李建民著『冷戦後日本的“普通国家化”与中日関係的発展』（『冷戦後日本の“普通

の国化”と日中関係の発展』、中国社会科学出版社 2005年、北京）は、日本の国内政治や対外政

策、社会思潮などの面での変化を切り口として、日本の「普通の国化」に対する複数の角度からの洞

察と分析を行い、「普通の国」という政治理念提出の目的は、日本の国際社会における新たな「国家

イメージ」を形成するためであり、その実質は、「自主性」「対等化」「大国化」の追求にあると論じた。さ

らに中国は、日本の「普通の国化」の「中心」を深く理解してこそ、戦略的な対応における主導権を手

に入れることができるとした。 

このほか武寅「熱戦冷戦温戦 ---国際大背景下的日本政治走向与中日関系」（「熱戦・冷戦 ・温

戦――国際的な大きな背景の下での日本政治の行方と日中関係」『日本学刊』2002年第 4号）、朱

鋒「国際戦略格局的演変与中日関系」（「国際戦略局面の変遷と日中関係」『日本学刊』2014年第

6号）、蒋立峰「未来十年的中日関系与中国対日政策——21世紀中日関系研究報告」（「今後 10年

の日中関係と中国の対日政策――21世紀日中関係研究報告」『日本学刊』2009年第 5号）、「当前

日本政治経済形勢及中日関系」（「当面の日本の政治経済情勢と日中関係」『日本学刊』2001年

第 4号）、「鞏固基礎、創新模式使中日関系持続発展的関鍵」（「基礎固めとモデル革新が日中関

係の持続発展のカギとなる」『日本学刊』2007年第 5号）、「戦略互恵、合作共贏：中日関系発展新

階段」（「戦略互恵・協力ウィンウィン：日中関係発展の新たな段階」『日本学刊』2008年第 4号）、劉

徳有「思考 21世紀的中日関系」（「21世紀の日中関係を考える」『日本学刊』2000年第 6号）、孫新
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「機遇与挑戦 —新時期中日関系的思考」（「チャンスと挑戦――新時期の日中関係に関する思考」

『日本学刊』2003年第 4号）、姜躍春「如何把握当前的中日関系」（「当面の日中関係をいかに把握

するか」『中国中日関係史研究』2012年第 1号）、劉徳有「発展中日関系之我見」（「日中関係発展

に関する私見」『日本学刊』2002年第 4号）、高海寛「切実堅持発展中日関系的正確方向」（「日中

関係発展という正しい方向を着実に堅持しよう」『日本学刊』2003年第 4号）、呉寄南「対突破中日関

系僵局的幾点思考」（「日中関係の行き詰まりの突破のためのいくつかの思考」『日本学刊』2005年

第 2号）、金熙徳「中日関系“重新定位”問題的探討」（「日中関係“新たな位置付け”問題の検討」

『日本学刊』2007年第 4号）、「締約 30年中日関系的演変軌跡」（「平和友好条約締結 30年日中関

係変遷の軌跡」『日本学刊』2008年第 6号）、胡令遠「中日関系的新向度」（「日中関係の新次元」

『中国社会科学文摘』2009年第 2号）、「“価値”--“利益”範式下的中日関系管窺」（「“価値”―“利

益 ”パラダイム下の日中関係の偏向」『東北亜論壇』2013年第 6号）、胡令遠・洪偉民「試論鳩山内

閣的外交戦略調整」（「鳩山内閣の外交戦略調整試論」『日本研究』2009年第 4号）、徐万勝「論中

日関系机制化建設」（「日中関係の制度化建設を論じる」『日本学刊』2013年第 1号）などの論文は、

マクロやミクロ、制度化建設などさまざまな視点から、この時期の日中関係を解き明かしたもので、多く

は核心を突いた力作となった。 

安倍政権の最初の任期とその後の福田内閣と鳩山内閣の期間、日中関係はいくらか緩和し、福

田政権期には改善が際立ったが、日中関係の悪化の傾向を阻止するものとはならなかった。2010年

に中国のGDPが初めて日本を超え、その差を拡大するようになり、また米国の「アジア太平洋へのリバ

ランス」戦略が実施されると、楊棟梁が「直面拐点：歴史視野下中日関系的演進与現実思考」「直面

する転換点：歴史的視野の下での日中関係の変遷と現実的思考」（『日本学刊』2012年第 6号）で論

じたように、近代以降の日中関係は「歴史的な転換点」に入った。これを大きな背景として、尖閣諸島

の主権争いは一時、日中関係の大きな悩みの種となった。この問題をめぐっては、中国の学界でも多

くの論述がなされた。代表的なものとしては、桐声「関于中国東海的釣魚島、専属経済区和大陸架

問題的法律分析」（「中国東シナ海の尖閣諸島と排他的経済水域、大陸棚問題に関する法的分析」

『日本学刊』2003年第 6号）や管建強「国際法視角下的中日釣魚島領土主権紛争」（「国際法の視

点からの日中尖閣諸島領土主権紛争」『中国社会科学』2012年第 12期）、孫伶伶「従国際法角度

分析釣魚群島主権問題」（「国際法の視点から釣魚群島の主権問題を分析する」『日本学刊』2004

年第 2号）、包霞琴「中日釣魚島領土争端的演変与現状——以“擱置争議“原則為中心」（「日中尖

閣諸島領土争いの変遷と現状――“論争の棚上げ”原則を中心に」『日本研究』2011年第 3号）が挙

げられる。胡徳坤・黄祥雲「美国在中日釣魚島争端上“中立政策”的由来与実質」（「日中尖閣諸

島争いにおける米国の“中立政策”の由来と実質」『現代国際関係』2014年第 6号）などの論文は、法

律や歴史などの視点から尖閣諸島が中国固有の領土である自明性を論証したものである。尖閣諸島

の主権争いに関連して、この時期にはさらに、「台湾問題」や「琉球問題」に関する多くの論文・著作

が出現した。例えば張進山「日本政界台湾幇的動向及其対中日関系的影響」（「日本政界の台湾

ロビーの動向と日中関係に対するその影響」『日本学刊』2001年第 2号）や張燿武「冷戦后的日美安

保体制与台湾問題」（「冷戦後の日米安保体制と台湾問題」『日本学刊』2001年第 3号）、修斌 ・姜

秉国「琉球亡国与東亜封貢体制功能的喪失」（「琉球の亡国と東アジアの冊封体制機能の喪失」

『日本学刊』2007年第 6号）、王海濱「琉球名称的演変与沖縄問題的産生」（「琉球の名称の変遷と

沖縄問題の誕生」『日本学刊』2006年第 2号）、修斌・常飛「琉球復国運動的歴史回顧」（「琉球の

復国運動の歴史の回顧」『中国海洋大学学報（社会科学版）』2010年第 4号）、雷玉虹「“牡丹社事

件”与日本呑併琉球国」（「“牡丹社事件”と日本の琉球国併合」、李若愚「近百年来東亜暦史中的

“琉球問題”」（「ここ百年の東アジア史における“琉球問題”」『史林』2011年第 4号）、陳静静・張英姣

「美日同盟的出現与沖縄問題的産生」（「米日同盟の出現と沖縄問題の誕生」『東北亜論壇』2011

年第 1号）、村田忠禧・韋平和「日中領土争端的起源 ——従歴史档案看釣魚島問題」（「日中領土
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争いの起源――歴史資料から見る尖閣諸島問題」『台湾歴史研究』第 1号）などは、歴史に対する考

察を通じて、尖閣諸島問題と台湾・琉球問題の由来と歴史の真相を整理することを試みたものであ

る。  

近年の日中関係は、戦後以来の最も低い谷間にあると評されているが、中国人研究者は深い憂

慮を示すと同時に、日中関係の未来にも自信を失わず、歴史の大河における一時的な現象にすぎず、

「常態 」ではないと指摘した。彼らは同時に、見識に富んだ提案も行った。例えば呉寄南と陳鴻斌の

『中日関係瓶頚論』（『日中関係ネック論』、時事出版社 2004年）は、当面の日中関係の長期的な安

定発展に影響を与えるいくつかの「ネック」となる問題を立ち入って分析し、その形成原因や変化の趨

勢、矛盾や対立の解消方法をめぐって、日中両国の歴史認識問題や台湾問題、安全分野における

摩擦や対立、相互信頼のメカニズムを構築する可能性、マスメディアの両国関係における作用という

側面から、それぞれこの「ネック」を突破する可能性と方法を検討した。馮昭奎と林昶の『中日関係報

告』は一方、1972年の日中関係「正常化」の実質が、「中華人民共和国が中国の唯一の合法的な政

府であり、台湾は中国領土の不可分な一部分である」と日本が承認・受容することにあったとすれば、

当面の日中関係が「再正常化」を実現できるかの実質は、「政治大国」に向かう日本と、現在「台頭」

しているとみなされ平和発展の道を急速に進む中国とが、平和共存と友好協力を実現できるかにある

と論じた 9。このほかさらに参照できる論述としては、時殷弘「当前中美日関系的戦略形勢和任務 —

一種宏観視野的大討論」（「現在の中米日関係の戦略情勢と任務――マクロ的視野での大討論」

『日本学刊』2015年第 1号）や高海寛「関于当前日本対華関系的再思考」（「現在の日本の対中関

係に関する再思考」『中日関係史研究』2013年第 4号・通算第 13号）、李薇 「対 2010年中日関系的

看法和改善両国関系的建議」（「2010年の日中関係に対する見方と両国関係改善に向けた提案」

『日本学刊』2011年第 1号）、劉江永「甲午戦争以来東亜戦略格局演変及啓示—兼論 120年来的中

日関系及未来」（「甲午戦争以降の東アジア戦略局面の変遷と啓示―120年にわたる日中関係と未

来を論じる」（『日本学刊』2014年第 1号）、呉寄南「試論中日重構戦略互信的路径選択」（「日中の

戦略的相互信頼の再構築の経路選択試論」『日本学刊』2013年第 4号）、徐梅「経済視域下的中

日関系」（「経済の視野における日中関係」『日本学刊』2013年第 3号）、馮昭奎「中日関系的弁証

解析」（「日中関係の弁証法的解析」『日本学刊』2015年第 1号）などがある。 

（三）日米関係  

1990年代における「再定義」を経た日米関係は21世紀に入ると、中国の台頭と米国の実力の総体

的低下により、米国の「オフショア・バランシング」による覇権維持というこれまでの手法の実践には、日

本に重点を置いて中国を牽制する必要が高まった。日本の右翼政治勢力はこれを契機として、「普

通の国化」という戦略目標を実現しようとした。このため日米同盟は、本来の意義での軍事同盟へと

徐々に変化し、日米関係も少しずつ深化した。だが同時に、日米間の構造的矛盾がこれによって解

消されたわけではなかった。 

楊伯江は、「美国戦略調整背景下日本“全面正常化”走向探析」（「米国の戦略調整を背景とし

た日本の“全面的正常化”の行方の分析」『日本学刊』2013年第 2号）と「美国対日政策内在矛盾及

地区戦略影響分析」（「米国の対日政策の内在的矛盾と地域戦略への影響の分析」『日本学刊』

2014年第 6号）において、米国の戦略調整を背景とした日本の「全面的正常化」の核心的内容は、

（1）「軍事強国」という指標を「政治大国」の目標体系の中に組み込む、（2）吉田ドクトリンによって形

                                                   
9 馮昭奎・林昶『中日関係報告』（時事出版社，2007 年）  
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成された特殊な国力構造に対し、軍事防衛能力の弱点を重点的に強化する、（3）伝統的な経済外

交や「戦略的外交」のほか、安全保障・軍事手段を国家目標実現の政策体系へと組み込む、（4）安

全保障戦略においては、伝統的な安全保障要素の比重を大幅に高める――というものだと指摘した。

李秀石は「論日美同盟戦略対接—従双向安保合作到“全球伙伴関系”」（「日米同盟における戦略

の連結を論じる――双方向の安全保障協力から“グローバルパートナーシップ”へ」『日本学刊』2015

年第 4号）で次のように論じている。「日米同盟内部では、戦略的連結を通じ、同盟の体制・メカニズム、

同盟の基礎、同盟の軍事協力政策などの面から、日米両国の戦略資源共有や軍事力共用、『相互

防衛』、共同作戦に保障が与えられている。日米同盟のアジア太平洋及び世界における戦略の連結

は、アジア太平洋地域を重点として縦横につながり、日米の指導下で『中国包囲網』を構築するという

日米の戦略的意図を示している。日米同盟の戦略の連結の実質は、中国の海洋と空における権益

保護活動の長期的な抑制を通じて、東シナ海と南シナ海における中国に対する軍事的実力を増強し、

アジア太平洋に立脚して中国に対する戦略的な対抗を展開することにある。日米同盟の経済と外交

の分野における戦略の連結の重点は、アジア太平洋地域の経済一体化の発展方向を変え、日米主

導によるTPP交渉プロセスの推進を利用し、地域の各国との長期的で互恵的な経済貿易協力を通じ

て中国が積み重ねてきた地政学的優位を弱め、中国が積極的に推進する『一帯一路』（シルクロード

経済ベルト、21世紀海上シルクロード）という対外経済協力戦略に対抗することにある。日米同盟外

交戦略の連結と『グローバルパートナーシップ』の重点は、日米両国のソフトパワーを共用し、かつては

無かった安全保障分野における世界的な議題を主導し、米国主導下の『国際秩序』を形成すると同

時に、経済発展の頂点にあった日本が目指した『政治大国』の理想の実現を助け、『夢をかなえる』の

を助けることによって日本の軍事力の台頭を奨励することにある」。 

このほか李薇「美国亜太戦略的調整対中日美三国関系的影響」（「日中米 3カ国関係に対する米

国のアジア太平洋戦略の調整の影響」『中日関係史研究』2011年第 4号）や呉勝「冷戦后中日美三

角中的日美関系」（「冷戦後の日中米 3カ国関係における日米関係」『日本学刊』2000年第 4号）、張

燿武 「冷戦后的日美安保体制与台湾問題」（「冷戦後の日米安保体制と台湾問題」『日本学刊』

2001年第 3号）、劉世竜「日美関系的両箇周期」（「日米関係の二つのサイクル」『日本学刊』2002年

第 3号）、「戦后日美伙伴関系的三箇発展階段」（「戦後の日米パートナーシップの3つの発展段階」

『日本学刊』2003年第 2号）、王公竜「対日美同盟“再定義”的再認識 ---以現実主義、新自由主義

和建構主義為視角的選択性分析」（「日米同盟“再定義”に対する再認識――現実主義・新自由

主義・構成主義を視点とした選択的分析」『日本学刊』2002年第 5号）、胡偉ら「日英同盟与“再定

義”后的日美同盟比較」（「日英同盟と“再定義”後の日米同盟の比較」『日本学刊』2005年第 6号）、

張威威「“9.11”以来日美同盟与美韓同盟的差異性」（「“9.11”以降の日米同盟と米韓同盟の差異」

『日本学刊』2007年第 1号）、張景全「日本対徳結盟与日本対美結盟的関系」（「日本の対独同盟と

日本の対米同盟との関係」『日本学刊』2007年第 1号）、「金融危機対日美同盟的影響」（「日米同

盟に対する金融危機の影響」『日本学刊』2010年第 3号）、「日本放寛武器出口禁令及其対日美同

盟的影響」（「日本の武器輸出規制の緩和と日米同盟に対するその影響」『日本学刊』2014年第 6

号）、劉衛東「近年日本和美国対華政策的差異」（「近年の日本と米国の対中政策の差異」『日本

学刊』2006年第 5号）、李広民ら「三維稜鏡下的日美同盟」（「立体プリズムを通して見た日米同盟」

『日本学刊』2008年第 2号）、高蘭「美国対中日釣魚島争端的介入浅析」（「日中の尖閣諸島紛争

に対する米国の介入の分析」『日本学刊』2012年第 2号）、呂燿東「深化同盟机制：日美戦略互動

的願景 —“面向未来的藍図”評析」（「同盟体制の深化：日米の戦略的相互関係のビジョン――“未

来に向けた共通のビジョン”の評価・分析」『日本学刊』2012年第 3号）、張伯玉「美国戦略調整与其

対日本憲法第九条態度的転変」（「米国の戦略調整と日本憲法第 9条に対するその態度の変化」

『日本学刊』2012年第 3号）、張暁磊「日美声明下的日本修憲戦略」（「日米声明下の日本の憲法

修正戦略」『日本学刊』2012年第 3号）、張勇「日美関系中的普天間基地搬遷問題」（「日米関係に
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おける普天間基地移設問題 」『日本学刊 』2012年第 3号 ）、厖中鵬 「野田訪美与日美能源合作」

（「野田訪米と日米エネルギー協力」『日本学刊』2012年第 3号）、林暁光・周彦「菅直人内閣的対外

政策与日美、日中関系」（「菅直人内閣の対外政策と日米・日中関係」『中日関係史研究』2010年

第 4号）、馮昭奎「発展与世界潮流相一致的中日関系—兼論中美博弈対中日関系的影響」（「世界

の潮流に合致した日中関係の発展――日中関係に対する中米の駆け引きの影響 」『日本学刊 』

2010年第 6号）胡令遠・高蘭「“積極和平主義”：日美同盟的福音？」（「“積極的平和主義”：日米

同盟の福音？」『国際問題研究』2015年第 3号）などはいずれも、新世紀における日米関係の重大な

変化をさまざまな視点から論じたものである。 

（四）地域とその他の二国間関係  

新世紀の日本外交は、小泉内閣から安倍政権への流れの中で強度を一層高めている。とりわけ安

倍首相による「地球儀外交」の実践は、戦後日本の首脳外交のピークの状態に達している。麻生太

郎が戦後日本外交の「第 4の柱」とした「価値観外交」から安倍首相の「地球を俯瞰する」外交に至る

まで、日本外交は、「弧型」「ダイヤモンド型」「新半月形」などの対中包囲網の形成に熱心に取り組ん

だ。さらに二国間外交においては、「2プラス2」（外相＋防衛相）の戦略配置が特に重視された。 

孫承はこれについて、「安倍内閣対俄外交新態勢与日俄関系走向」（「安倍内閣の対露外交の

新姿勢と日露関係の行方」『日本学刊』2015年第 4号）において、「アメリカ、ロシア、インド、東南アジ

アなどを含め、世界地図を俯瞰する視点で戦略を考え、戦略的に総合力としての外交を展開する必

要がある」という安倍首相による外交方針の表明を引用し、日本の対露外交は、中国を弱め制約する

戦略連盟を構築しようとするものであると指摘した。 

このほか林暁光「世紀之交的日俄関系」（「世紀の変わり目における日露関係」『日本学刊』2001

年第 5号）や王海濱「従日澳“安保関系”透析日本安全戦略新動向」（「日豪 “安全保障関係”から

日本の安全戦略の新たな動向を読み解く」『日本学刊』2008年第 2号）、汪詩明「論日澳“建設性伙

伴関系”的形成」（「日豪の“創造的パートナーシップ”の形成を論じる」『日本学刊』2007年第 2号）、

趙階琦「日本加強対印外交的背景与前景」（「日本の対印外交強化の背景と前景 」『日本学刊 』

2006年第 6号）、「新時期日本対朝鮮政策初探」（「新時期における日本の対朝鮮政策の初歩研究」

『日本学刊』2000年第 6号）、劉世竜「日美韓合作与朝核問題」（「日米韓協力と朝鮮核問題」『日本

学刊』2006年第 2号）、安成日「現代日韓関係研究に関する若干の問題」（中国朝鮮史研究会 2009

年年会、学術シンポジウム「朝鮮の歴史と東アジア文化」、2009年 8月 13日）、姜竜範・姜輝「“朝鮮

核問題”と日朝国交正常化」（中国朝鮮史研究会第 8回会員大会・学術討論年会、2008年 8月 23）、

烏蘭図雅「戦後日本の対モンゴル外交の変遷の略論」（『日本学刊』2000年第 3号）、白如純「日本

のASEAN政策と日中関係」（『日本学刊』2006年第 6号）、廉徳瑰「東南アジアに対する日本の政治

的 “切 り口 ”」（『日本学刊 』2010年第 4号 ）、李秀石 「ASEANに対する日本の安全協力政策試論 」

（『日本学刊』2014年第 2号）、金熙徳「日本の中東政策の変遷の軌跡」（『日本学刊』2006年第 4号）、

胡令遠・王盈「日本の対アフリカ外交の新たな理念と新たな動向、新たな挑戦」（『東北亜論壇』2014

年第 6号）、白如純ら「日本の対アフリカ政策の発展と変遷」（『日本学刊』2008年第 5号）、許亮 「日

本・南ア関係研究総論――対日本外交の新思考」（『中国非洲研究評論（2012）』、2013年 11月 16）、

高洪「21世紀日本のラテンアメリカ外交戦略の変遷略論」（『拉丁美洲研究』2015年第 1号）などの論

文がオーストラリアやインド、韓国、朝鮮、モンゴル、ASEAN、中東、アフリカ、ラテンアメリカなどに対す

る日本の外交をそれぞれ読み解いた。これは、1980年代や1990年代に比べると、日本の多国間外交

と地域外交がこの時期非常に活発であったことを示している。日本の外交目標の方向性は、「項荘舞

剣、意在沛公」（項荘の剣舞は劉邦を討つため――中国を標的としたもの）と言えるものとなった。 
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日本外交研究が深まる中、新世紀以降、中国人研究者による日本外交と日中関係に関する研究

著作は豊かな収穫の時期に入り、多くの成果が出版され、日本外交に対する中国の研究の実力が

示されることとなった。主な著作としては、金熙徳『日本政府開発援助』（社会科学文献出版社 2000

年版）、米慶余監修・肖偉著『戦後日本的国家安全戦略』（『戦後日本の国家安全戦略』、新華出

版社 2000年版）、李寒梅『21世紀日本的国家戦略』（『21世紀日本の国家戦略』、社会科学文献出

版社 2000年版）、劉建飛『敵人、朋友還是伙伴—中日美戦略関係演変』（『敵か味方かそれともパー

トナーか――日中米戦略関係の変遷』、中央文献出版社 2000年版）、梁雲祥・応霄燕『後冷戦時代

的日本政治、経済与外交』（『ポスト冷戦時代の日本の政治・経済・外交』、北京大学出版社 2000年

版）、蒋立峰主編『二十一世紀的日本——政治外交発展趨勢：第一届日本研究青年論壇論文集』

（『21世紀の日本――政治・外交の発展趨勢：第 1回日本研究青年フォーラム論文集』、世界知識出

版社 2000年版）、金熙徳『再生還是衰弱—21世紀日本的抉択』（『再生か衰弱か――21世紀日本の

選択』、社会科学文献出版社 2001年版）、金熙徳『日本外交与中日関係—21世紀 90年代新動向』

（『日本外交と日中関係――1990年代の新動向』、世界知識出版社 2001年版）、張蘊嶺主編『伙伴

還是対手—調整中的中美日俄関係』（『パートナーかライバルか――調整期にある中米日露関係』、

社会科学文献出版社 2001年版）、呂乃澄・周衛平『大棋局—中日美関係風雲五十年』（『大局面―

―日中米関係、風雲の50年』、当代世界出版社 2001年版）、米慶余・王暁徳編『近現代亜太地区

国際関係研究』（『近現代におけるアジア太平洋地域の国際関係の研究』、天津人民出版社 2001年

版）、包霞琴『戦後日本亜洲外交』（『戦後日本のアジア外交』、文匯出版社 2001年版）、劉建飛・林

暁光『21世紀初期的中日美戦略関係』（『21世紀初期の日中米戦略関係』、中共中央党校出版社

2002年版）、張雅麗『戦後日本対外戦略研究』（浙江人民出版社 2002年版）、任暁・胡泳浩ら『中

美日三辺関係』（『中米日三国関係』、浙江人民出版社 2002年版）、肖剛『冷戦後日本的聯合国外

交』（『冷戦後日本の国連外交』、世界知識出版社 2002年版）、高増傑主編『日本与東亜経済合作』

（『日本と東アジアの経済協力』、世界知識出版社 2002年版）、田恒主編『戦後中日関係史（1945－

1995）』（中国社会科学出版社 2002年版）、張毓詩編著『世紀之交的国際関係』（『世紀の変わり目

の国際関係』、時事出版社 2002年版）、徐之先主編『中日関係三十年（1972－2002）』（時事出版

社 2002年版）、林暁光『日本政府開発援助与中日関係』（『日本政府の開発援助と日中関係』、世

界知識出版社 2003年版）、張徳明『東亜経済中的美日関係研究：1945-2000』（『東アジア経済に

おける米日関係研究：1945-2000』、人民出版社 2003年版）、劉世竜『美日関係：1791－2001』（『米

日関係：1791－2001』、世界知識出版社 2003年版）、包霞琴・臧志軍主編『変革中的日本政治与

外交』（『変革期にある日本の政治と外交』、時事出版社 2004年版）、李建民『冷戦後日本的“普通

国家化”与中日関係的発展』（『冷戦後日本の“普通の国化”と日中関係の発展』、中国社会科学

出版社 2005年版）、孫承『日本与東亜：一箇変化的時代』（『日本と東アジア：変化の時代』、世界知

識出版社 2005年版）、李凡『日蘇関係史（1917-1991）』（『日ソ関係史（1917-1991）』、人民出版社

2005年版）、金熙徳『21世紀初的日本政治与外交』（『21世紀初めの日本の政治と外交』、世界知

識出版社 2006年版）、黄大慧『日本対華政策与国内政治：中日復交政治過程分析』（『日本の対

中政策と国内政治：日中国交回復の政治プロセスの分析』、当代世界出版社 2006年版）、喬林生

『日本対外政策与東盟』（『日本の対外政策とASEAN』、人民出版社 2006年版）、劉建飛『政治文化

与 21世紀中美日関係』（『政治文化と21世紀の中米日関係』、解放軍出版社 2006年版）、李広民

『与強者為伍：日本結盟外交比較研究』（『強者と組む：日本の同盟外交の比較研究』、人民出版

社 2006年版）、沈海涛・張玉国・巴殿君『日本国家戦略与東北亜外交』（『日本の国家戦略と東北

アジア外交』、吉林人民出版社 2006年版）、連会新『日本的聯合国外交研究』（『日本の国連外交

研究』、天津社会科学出版社 2007年版）、辺紅彪『吉田茂対華外交思想』（『吉田茂の対中外交思

想』、社会科学文献出版社 2007年版）、中国社会科学研究会編『21世紀東亜格局下的中国和日

本』（『21世紀の東アジアの局面における中国と日本』、社会科学文献出版社 2007年版）、朱寧『中
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日地縁戦略与東亜重塑』（『日中の地政学的戦略と東アジアの再構築』、浙江人民出版社 2007年

版）、劉江永『中国与日本：変化中的“政冷経熱”関係』（『中国と日本：変化する“政冷経熱”関係』、

人民出版社 2007年版）、金熙徳『日本外交 30年：従福田赳夫到福田康夫』（『日本外交 30年：福田

赳夫から福田康夫まで』、青島出版社 2008年版）、孫冀『行動与思維：当代日本的亜洲外交』（『行

動と思考：現代日本のアジア外交』、万巻出版公司 2008年版）、劉艶 『冷戦後的日美同盟解読：兼

論其対中日関係的影響』（『冷戦後の日米同盟の解読：日中関係に対する影響』、中国政法大学

出版社 2008年版 ）、鄧仕超『従敵対国到全面合作的伙伴 ——戦後東盟 •日本関係発展的軌跡 』

（『敵対国から全面的協力パートナーへ――戦後のASEAN・日本関係の発展の軌跡』、世界知識出

版社 2008年版）、趙全勝『大国政治与外交：美国、日本、中国与大国関係管理』（『大国政治と外

交：米国・日本・中国と大国の関係管理』、世界知識出版社 2009年版）、高蘭『冷戦後日本対華外

交的思想与実践』（『冷戦後の日本の対中外交の思想と実践』、新華出版社 2009年版）、郭建平主

編『冷戦後美日欧盟与台湾関係研究』（『冷戦後の米日 EUと台湾の関係研究』、九州出版社 2009

年版）、劉江永編『当代日本対外関係』（『現代日本の対外関係』、世界知識出版社 2009年版）、尚

書『美国同盟関係走向』（『米国の同盟関係の行方』、時事出版社 2009年版）、徐万勝『冷戦後的

日美同盟与中国周辺安全』（『冷戦後の日米同盟と中国の周辺安全保障』、社会科学文献出版社

2009年版 ）、郭定平編 『日本政治与外交転型研究 ：復旦大学日本研究中心 20周年紀念文集 』

（『日本政治と外交転換の研究：復旦大学日本研究センター20周年記念文集』、復旦大学出版社

2010年版）、呉寄南『新世紀日本対外戦略研究』（時事出版社 2010年版）、中国社会科学院日本

研究所外交研究室『21世紀初期日本的東亜政策』（『21世紀初期の日本の東アジア政策』、世界

知識出版社 2010年版）、米慶余『日本近現代外交史』（世界知識出版社 2010年版）、呂燿東『中国

和平発展与日本外交戦略』（『中国の平和発展と日本の外交戦略』、社会科学文献出版社 2010年

版 ）、劉宗和編『日本政治発展与対外政策 』（『日本政治の発展と対外政策 』、世界知識出版社

2010年版）、張仕栄『21世紀初期中美日安全関係中的台湾問題』（『21世紀初期の中米日安全関

係における台湾問題』、九州出版社 2010年版）、陳景彦ら『20世紀中日俄（蘇 ）三国関係史研究』

（『20世紀の日中露（ソ）三国関係史研究』、長春出版社 2011年版）、梁雲祥『日本外交与中日関

係』（『日本外交と日中関係』、世界知識出版社 2012年版）、廉徳瑰『日本的海洋国家意識』（『日

本の海洋国家意識』、時事出版社 2012年版）、張衛娣・肖伝国『21世紀日本対外戦略研究』（軍事

科学出版社 2012年版）、常思純・李孟剛『日本対華経済外交研究』（『日本の対中経済外交研究』、

経済科学出版社 2012年版）、孫暁光『戦後日本政治与外交：1945-2011』（『戦後日本の政治と外

交：1945-2011』、雲南人民出版社 2012年版）、申険峰『外交的文化闡釈 •日本巻』（『外交の文化

的解釈・日本篇』、知識産権出版社 2012年版）、沈美華『第二次世界大戦後的日本美国関係六十

年 ：1945-2005 』（ 『第二次 世界大戦 後の日米 関係六 十年 ： 1945-2005 』、中国 社会科学 出版社

2012年版）、臧志軍・包霞琴・鄭浩瀾『冷戦後的財界与日本外交』（『冷戦後の財界と日本外交』、

上海人民出版社 2013年版）、李凡『日本“北方領土”問題政策研究』（中央編訳出版社 2013年版）、

陳巍『戦後日英関係研究（1952-1972）』（人民出版社 2013年版）、熊淳『人文貧困与基礎教育援

助：日本的非洲策略研究』（『人道的貧困・基礎教育援助：日本のアフリカ戦略研究』、三聯書店

2013年版）、張文彬『日本対華政策転変期間（1952-1972）民間因素的影響評析』（『日本の対中

政策転換期（1952-1972）における民間要素の影響の評価・分析』、同済大学出版社 2013年版）、

段廷志『日本結盟戦略与実践研究』（『日本の同盟戦略とその実践の研究』、軍事科学出版社 2013

年版）、崔丕『冷戦時期美日関係史研究』（『冷戦期の米日関係史研究』、中央編訳出版社 2013年

版）、王鍵『戦後美日台関係研究（1945-1995）』（『戦後の米日台関係研究（1945-1995）』、九州出

版社 2013年版）、申険峰・渠培娥・李成浩『世界大国（地区）文化外交 •日本巻』（『世界の大国（地

域）の文化外交・日本篇』、世界知識出版社 2013年版）、申険峰『日本政治経済与外交』（『日本の

政治経済と外交』、知識産権出版社 2013年版 ）、蔡亮『獲利于両岸之間：戦後日本対華非正式
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“議員外交”研究』（『両岸の間から利益を得る：戦後日本の対中非正式“議員外交”の研究』、世界

図書出版広東有限公司 2014年版）、趙毅達『冷戦時期的日泰関係』（『冷戦期の日タイ関係』、上

海人民出版社 2014年版）、劉衛東『新世紀的中美日三辺関係』（『新世紀の中米日三国関係』、中

国社会科学出版社 2014年版）、中国社会科学院日本研究所『日本学刊』編集部『中日熱点問題

研究』（『日中焦点問題研究』、中国社会科学出版社 2015年版）、沈海涛『外交漂流：日本東亜戦

略転型』（『外交漂流：日本の東アジア戦略の転換』、社会科学文献出版社 2015年版）、何暁松『日

美政治経済摩擦与日本大国化：以 20世紀 80年代為中心』（『日米の政治経済摩擦と日本の大国

化 ：1980年代を中心に』、社会科学文献出版社 2015年版 ）、張玉国 『日美同盟関係転型研究 』

（『日米同盟関係転換研究』、社会科学文献出版社 2015年版）などが挙げられる。 

この時期の中国の学界の日本外交研究を総合的に振り返ると、以下の特徴が見て取れる。第一に、

日本の外交研究は、「大衆化」という趨勢の影響を受けている。小泉首相による度重なる靖国神社参

拝や尖閣諸島の主権争いなど、21世紀に入って以降の問題はいずれも、国民感情に大きく影響を与

えるもので、日本外交と日中関係に対する大衆の関心度や参加度が非常に高いものである。インター

ネット時代の新メディアの発展はこの趨勢をさらに強めている。この新たな状況の出現は、中国人研究

者の日本外交研究に新たな課題とチャンス、挑戦をもたらしている。 

第二に、世論調査などの実証的な研究が導入され始めた。例えば2002年から2010年まで、中国

社会科学院日本研究所は4回の世論調査を前後して実施した 10。2004年秋、中国日報と日本言論

NPOは、毎年一度の「日中関係世論調査」を共同実施して「北京 —東京フォーラム」の重要な一部と

することで合意した。2005年の共同実施の開始以来 11、その成果は、日中の民意をはかる風向計と

なっている。 

第三に、複数の研究領域・レベル・視点から日本外交を探る学術成果が増えた。21世紀に入って

以降、ポスト工業社会時代を背景とした世界のガバナンスと非従来型の安全問題が国際関係研究に

占める割合の高まりに応じて、非従来型の外交分野は、新たな時代の外交研究の発展分野となった。

外交はもはや、伝統的なハイレベルの政治だけにかかわる議題ではなくなり、経済や歴史、人文、地

理などの外交との関係も学術界の熱い視線を受けるようになった。1980年代と1990年代の日本外交

研究成果の多くが叙述的な手法を取っていたのとは異なり、21世紀以降の中国の日本外交研究の

成果は学術性が大きく高まり、研究方法の面では、複数の研究領域・レベル・視点からの総合研究と

いう傾向を呈した。このうち一部の研究者の研究方法は、伝統的な現実主義モデルから構成主義モ

デルへと転換した。 

このうち例えば呉勝の「国際体系変遷与日本外交的選択——基于暦史和地理的考察」（「国際体

系の変遷と日本外交の選択――歴史と地理に基づく考察」『世界政治与経済』2003年第 4号）は、

歴史と地理の視点から日本外交の変遷のプロセスを考察した力作である。胡令遠「文化交流、価値

向度与暦史認識——簡論戦后中日関系的精神要素」（「文化交流と価値志向、歴史認識――戦後

日中関係の精神的要素を論じる」『日本学刊』2008年第 6号）は、新たな視点を用いて日中関係の構

成要素を探る試みだった。尚会鵬と劉曙琴の「従心理学与文化的角度論述外交議題」（「心理学と

文化の角度から外交トピックを論じる」『日本学刊』2003年第 3号）は、心理学と文化の角度から日本

の外交活動を読み解こうと試みたものである。肖伝国の「21世紀日本対外戦略転変的動因 ——基于

                                                   
10 第 1 回中日世論調査」「第 2 回中日世論調査」「第 3 回中日世論調査」「第 4 回中日世論調査」はそれぞれ、『日本学刊』

2002 年第 6 号、2004 年第 6 号、2006 年第 6 号、2009 年第 2 号に掲載された。  
11 張隕璧・蔡虹「2014 年中日関係世論調査研究報告」（『中国日報』9 月 9 日オンライン）

http: //world.chinadaily .com.cn/2014-09/09/content_18568901.htm。これ以前の報告は、中国日報網の国際チャンネ

ルを参照。  
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建構主義的分析」（「21世紀の日本の対外戦略の転換の動因――構成主義に基づく分析」）は、構

成主義の視点から21世紀の日本の対外戦略の転換の動因を分析したものである 12。賀平の論文「区

域性公共産品、功能性合作与日本的東亜外交」（「地域公共財と機能性における協力と日本の東

アジア外交」『外交評論』2012年第 6号）は、国際政治経済学における公共財理論を用いて日本の東

アジア外交を分析したもので、新たな理論と新たな方法を用いて日本外交を研究する革新的成果と

なった。 

 

四、中国の日本外交研究の不足と展望 

第一に、中国がまだ国家分裂状態にあるという現状は、中国の日本外交研究を制約する構造的

な欠陥の一つとなっている。日中間の歴史問題や、日増しに先鋭化する台湾問題や南シナ海問題に

取り組む際には、台湾海峡両岸の研究者の間の学術的な交流と協力を強化する必要がある。共同

参加し、資料を共有し、互いの優位性で補い合い、日中関係の建設的な発展と中華民族の統一・復

興という大事業のため、共同で努力する必要がある。  

第二に、21世紀以降の中国の日本外交研究の成果の評論で呂燿東が指摘したように、21世紀以

降の日本外交成果の著作や論文を見ると、特定の事柄についてだけ論じたものや、マクロの視点から

検討したもの、応用研究を行ったものが多く、多領域の視点に立って日本外交を深いレベルで理論

的に論じたものが不足している。日本外交の状況についての概述や評論といった研究が多く、歴史や

経済、文化などの角度から総合的に深いレベルで行った研究が少ない。このほか国際関係理論を運

用して日本の外交状況を解析した革新的な研究は比較的弱く、日本の外交政策と国際戦略に対す

る理論的な検討と分析が不足している。日本外交を系統的に研究する学術体系はまだ形成されてい

ない 13。呉懐中も、目下の学術成果から見ると、基礎理論研究と、体系的に全局を扱う厚みのある研

究はまだ少ないと指摘している。このほか土台のしっかりとした詳しい事例分析と実証的な考察の成果

が占める割合も低い 14。  

未来の中国の日本外交研究を展望する時には第一に、多領域にわたる交差研究や総合研究をさ

らに強化することが我々の努力すべき方向であるという自覚を持たなければならない。国際社会や日

本、日中間の外交の議題には現在、深刻で複雑な変化が起こり、伝統的な問題は非伝統的な問題

に、地域協力はグローバル・ガバナンスへと転換し、その実質と輪郭は絶えず拡張しており、ますます

多くの特定の専門知識分野を融合したものとなっている。一国または2カ国の視点からは、日本の外

交安全問題の特徴と全貌をつかむことはできない。そのため世界と多国間の視点から日本の外交・安

全に対して全方位的な考察と分析を行う必要がある 15。日本外交の総体的な局面を全面的に把握

して初めて、科学的で正確な目で日本外交の客観的な状況を見通すことができる 16。  

第二に、理論的な素養をいっそう高める。国際政治や国際関係などの学科の研究理論と方法論

の拡大に伴い、研究領域をまたいだ交差研究は現在、ますます盛んとなっている。中国において日本

外交を研究する研究者は、自らの理論的な素養を深め、高度な解釈力を持つ理論モデルと分析モ

デルなどのツールを巧みに利用し、日本外交の内在的な法則の探求に尽くしてこそ、日中間の外交と

安全の行き詰まりの解決に向けて、客観的な現実に合致した優れた見解を提供することができる。 

                                                   
12 「中国の日本研究の歴史・現状・未来学術シンポジウム」（2013 年 11 月 1 日）で発表。  
13 呂燿東「中国 30 年来的日本外交研究」（「中国のここ 30 年の日本外交研究」『日本学刊』2015 年増刊）  
14 呉懐中「日本外交安全研究 30 年綜述」（「日本外交安全研究 30 年総論」『日本学刊』2011 年第 3 号）  
15 呉懐中「日本外交安全研究 30 年綜述」（『日本学刊』2011 年第 3 号）  
16 呂燿東「中国 30 年来的日本外交研究」（『日本学刊』2015 年増刊）  
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このほか未来の中国の日本外交研究においては、次の二つの点で明るい展望を持つことができる。

第一に、新型の研究人材が研究の舞台の中央に近付き、主役となり始めている。改革開放以前の30

年近くの間、中国大陸部は基本的に、国際社会と隔離された状態にあり、学術界も、国際社会から

は基本的に孤立し、対外交流は極めて少なかった。改革開放後、多くの中国の若い学生が海外への

学術機関への訪問や留学を始めた。20世紀末から今世紀初めまでに、熟練した外国語やその他の

社会科学研究の道具に精通し、国際学術界の先端の情報や資料の把握に長けた、多くの新世代の

研究者が、中国学界における日本外交研究の中堅的な力となった。同時に、国内で厳格な学術的

訓練を受け、修士や博士の学位を取得した若手・中堅層の研究者も成熟し始めた。 

これと同時に、中国の経済力の高まりに伴い、学界は、研究経費の面での政府の大規模な投入を

受けるようになり、中国の社会科学研究は近年、急速な発展を遂げ、豊富な成果を産出した。日本

外交研究の分野も例外ではなく、日本への学術訪問の経費が確保されただけでなく、欧米に留学し

て海外の日本外交研究者と交流することもますます便利・頻繁になり、学術的視野がいっそう拡大さ

れ、ハイレベルな学術成果も明らかに増加した。 

未来の中国の日本外交研究は、この二つの土台となるプラットフォームから出発し、さらなる発展を

遂げるものと確信している。 
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1-4 中国の日本経済研究 

章 政  

改革開放以来の中国の日本経済研究を総合的に振り返ると、その展開に三重の背景があったこと

がわかる。第一に中国の改革開放の実践プロセス、第二に日本経済そのものの発展と変化、第三に

両国がともに位置する国際環境の状況である。この三つの要素の複合作用を受け、中国の日本経済

研究は独自の軌跡をたどった。研究の性質から見ると、学習・参考から比較・観察、さらに分析・実証

へと進展を続けた。研究の内容から見ると、現状の記述から追跡研究、さらに理論研究へと深化を続

けた。研究の学術モデルから見ると、事例研究から実証分析、さらに規範研究へと徐々に発展すると

いう特徴が見られた。 

上記のプロセスを時間軸で考えると、改革開放から38年にわたる中国の日本経済研究は大きく四

つの時期に分けられる。第 1期はほぼ1980年代に当たる。当時は、中国の農村・都市における経済体

制改革の始動から間もなく、日本経済の「成長神話」が中国では広まっていたことから、日本研究の

主流は、導入や紹介、現状分析に重点を置いたものとなり、「日本から学ぶ」という色濃い特徴を持つ

ものだった。中国社会科学院発行の『日本学刊』に発表された論文を例に取ると、同時期に発表され

た「戦後日本の農工商総合発展の初歩的研究」（田万蒼、1985年第 1号）や「労働生産性向上のた

めの奮闘――トヨタ生産現場についての思考」（馮昭奎、1986年第 2号）、「日本が世界市場となった

謎」（馬成三、1989年第 3号）、「日本の経済発展の経験の総括」（孔凡静、1990年第 6号）などが、こ

の時期の際立った特徴を備えたものとなった。 

第 2期はほぼ1990年代に当たる。日本ではバブル経済崩壊に伴い、「成長神話」があらためて反省

されることとなった。当時の日本経済研究は、分析と反省のプロセスをたどり、「日本の様子をうかがう」

という特徴を備えたものとなった。同時期の『日本学刊』発表の論文で言えば、「日本の蓄積モデルと

その利害」（張舒英、1992年第 2号）、「中国の科学技術興国と日本の科学技術立国の内容と背景

の比較」（兪貞貴、1992年第 1号）、「日本の民間企業主導型の科学研究体制の利点と弊害」（楊書

臣、1994年第 2号）、「日本式経営に関する再思考」（張可喜、1995年第 1号）、「疲労状態に入った

日本式経済体制」（江瑞平、1997年 2月）などが、この時期の特徴を反映したものとなった。 

第 3期はほぼ21世紀初頭の10年に当たる。日本経済はこの時期、かつてない長期的な低迷を経験

した。とりわけ2008年の米国の「サブプライム危機」と「リーマンショック」による世界的な金融危機は、日

本さらには欧米世界全体の経済理論の基礎を覆すほどのインパクトを持った。この時期の日本経済

研究と経済理論界全体の学術的な関心は一点に集まり、原因の分析と理論の再考のプロセスをたど

り、「日本を反省する」という特徴の強いものとなった。この段階においては、日本経済研究の関心分

野も徐々に拡大し、規範分析と実証研究で多くの学術成果が上がった。同時期の『日本学刊』発表

の論文では、「戦後日本の対外直接投資の拡張の動因と効果の分析」（金仁淑、2001年第 4号）、

「デフレの形成と対処――日本を中心とした分析」（張舒英、2003年第 3号）、「日本経済回復の最大

リスクの分析：金融の脆弱性」（孫立堅・林木彬、2004年第 2号）、「経済転換期における産業発展の

経路選択――日本経済の長期低迷に対する新たな解釈」（李毅、2013年第 5号）などが、この時期の

特徴を反映したものとなった。 



1-4 中国の日本経済研究 

 51 

第 4期はおよそ2010年から現在までに当たる。中国経済は成長と発展を続け、中国はGDPで2010

年に初めて日本を超え、世界第二の経済国となった 1。この時期の研究は、一連の新たな特徴を示

すものとなった。研究の方法は定性から定量へと移行し、目的は政策研究から理論分析へと移行し、

問題意識は日中両国を背景としたものから国際環境を大きな背景としたものへと移行していった。この

時期の日本経済研究は、量的にも質的にも大きく向上し、高水準の学術成果が生み出され、研究活

動は「日本を解析する」という特徴を持つものとなった。日本研究の最新の動態に焦点を当てるため、

本稿では、2010年から2015年までを中心として、中国の日本経済研究の状況を総括する。 

 

一、マクロ経済と経済政策に関する研究 

2010年から2015年までの日本の経済政策とマクロ経済に対する中国の分析を振り返ると、総じて

慎重な見方が多く、「直面する問題は多く、未来の発展は楽観できない」との認識が共有されていたこ

とがわかる。この期間に発表された数百本の関連論文は結論において、「日本経済は20年（1991年か

ら2011年までの「失われた20年」）にわたる長期の経済低迷とデフレ、政府債務の高止まりの圧力を経

たが、経済運営における構造的な問題の解決（経済の良性な循環メカニズムの構築）がはかられない

限り、再興は不可能である」という判断を基本的に共有している。ただこれとは異なる意見を持つ研究

者もおり、日本経済の未来について結論を下すのは時期尚早であるとの見方も示された。 

2012年 12月に発足した第二次安倍政権は、一連の経済政策措置（「アベノミクス（Abenomics）」と

呼ばれる）を提唱・推進し、ケインズの経済政策の枠組への回帰を通じて、急進的な通貨政策と拡張

的な財政政策を取り、経済刺激とデフレ緩和、経済下降抑止をはかった。これは日本内外で大きな

反響を呼び、この時期の日本のマクロ経済研究の基本的な局面を形成するものとなった。「アベノミク

ス」の実施の効果と影響を異なる視点から研究することは、日本のマクロ経済政策に対するこの時期

の分析の焦点となり、核心的な問題となった。 

（一）経済原理の角度からのマクロ経済の分析  

アベノミクスの政策目標は、経済の回復を刺激し、経済成長を牽引することである。経済学の原理

から見ると、成長の原動力は最終的には、生産要素と経済制度の効率を源泉とする。姜躍春の研究

2によると、アベノミクスは政府に、消費者と分配者の役割を演じさせ、経済体系における政府の地位

をいっそう膨らませるものである。その通貨政策と財政・租税政策はいずれも、経済体系における通貨

の量の変更と、社会における富の分配の変更に限られ、新たな経済成長分野を形成するものではな

い。「アベノミクス」の弱みは、実質的な経済成長をもたらすものではないことにある。日本財務省の

2014年の統計によると、アベノミクスの実施以来、日本の量的緩和政策と米ドルの急激な高まりの二

重の圧力を受け、日本円レートは1ドル79円から1ドル120円へと下降し、円安幅は約 40％に達した。

同研究は円安の効果について、自動車産業などの大企業が利益を受けたのを除けば、その他の産

業では、輸出全体の成長の大きな推進という予期した効果を挙げることはできなかったとした。同研究

によると、大幅な円安は、実体経済と資本市場との不均衡を強めただけでなく、賃金の上昇と物価の

上昇の不均衡ももたらした。さらに深刻なのは、輸出企業に円高がもたらすマイナス影響に対応するた

め、日本の多くの民間企業はすでに生産拠点を世界各地に移転していたことである。海外で生産・販

                                                   
1 国際通貨基金のデータによると、2010 年の日本の GDP は 5 兆 3900 億ドル、中国の GDP は 5 兆 7500 億ドルである。  
2 姜躍春「“安倍経済学”的困境与日本経済前景」（『国際問題研究』2015 年第 2 号）  
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売される日本の商品の取引には円は用いられない。そのため経済牽引をねらったアベノミクスの核心

政策の効果はかなり限られたものとなった。 

李彬と鄧美薇の研究 3は、安倍政権の量的緩和通貨政策は、時空を超越し、歴史的な次元を突

破したもので、「異次元」（史上例を見ない革新的で急進的な政策という意味）と形容されるに足るもの

で、これには次の三つの特徴があると論じた。第一に、貨幣の増刷が急速に行われ、増幅も大きくなっ

た。マネタリーベースが名目GDPに占める割合は2012年の29％から2014年の57％に拡大した。これは

20％に満たない欧米の水準を大きく上回る。第二に、通貨操作のツールが多元化した。これには、（1）

日銀による「長期国債」の直接購入、（2）上場投資信託（ETF）の購入増加、（3）不動産投資信託

（REITs）の購入増加――が挙げられる。第三に、マネタリーベースによる広義流動性の増加の牽引。

過去の小泉政権下での量的緩和政策の方法（マネタリーベースの拡張は広義流動性の増加を促進

せず、増加した広義流動性通貨は日銀の準備金口座に大量に滞留した）とは逆に、安倍政権の量

的緩和政策においては、増加した広義流動性通貨が日銀の準備金口座に滞留することなく、流動

市場に入った。この経済政策の日本国民に対する影響について同研究は次の三つを挙げた。第一

に、異次元の量的緩和政策の作用を受けて物価水準は高まったが、実質所得の増加を力強く促進

することはできていない。第二に、消費税政策の施行前に起こった消費ブームは継続可能なものでは

なく、一次的で間欠的な消費需要は、投資の増加を刺激する有効な推進力とはなっていない。第三

に、日本企業の製品革新能力は低下しており、これも国内の需要の増加に一定程度影響している。

また日本企業に対するこの政策の効果を考えると、日本企業の投資に影響する主な原因は、資金の

需要が満たされないことではなく、外部の需要が縮小していることである。そのため異次元の量的緩和

政策は、銀行の流動性を調整し、企業の融資の制約を引き下げることはできても、消費者信頼感指

数の高まりを直接促進することはできず、長期的に国内需要を牽引するのは難しい。 

張乃麗と蔡俏によるミクロの視点からの分析 4でも同様の結論が示された。これによると、安倍政権

の経済政策の波及経路の重要な一環を担うのは企業投資である。日本の企業投資に最も大きく影

響するのは、販売ルートにおける変数、すなわち最終消費と輸出である。日本内閣府の公開している

統計データ（1955～2011年）を利用し、企業投資と総生産の間の関数と企業投資の影響要素の関

数を構築して考えると、日本企業が投資の是非を決める際（モデルの決定係数は0.99）、問題となる

のは融資ではなく、資本ストックも新たな投資の度合いにはそれほど影響しない。企業家の投資決定

に最も重要な影響を与える要素となるのは、投資後に生産された製品が国内外の市場で販売でき、

利益を得ることができるかである。また同研究によると、日本の消費成長が1980年代から鈍り始めたの

は、バブル経済の後遺症ではなかった。問題のカギは、総供給の物質的な性質が国内の需要の成長

を誘うものでないことにある。日本の既存の科学技術プラットフォーム上の巨大な潜在的生産能力は

国内の消費需要にとってすでに無効供給と化している。そのため安倍政権の積極財政と金融緩和と

いう二つの政策では、国内の最終消費を牽引するのは難しい。さらに同研究によると、安倍政権の政

策は短期的には円安を誘導し、日本の輸出の一定程度の成長を実現し得るが、もしも各国が通貨安

を競うようになれば、輸出に対する円安の効果は消える。安倍政権の積極財政と金融緩和という二つ

の政策の有効性や、日本のマクロ経済の行方は、楽観できないものとなっている。日本の経済学界と

当局は投資を重視し、1992年から小泉政権まで、4回にわたって量的緩和政策が実行された。だが

安倍政権就任に至るまで、企業投資は目立った成長を実現できず、GDPを基準とした日本経済の成

長も谷間をなかなか抜け出せていない。 

                                                   
3 李彬・鄧美薇「日本異次元量化寛松貨幣政策及其効果評析」（『現代日本経済』2014 年第 6 号）  
4 張乃麗・蔡俏「“安倍経済学”伝逓機制中的企業投資研究」（『国際経貿探索』2013 年第 10 号）  
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（二）経済周期の角度からのマクロ経済の分析  

経済周期の角度から見ると、経済成長の本質は経済循環にある。日本経済が直面する問題の解

決にあたっては、経済の周期的な変化の法則から切り込む必要がある。金栢松 5は、経済周期と経済

循環の角度から、「日本経済の病」を系統的に診断するには、日本経済の根源的な問題の「遺伝子」

レベルから出発し、戦後の日本の経済周期の変化の法則から切り込み、これを貫く主要な要素を探

す必要があると指摘し、次のように論じた。戦後の日本経済の約 60年余りの発展は、一つの超長周期

に当たる。その第 1段階は1951年 10月から1973年 11月までで、6回の短周期の景気循環を連続で保

持し、輸出牽引型の経済発展モデルを形成した。第 2段階は1973年 12月から1991年 4月までで、4回

の短周期が持続し、経済はピークに達し、「軽 」「薄」「短 」「小」の精密製造が特に輝きを放った。第 3

段階は1991年 4月から2012年 11月までで、日本の株式市場と不動産価格は下落を続け、高齢化社

会も静かに到来し、日本経済は、低迷を基調とした長期低迷段階に入り、この期間の年平均経済成

長率はわずか0.84％にとどまった。この研究によると、経済低迷の主要な原因としては次のいくつかが

挙げられる。第一に、技術路線での失敗。90年代に入って以降、 IT革命と情報革命が世界を席巻し

たが、日本のコンピューターメーカーは非互換性対策を取り、米国などは互換性戦略を取った。その

結果、米国企業が実力を形成することとなった。第二に、市場戦略での失敗。日本政府と企業は、外

国製品が本国市場に入るのをできるだけ阻止しようとし、特別の技術標準を設け、高精度で高コスト

の製品を製造し、まず日本で販売するなどし、日本市場を海外よりもはるかに重視した。第三に、政策

理念が時代の変化に合わせて調整されなかった。日本政府の政策理念は、投資を優先し、製造の発

展を優先し、輸出の拡大を優先し、対外直接投資を促進するものだった。日本は60年にわたってさま

ざまな発展戦略を制定し、輸出志向型の発展モデルに適合したもので良好な効果を上げたが、これ

に適合しない戦略の多くでは良い効果を上げられず、新たな経済成長モデルが構築されることはなか

った。同研究によると、日本の巨額の投資は、消費の節約と備蓄の獲得を代価としたものである。輸

出が滞り、製造が過剰となった日本では、国内経済を発展させるため、内需を拡大し、個人消費で経

済成長を引っ張る必要があるが、日本はそれに失敗した。安倍政権の経済政策ではすでに一連の措

置が取られているが、▽いかに先行優位を保持し、科学技術を積極的に発展し、労働生産力を向上

させるか、▽消費主導型の経済の新モデルをいかに構築するか、▽不動産をいかに活性化させるか、

▽高齢社会の諸問題をいかに処理するか――などの一連の重大問題は解決されておらず、未来の

日本経済の見通しには不安が残る。 

田中景による歴史の角度からの研究 6によると、安倍政権が提唱・推進する政策は、「大胆な金融

政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の三つからなるが、一つ目の金融政策

は大幅な円安の誘導、二つ目の財政政策は中央銀行による巨額の国債買い入れと大規模な公共

事業の実施にすぎない。日本の経済発展の歴史から見ると、これらの政策は目新しいものではない。

この政策パッケージの由来は「高橋財政」にまで遡ることができる（1931年 12月から1936年 2月まで大

蔵大臣を務めた高橋是清は、空前の財政拡張と円安によって輸出を増加させ、日本経済を長年の

不景気から脱却させるとの政策を打ち出した）。同研究によると、両者には、（1）アベノミクスは基本的

には、財政支出を拡大して経済を振興させようとするという点で同様だが、その規模は高橋財政には

はるかに及ばない、（2）政府に対する日本銀行の従属関係が異なる、（3）両者の推進の目的が異な

る（高橋が推進した赤字財政の目的は有効需要を創造することだったが、アベノミクスの実質は政府

が紙幣を、すなわち事実上の政府紙幣を発行することであり、その目的はデフレの克服である）――と

                                                   
5 金栢松「従“遺伝基因”発現日本経済“病因”—兼論安倍経済政策効果」（『東北亜論壇』2014 年第 2 号）  
6 田中景「対“安倍経済学”的暦史考察」（『現代日本経済』2013 年第 6 号）  
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いう相違点がある。同研究によると、高橋財政期に経済が好転した根本的な原因は、国内外の需要

の増加にある。当時、最も早く回復した輸出は1930年代を通して大幅な増加を続け、輸出増加を土

台として、経済総量の約 70％を占める個人消費が徐々にしかし着実に増加した。同研究は最後に、

日本経済を早期に成長の軌道に乗せるために最も重要なのは、上述の良性の循環メカニズムを確立

することであり、そのためには、日中韓自由貿易圏（FTA）の設立が手段となり得ると提案している。 

（三）経済制度の角度からのマクロ政策の分析  

経済制度は、生産関係の総和であり、経済構造の土台である。制度関係を再調整して初めて、経

済構造が持つ活力を本当に放出することができる。易憲容 7は、経済制度と実践の角度から、アベノミ

クスについて独自の観点を提出した。研究では、「アベノミクス」の由来と目標、内容、政策の核心が

紹介され、米国の著名な経済学者のスティグリッツ（2013年、通貨と財政、経済構造を再構築する産

業政策を総合的な手段とする日本政策は、日本経済の回復の促進に利すると論じた）やクルーグマ

ン（2013年、安倍政権の踏み出した一歩は勇敢なもので、日本の経験は、世界経済を低迷から脱却

させる新たな注目点となると論じた）らの観点があることも指摘された。その一方で、日本経済の「失わ

れた20年」はただの周期性による問題ではなく、日本経済の再生と正常な軌道への回帰のためには、

大規模な構造改革と制度調整が必要であるという、多くの経済学者や市場関係者の判断も否定でき

ないとした。だが同時に、経済構造の調整は往々にして既得権益集団の妨害を受けるもので、経済の

重大な改革には多くの困難が伴うものであり、為替レートのメカニズムの改革によって重層的な障害の

突破をはかった「アベノミクス」は間違った措置とは言えないとした。同研究はさらに、安倍政権の政策

の形成過程と実施効果、リスクを整理・評価し、日本経済の位置する局面がいかに複雑なものであろ

うと、また日本経済の直面する問題が周期的な問題であろうと構造的な問題であろうと、日本経済の

「失われた20年」を招いた最大の原因が急速な円高であったことは間違いないとし、そのため、日本の

ねじ曲がった利益関係と体制・メカニズムを円安を通じて調整することは必然的な選択であったと論じ

た。同研究は、安倍晋三首相の改革が成功するか、日本経済を「失われた20年」から抜け出させるこ

とができるかについてまだ結論は出せないが、この改革の方向と取られた政策は正しいもので、問題は、

この改革が持ちこたえられるか、決意がどれほど固いかにあると強調した。 

 

二、金融・財政・租税に関する研究 

マクロ経済と政策問題に対する上述の関心とは異なり、金融・財政・租税の分野での中国の対日

研究は、多様化という特徴を示すものとなった。発表された論文を見ると、ほぼすべての重要問題がカ

バーされており、この種の問題に対する中国の研究者の幅広い興味がうかがえる。金融問題に幅広い

注目が集まる現在の全体的な環境とも関連した傾向と言える。また日本国内の重大な金融政策（消

費税や為替レート政策など）をめぐっても、研究関心のいくつかの焦点が形成された。具体的には次

の通りである。 

  

                                                   
7 易憲容「“安倍経済学”効果及影響的理論分析」（『国際金融研究』2013 年第 6 号）  
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（一）金融・通貨問題に対する分析  

金融・通貨問題に対する分析は、近年の日本経済研究の焦点の一つであり、二つの際立った特

徴を備えている。一つは、規範研究と実証分析を通じて、日本経済の衰退における金融の波及経路

を明らかにし、金融・通貨政策の一般法則を探求するものである。代表的なものとしては、喬慧超と沙

文兵の研究成果 8が挙げられる。この研究は、為替レートや金利、物価に対する通貨の国際流通の

影響を重点的に分析したもので、次のいくつかの検証が行われた。（1）為替レートに対する円の国際

流通の影響。ある国の通貨の国際化の程度の高まりと、同国の通貨の国外の流通量の増加につれ

て、国際金融市場において同国通貨で計算される金融商品の取引量や、国際貿易において同国通

貨で計算・決算される取引量、同国通貨を正式な準備通貨とする国々における需要量は増加を続け、

同国の通貨の対外的な価値もこれに伴って上昇する。海外で流通する本国通貨が増加すると、通貨

供給が一定であると仮定した状況下においては、国内で流通する本国通貨は減少し、国際収支は黒

字となる。黒字国の通貨価値は上昇することとなる。（2）金利に対する円の国際流通の影響。マンデ

ル・フレミングモデルによると、通貨の国際化は、通貨供給が一定である状況においては、一部の通貨

が国外に流出し、本国における流通通貨の減少をもたらす。政府が干渉を加えない状況においては、

短期的には、金融引き締め政策の実行に相当する効果をもたらし、LM曲線は左に移動し、金利は高

まる。だが本国通貨の国際化は、その価値上昇に対する期待をもたらし、大量の国際資本による投機

を誘発する。金利平価説によると、国外の金利が一定である状況においては、日本国内の金利が下

がって初めて、長期的な外貨市場において均衡を実現できる。経済の自動調節メカニズムは、金利に

下方圧力をもたらす。（3）物価に対する円の国際流通の影響。長期的に見ると、通貨の国際化は、

自国通貨の価値上昇を促し、国外の製品が国内の製品に比べてより安くなる。国民が国外の製品を

好むようになると、国内の製品に対する需要は低下し、国内の製品価格も低下する。日本では中間

財の輸入が多いが、中間財の価格低下も最終的には消費財に反映されることになる――。同研究は

さらに次のように指摘する。円の国際化は必然的に円高を伴い、円高の期待によって利ざや目当ての

大量の資金が流れこむこととなるが、この時にもしも日銀が金利を引き上げれば、さらに多くの国外資

本が流入し、円高圧力はいっそう激化することとなった。このため円高に対応するための日銀の通貨

政策は、金利を引き下げ、金融緩和措置を実行するものでしかあり得なかった。円高と過度の金融緩

和措置は大量の過剰資金を形成し、過剰となった流通資金は日本国内で、株式や不動産への投資

ブームを呼び、資産価格は大幅に上昇し、日本のバブル経済が形成されることとなった。同研究によ

ると、日本円の国際化の経験からは次の点が見て取れる。「ドル覇権」体制において、輸出依存型の

「貿易国家」である日本の通貨国際化は、円高の圧力に必然的に直面することとなった。輸出競争力

を高め、経済衰退を防ぐため、外部の経済が均衡を失った状況の下、日本は、通貨拡張政策を利用

することによって、内部の経済の均衡を保とうとした。これは日本の通貨政策がすでに円高によって制

限されていたことを意味する。同研究は同時に、日本経済が苦境に陥ったもう一つの重要な原因は、

国内の金融改革が進まず、当時の円国際化の歩みに追いつかなかったことであると指摘した。金融

監督管理体制には重大な欠陥が存在し、バブル経済の形成と発展が放置された。同研究は結論と

して、国内の金融資本市場改革が整備されていない状況において、外部の圧力に迫られて短期間で

盲目的に開放を行うことは危険であり、本国通貨の国際化プロセスにおいては、通貨政策の独立性と

有効性を保つことが極めて重要で、為替レートの安定を保つための相殺政策を取れば、円の国際化

                                                   
8 喬慧超・沙文兵「日元国際化的宏観経済効応—基于日元境外流通視角的経験研究」（『世界経済研究』2015 年第 4 号）  
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の二の舞を演じることとなり、資産価格は膨脹し、バブル経済が形成され、国民経済の長期的な安定

発展が破壊されることになると論じた。 

日本の金融・通貨政策の分析のもう一つの特徴ある研究は、中国の人民元国際化の実践と関連

付け、通貨管理と金融政策の面での人民元国際化の対応措置を探った研究である。宿玉海と宋凡

の研究 9の観点は一定の代表性を持つものとなった。1985年の「プラザ合意」後、日銀は、外貨市場

に対する干渉を放棄することを迫られ、投機資金の圧力を受けて円は連続的に大幅に値上がりする

ことになった。これに通貨政策での失敗が加わり、1990年代初めの日本経済のバブル崩壊がもたらさ

れ、資産価格は大幅に低下し、商業銀行には巨額の不良債権が生まれ、経済は長期的な低迷に陥

った。円高と日本経済のバブル崩壊の過程は、次のことを我々に教えている。人民元レート上昇の予

期を和らげるためには、中国の中央銀行は、人民元レートの弾力性を絶えず増強し、人民元の上昇

にあたっては能動性・制御可能性・漸進性の原則を堅持し、レートの大幅な変動を避けなければなら

ない。また中国の通貨政策は、安定性と柔軟性の双方に配慮したものでなければならず、銀行の貸

付資金が違法に株式市場に流れ込み、不動産市場に投機されることを防がなければならない。さらに

現在の複雑な国際経済状況における人民元資本項目の開放にあたっては、順を追って徐々に進め

るという原則を堅持しなければならない。 

注目すべきは、日本政府の近年の「ゼロ金利政策」や、ミクロ経済（輸出企業など）に対する通貨国

際化の影響など、いくつかの現実的な問題をめぐっても、深度ある分析が少なくないという点である。

劉興華 10は、「ゼロ金利政策」の打ち出しの背景と通貨当局の調整目標を整理した上で、日本経済

に対するゼロ金利政策の影響を分析し、日銀の通貨政策の調整方向を検討した。同研究によると、

「超低金利」と呼ばれる金利水準の下、民間部門の貨幣保有の機会費用はほとんどゼロとなり、投機

の強烈な動機が生まれ、貨幣需要は急速に膨脹し、日銀が経済回復の刺激のために新たに投じた

貨幣量は、無限に拡張する投機需要によって希釈され、実体経済に対して本当の促進作用を生む

ことは難しくなった。同研究ではさらに、「ゼロ金利」政策が打ち出された2008年に、日本企業の設備

投資の成長率がマイナス5.4％となり、「逆資産効果」と呼ばれる現象が起こったのはなぜかも検討され

た。これによると、民間部門では、金利引き下げと通貨供給の増加によって投資・消費支出が拡大す

るには至っておらず、総支出と流動性との間に強い関連性は存在していない。日本経済は、「超低金

利」の下での「流動性の罠」のリスクに直面する可能性がある。つまり「ゼロ金利」政策では国内経済の

刺激作用に限りがある一方、金利が極めて低い水準にあることから、市場は金利引き下げに対する期

待を失う。日銀は、通貨を増やす政策手段を柔軟に運用することが短期的にはできなくなり、大量の

資金を投資へと有効に転化することが難しくなり、実体経済の回復がなかなか進まないという事態が

生まれる。同研究はさらに、通貨政策の効果を高めるためには、日銀は現行の通貨政策を調整しなけ

ればならず、調整の方向には次の二つが含まれると指摘した。一つは、公開市場操作を通じて、現行

の通貨政策の調整方式を変え、「価格型」の政策ツールを「数量型」の政策ツールに転換することで

ある。もう一つは、財政政策と通貨政策の組み合わせを重視し、市場に対する政府と日銀の介入を強

化し、経済回復を前進させることである。 

このほか日本円の国際化（円高）によって引き起こされた経済衰退のミクロの波及経路と原因をめぐ

っては、許祥雲と呉曄の研究 11が、日本企業の輸出における為替レートの波及経路と為替レートのリ

スクの発生原因を系統的に分析した。同研究は、日銀の公開資料に基づき、16細分産業の2000年 7 

  

                                                   
9 宿玉海・宋凡「日元昇値、経済泡沫破滅及対中国的啓示」（『宏観経済研究』2010 年第 6 号）  
10 劉興華「日本的“零利率”政策 :縁起、効果与趨勢」（『現代日本経済』2010 年第 4 号）  
11 許祥雲・呉曄「貨幣国際化降低了出口匯率風険嗎？ --以金融危機中的日本為例」（『金融研究』2011 年第 2 号）  
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月から2010年 8月までの統計データに対する自己回帰型分布ラグモデルによるシミュレーションを通じ

て、金融危機の最も激しかった時期には、輸出の数量低下が日本の輸出の価値が低下した主因とな

ったと論じた。同時に、価格低下の影響も軽視することはできず、金融危機が最もひどかった時期に

は、価格低下が輸出低下の主要な原因となり、「最もひどかった」時期の後にはさらに、輸出の成長と

企業収入の成長を妨げる主因となったとし、これが企業が為替レートのリスクを担う波及経路となったと

論じた。この状況において日本は、輸出によって本国の経済成長を牽引するか、輸出の大幅な低下

によって経済が再び谷間に陥ることを回避するため、輸出価格の引き上げまたは輸出価格のさらなる

低下の回避が必然的な政策の選択となった。このため円建ての輸出価格の維持と上昇を支えるため

にはさらなる円高の阻止が必要となり、さもなければ輸出価格のさらなる低下が進み、企業収入が低

下するという状況が生まれた。同研究は最後に、日本の経験から中国が学ぶべきなのは、貿易におけ

る人民元建ての比率を高め、人民元の短期的な急激な上昇を回避することが、今後の為替レートのリ

スクを低める有効な方法となるということだと指摘した。 

（二）財政・租税問題に対する分析  

財政・租税問題は、経済の長期的な低迷を解決し、消費者信頼感を高めるための重要な措置とし

て、学術界の高い関心を集めている。邵学峰の研究 12は、「バブル経済」の崩壊後、日本は、租税制

度改革を含むさまざまな調節政策を取り、経済の泥沼からの早期の脱却をはかったが、多くの要素の

制約を受け、経済に対する租税制度の調節作用は非常に限られたものとなり、租税機能の発揮した

効果は微々たるものとなったと論じた。租税の構造的な調整が遅れたことは、日本経済の成長を制約

する要素の一つとなった。施錦芳 13は、消費税は日本の三つの主力税種の一つであり、消費税収入

の日本の国税収入に占める割合は、所得税収入に次ぐ約 4分の1に達していると指摘し、日本の現行

の消費税率はわずか5％にすぎず、その他の先進国と比べると、消費税の増税による財政困難の解

決で日本は大きな余地を持っていると論じた。さらに日本政府は今後、統一の税率に修正を加え、消

費税への複数税率の導入を検討すべきだとの見方も示した。日本は1989年に消費税の課税を始め

て以来、単一の低税率制を取ってきた。これは徴税の簡潔化に有利で、消費税による価格の歪みを

回避することにもつながる。だが税種に応じて複数の消費税率を設定すれば、低所得層に対する増

税の影響を回避することが可能となる。同研究は、日本経済が長期的に低迷し、消費者の信頼感が

不十分である状況下、消費税率の引き上げはさらなる消費の抑制につながりかねないが、生活必需

品と非日常用品とを区別して異なる税率を課すことによって、その効果の改善をはかることができると

強調した。金仁淑 14は、これまで2回にわたって行われた消費税改革による経済効果の経験を振り返

ると（1989年から1996年までの四半期データと1997年から2013年までの四半期データの実証分析）、

消費税の増税は短期的には、消費を刺激し経済成長を牽引する積極的な効果を発揮するが、中長

期的に見れば、消費のさらなる低迷や経済の全面的な下落、財政負担の深刻化という結果につなが

ることがわかると論じた。これによると、増税の根本的な原因は日本の政治・経済・財政・社会の深いレ

ベルの構造的な矛盾にあり、安倍政権が実施する消費税増税改革が、デフレ抑制や財政困難の脱

却、経済成長の牽引という目標を達成することは難しい。消費税増税の総合的な効果を有効に高め、

財政健全化と経済の持続可能発展という目標を実現するには、経済構造改革の加速や労働生産

                                                   
12 邵学峰「日本“泡沫経済”破滅後的税収政策評析」（『現代日本経済』2009 年第 2 号）  
13 施錦芳「日本提高消費税率的動因、影響及展望」（『日本学刊』2013 年第 2 号）  
14 金仁淑「日本消費税改革的経済効応探析」（『日本学刊』2015 年第 2 号）  
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性の向上、差別化戦略の実施が必要となる。黄偉 15は、日本の現行の不動産税の枠組（主に固定

資産税と都市計画税、事業所税を三つの大きな柱とする）は、税収の▽統一性（日本の不動産税は

地方税に属し、地方自治体が徴収し、普通徴収の方式が取られる。中央政府が規定した標準税率

と最高上限の範囲で、地方自治体は、合理的な範囲内で調整を行う権限を持ち、地方自治体に大

きな自治権が与えられている）、▽公平性（不動産の保有に対して資産税のカテゴリーでの課税を行

い、不動産を投機対象とする機会費用を高め、不動産の用途を本来の使用へと戻す。同時に、社会

福祉法人の保有する非営利性の不動産や、研究団体の保有する研究用の不動産、寺院など宗教

施設や非営利型事業法人の保有する不動産は免税とされる）、▽公益性（不動産税収における固

定資産税は主に地方の教育・衛生・インフラなどの公共事業、都市計画税は主に各地方の都市・農

村計画、事業所税は主に大都市の汚染処理と環境改善に用いられる）――の原則をうまく体現した

ものであるとし、現行の日本の不動産税の徴収体制は、地方の主要な財政収入源となると同時に、

地方に公共財を提供するという租税のサービス機能を体現するもので、日本の社会経済の安定を支

える良好な役割を果たしていると論じた。 

 

三、貿易と地域経済一体化に関する研究 

（一）日中の経済・貿易関係と貿易構造に対する分析  

経済・貿易関係は、日中の社会・経済関係のバロメーターとなる。21世紀に入って以降、日本の貿

易に占める対中貿易の割合は20％以上にのぼり、日本の輸出に占める対中輸出の割合も20％近く

にのぼっている。このため日本経済を研究する際には、日中の経済・貿易関係という問題を論じない

わけにはいかない。第二次自民党安倍政権は2012年末の発足後、経済復興を施政目標とし、一連

の強力な経済対策を打ち出した。これには、より緩やかな通貨政策やより柔軟な財政政策、より実務

的な災害復興政策などが含まれる。日中の経済・貿易関係もちょうど2012年を境とし、大きな試練を

経験することとなった。江瑞平の分析 16は、この時期の日中経済・貿易関係の特徴をほぼ全面にわた

って整理したものである。これによると、小泉政権後から2012年まで、日中の経済・貿易関係は比較的

順調に発展し、経済・貿易関係は全面的な発展の勢いを示した。これは主に次の点に見て取れる。

第 一 に、規 模 が急 速 に拡 大 した。日 中 間 の貿 易 規 模 は 2006年 の 2,073.56億 ドルから 2011年 の

3,428.89億ドルへと急成長し、5年で65.4％の伸びを記録した。第二に、分野がますます拡大した。双

方向の貿易や対中直接投資、対中政府開発援助（ODA）からなる従来の3本柱から徐々に、中国の

対日直接投資や相互の国債購入、人民元と日本円の直接取引、省エネ・環境保護での協力、マク

ロ経済政策での協調、農業・中小企業での協力など多くの分野へと拡大した。第三に、（協力）メカニ

ズムの整備が進展した。とりわけ日中経済ハイレベル対話メカニズムの始動によって、日中の経済・貿

易関係は、よりマクロでハイレベルな、部門をまたいだものへと大きく前進した。第四に、レベルがより豊

かなものとなった。日中の経済・貿易関係は今や、二国間のレベルにとどまるものではなくなり、地域経

済協力や世界経済ガバナンスなどのレベルでの協調と連携も強化され、二国間―地域―多国間の

三つの大きなレベルでの良性の相互作用が徐々に形成されることとなった。同研究はさらに、残念な

がら2012年以降、日本側の「島購入」の騒ぎが拡大し、とりわけ尖閣諸島のいわゆる「国有化」実施を

日本政府が公然と宣言したことで、日中の政治関係は急転直下し、1972年の国交正常化以降の40

                                                   
15 黄偉「日本的房産税改革」（『学術争鳴』2011 年第 3 号）  
16 江瑞平「当前日本経済形勢与中日経貿関系」（『日本学刊』2013 年第 2 号）  
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年で最低の谷間に陥ることとなったと指摘した。同研究によると、日本経済が陥った低迷状況は、対

中輸出を含む輸出が妨げられたことと直接関係している。具体的には次の点からこれを見て取ること

ができる。第一に、二国間貿易が急激に衰退した。中国側の統計によると、日中双方間の貿易は

2010年と2011年、それぞれ30.2％と15.1％の大きな伸びを記録したが、2012年 1～11月期には2.9％

減少し、このうち日本の対中輸出の下げ幅はさらに大きな7.6％に達した。島をめぐる争いによって引き

起こされた日中関係の突如とした悪化が、日中貿易の急激な衰退をもたらした最も重要な原因と考え

られる。第二に、双方向の投資リスクが一気に高まった。日本政府の「島購入」の宣言は、中国の政

府と庶民の強烈な抗議を呼び、一連の対抗措置が順々に打ち出され、双方の政府の投資協力と日

本の在中企業の正常な経営活動に影響を与え、一部の企業は生産縮小や第三国の市場への移転

を余儀なくされた。第三に、ハイレベル対話が停止を余儀なくされた。このように島をめぐる争いは、日

中の経済・貿易関係に大きな衝撃をもたらし、両国経済の正常な活動と発展に直接影響している。と

りわけ依然として輸出への依存度が高く、輸出においては中国市場に大きく依存している日本経済に

対する衝撃は大きく、今後しばらくの日本経済の動向と日中の経済・貿易関係は楽観できない状況

にある。 

日本の貿易構造に対する研究はこれまで長期にわたり、輸出入の地域構造と製品・技術の相互

補完関係の分析に重点を置いたものが中心で、産業構造さらには産業の優位性という角度からの分

析は少なかった。洪宇の研究 17は、日本の貿易構造の解析に新たな視点を与えるものとなった。同研

究は、1976年から2011年までの貿易データを利用し、10大貿易商品の間の貿易特化係数（計算式：

NXjk=(Xjk-Mjk)/(Xjk+Mjk)）と顕示的対称比較優位指数（計算式：RCAjk=(Xjk/Xj)/(Xwk/Xw)）の

分布をはかり、日本は3種類のミドルテク類完成品と2種類のハイテク類完成品で純輸出の地位にある

が、顕示的比較優位指数の分布で見ると、比較優位を持っているのは3種類のミドルテク類完成品だ

けで（顕示的対称比較優位指数はそれぞれ0.398、0.136、0.328）あることをつきとめ、日本の貨物貿

易の比較優位は主にミドルテク類完成品に集中しているとの基本的な結論を導き出した。さらにこの

二つの指数の分布と数値をさらに比較することで、一次産品とその他のローテク類完成品を除くと、

2011年の日本のその他の各類型の産品の貿易パターンはいずれも、純輸出の能力が顕示的比較優

位を上回っており、貿易パターンは「プラスの離反傾向」を示した。2種類のハイテク類完成品では、顕

示的比較劣位の状況において貿易競争力（NX）がゼロを上回るという貿易パターンが形成されており、

「完全離反」の現象が出現している。このことは、純輸出の相対的な能力が比較優位の実際の状況を

超えているという貿易パターン、「プラスの離反傾向」が日本の大多数の産品に幅広く存在しているこ

とを示している。このような貿易パターンは、外部の需要に対する日本経済の発展の深刻な依存度を

示す一方で、日本の企業と政府が輸出または貿易の黒字を追求する中で、比較優位の実際の状況

から故意に大きく逸脱しているという状況も暗示している。その本質は、「未来からの前借り」とも言える

もので、比較優位から故意に離反した活動は、日本の輸出主導型の経済発展方式の持続可能性の

内在的な均衡崩壊リスクを高めるだけでなく、日本の対外貿易の経済効率を必然的に引き下げ、社

会の福利水準の有効な向上を妨げるものとなる。 

21世紀に入って以降は、ますます高まる日本の金融サービス業の市場開放度の実体経済に対す

る作用と影響などの新たな問題をめぐって、いくつかの先駆的な研究成果が上がった。張楠と王厚双

の研究 18は、日銀の1985年から2008年までの統計データに基づき、制度的な量化指標を通じて金融

サービス貿易の自由化度を量化し、人的資本の吸収度や技術の吸収度、日本経済の成長に対する

                                                   
17 洪宇「日本貨物貿易模式背離傾向演進研究 :1976～2011」（『現代日本経済』2013 年第 1 号）   
18 張楠・王厚双「日本金融服務貿易自由化及其影響的実証分析」（『現代日本経済』2012 年第 3 号）  
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金融サービス貿易の自由化度の影響をはかったものである。同研究では、金融サービス貿易の自由

化度が高いほど人的資本の吸収が速くなり、技術の吸収の加速は経済成長にプラスの効果をもたら

すことが示された。つまりサービス貿易の自由化度の向上は、経済成長に直接的に促進する作用を

持つだけでなく、技術の吸収と人的資本の蓄積の加速によっても経済成長の促進作用をもたらすも

のとなる。これは、保護貿易主義が日増しに高まりつつある状況において、中国のサービス貿易自由

化の推進と現在の貨物貿易摩擦の緩和に向け、新たな政策の考え方をもたらすものとなった。 

（二）FTA・ETA・地域経済一体化に対する分析  

日本は、東アジア地域における重要な経済体であり、そのFTA戦略と政策は、東アジア地域の経済

一体化のプロセスに直接影響する。世界貿易機関（WTO）の統計によると、全世界の各種の自由貿

易協定はすでに170本を上回っている。自由貿易政策を掲げながら、いかなる地域的な貿易組織にも

参加していない日本の対外原則は、地域経済一体化の発展によって、かつてない試練に直面してい

る。日本経済はこれまで長期にわたって、国際競争力のある一部の産業によって経済全体の発展を

まず引っ張り、保護の必要な低効率の部門を各種の手段で支援するというモデルを取ってきた。この

ような「二重構造」は、東アジアの発展途上国が競争力のある製品を日本に輸出することを妨げると同

時に、日本経済の回復にも影響を与えている。 

FTAと地域経済一体化の問題をめぐっては近年、豊かな研究成果が上がっている。日本のFTA発

展が他国に遅れを取っているという局面を転換するため、日本は、2010年の「包括的経済連携に関

する基本方針」、2012年の「日本再生戦略」、2013年の「日本再興戦略」において、FTAの政策方針

に対して大幅な調整を加えた。朴英愛と金香蘭の研究 19は、日本の近年のFTA政策の変化の主な

表れとして、▽政策目標が経済パートナーシップの強化からハイレベルのFTA推進と農業改革実施に

変わった、▽FTAの重心が東アジアからアジア太平洋へと拡大された、▽主要な交渉対象が経済小

国から巨大な経済圏へと転じられた――ことを挙げている。これらの変化は、日本にだけでなく、中国

や東アジア地域の経済一体化にも影響を及ぼすものとなる。このため中国は、時勢をよく観察し、必

要な対策を適時に取り、マイナス影響を最小に抑える必要がある。曾霞 20は、日本が取る可能性のあ

る態度を分析し、日本が2013年 7月に正式にTPP交渉に加わり、TPPの12番目の交渉参加国となっ

たことは、農業・郵政・政府調達・投資・食品安全などの分野で日本に衝撃を与えることとなるとし、日

本は、▽本国において敏感でない議題で譲歩し、自身の主張に対するほかの交渉国の支持をとりつ

ける、▽ほかの国の手薄な分野をめぐって議案を提出し、日本において敏感な議題の交渉における

譲歩を引き出す、▽同盟国を求める――などの策を通じて、TPP交渉による衝撃を弱めることができる

と論じた。また農業と郵政の改革を引き続き推進し、国内の異なる利益集団間の利益分配で協調を

はかることも極めて重要となるとした。 

社会的な関心が比較的高い日中韓の間の貿易自由化をめぐっては、劉朋春の研究 21が、GTAP

モデルに基づき、日中韓の3カ国が二国間のFTAを先に構築して日中韓 FTAへの移行をはかることが

できるかをシミュレーションし、日中韓 FTAという目標を達成するにはいかなる経路を通るべきかを論じ

た。同研究によると、日中両国が先に自由貿易圏を構築することはない。日韓両国がまず自由貿易

圏を構築した場合、中国を直接加入させるという方式で、日中韓自由貿易圏を形成することができる。

                                                   
19 朴英愛・金香蘭「日本 FTA 政策変化及評価」（『現代日本経済』2014 年第 5 号）  
20 曾霞「参与 TPP 談判対日本的沖撃及其応対措施探析」（『現代日本経済』2013 年第 6 号）  
21 劉朋春「双辺 FTA 是否会成為中日韓自由貿易区的“墊脚石”？——中日韓自由貿易区建設路径的 GTAP 模擬分析」

（『現代日本経済』2015 年第 1 号）  
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中韓 FTAが構築された場合は、日本をこれに受け入れるという方式でこの目的を達成することはできな

い。中韓自由貿易圏または日韓自由貿易圏が先に構築された状況においては、「ハブ・アンド・スポ

ーク」のFTA構造を通じて、日中韓自由貿易圏の成立を促進することができるが、日本をハブ国とした

状況は実行可能な経路としては認められない。中国の角度から見れば、中国はまず、中韓自由貿易

圏の建設を推進し、日韓双方の自由貿易圏の交渉状況に基づき、日本との自由貿易圏交渉の開

始を検討すべきと考えられる。 

貿易自由化の過程における日本自身の問題の処理対応（農業問題や産業支援などの問題）をめ

ぐっては、劉国斌と趙霞の研究 22が次のような見解を示している。ハイレベルな自由化貿易協定であ

るTPPは、農業市場の完全な開放と100％の自由貿易の実現、完全な市場競争、農業市場の便利

化和と透明化を求めている。日本のTPP交渉への加入は自国の農業市場に対し、マイナスの影響も

あれば、プラスの影響もある。またこの措置は、農協の農業発展の独占や農業の過度な保護、農業改

革プロセスの遅れという弊害をさらけ出すものとなる。TPP加盟後に農業が依然として広大な発展の見

通しを持つようするためには、日本は、農業の発展方向を明確にし、農業改革の推進を加速する必

要がある。これとは逆に、李勤昌と石雪の研究 23は次のように論じた。日本は長期にわたって、自国の

農業を支援・保護する政策を取っており、世界の多角的な農業交渉と二国間の自由貿易交渉にお

いて農業の保護水準を大幅に引き下げることを一貫して拒否してきた。ドーハ・ラウンドの農業交渉の

頓挫と世界経済の低迷を背景として、日本政府はまた同じように、立法を通じて農業保護を強化した。

同研究は、政治経済学の分析方法を採用し、日本の農業保護政策の系統的な論述を土台として、

その経済的な背景と政治的な原因を重点的に分析し、「日本の頑固な農業保護政策は深い政治

的・経済的背景を持っており、今後もこれが根本的に変わるとは考えにくい」との基本的な結論を導き

出した。同時に平力群の研究 24は次のように論じた。FTAを利用した産業発展の保護と支援という視

点から、日本政府はここ十数年、FTA戦略の調整において、「否定・様子見」「革新的参加」「推進強

化」といういくつかの段階を経てきた。日本の産業発展に対して日本のFTA戦略が与えた支援と保護

を吟味すると、FTAがすでに、日本政府が国家の安全を保証し、国家の経済的利益を獲得するため

の制度的なツールとなっていることがわかる。この点を認識することは、日本政府の今後のFTA政策の

方向性や体系の構築を理解するのに重要な参考価値を持つと同時に、アジア太平洋の地域一体化

の局面の変化の趨勢を中国が正確に判断するための根拠ともなる。 

最後に、自由貿易圏発展についての日中両国の基本的な立場と関係の問題をめぐっても、現実

的な意義を備えた研究が少なくない。楊暁雲の研究 25は、ASEANの経済発展の傾向が全体的に高

まる中、日中両国は、各種の貿易協力のメカニズムをASEAN地域に集中的に配置し、地理的な優位

を利用してASEANとの二国間・多国間の経済一体化プロセスを推進し、急速に成長するASEAN市場

において優位を得ることを望んでいると論じた。同研究は、輸出規模と国別市場の分布、輸出技術の

構造、輸出競争性、輸出拡張経路の五つの側面から、ASEANに対する日中両国の輸出貿易の変

遷の過程を比較分析したものだ。これによると、過去 10年余りの間、中国の対 ASEAN輸出は急速に

拡張し、輸出規模でますます優位を形成し、輸出構造もより合理的なものとなり、日本との競争も徐々

に高まっている。中国は今後、経済一体化のプロセスにおける主導的な役割の発揮を積極的にはか

り、協力レベルを深め、協力範囲を拡大し、協力メカニズムをより柔軟なものとし、新たな利益の獲得

                                                   
22 劉国斌・趙霞「日本加入 TPP 談判与農業改革分析」（『現代日本経済』2014 年第 2 号）  
23 李勤昌・石雪「日本強化農業保護的経済与政治原因」（『現代日本経済』2014 年第 2 号）  
24 平力群「日本調整 FTA 戦略的動因 ——基于保護与支持産業発展的視角」（『現代日本経済』2014 年第 3 号）  
25 楊暁雲「中日対東盟出口貿易比較研究」（『現代日本経済』2014 年第 5 号）  



◆第一部 中国の日本研究―各分野の現状 

62  

に向けた突破口を探していく必要がある。康成文はこれに対してさらに踏み込んだ分析 26を行い、中

露・日露の二国間貿易は近年、安定した成長を見せているが、貿易競争という試練にも直面している

と論じた。同研究は、中露・日露の二国間貿易の発展と現状の分析を土台として、中露・日露の二国

間貿易の商品構造と貿易双方の顕示的貿易総合比較優位指数（RTA）、貿易補完係数（TCI）を実

証した。これによると、中露・日露の二国間貿易の商品構造とRTAは高度の相似性を備え、二国間貿

易の相互補完正は高く、貿易潜在力は大きい。日中両国は、対露の二国間貿易において競争関係

にあり、際立った貿易競争性を示している。 

総体的に見て、日本のFTA政策はすぐに目的を実現することのできるものではなく、ゆっくりとした融

合の過程を経るものと考えられる。地域の経済協 力には、自由貿易協定 （FTA）と経済連携協定

（EPA，EconomicPartnershipAgreement）の2種の方式がある。日本は、農産品や外国人労働者の

雇用、技術資格認定など多くの分野で一貫して保護主義を取ってきた。この分野の対外開放は短期

的には難度が高く、日本政府は、経済連携協定（EPA）のモデルを取って二国間の自由貿易圏を構

築するという政策を選択する可能性が高い。呂鈾と崔岩の研究 27はこれについて、2011年 11月に

TPP交渉を再開して以来、日本国内外では、関連する議論が絶えず交わされてきたと指摘する。TPP

加入は、日本に多くの潜在的利益を与えることとなる。利益としては、輸出の機会がより多くなる、国内

の農業改革が後押しされる、日米同盟関係の強化を通じて中国を抑制できるなどが挙げられる。だが

日本は同様に、大きな困難にも直面することとなる。国内の農業団体からの強い反対だけでなく、与

党内外からの反対意見も予想される。さらに政権交代も、日本のTPP加入に新たな不確定性をもたら

すこととなる。同研究は、安倍内閣はTPPによって国内の改革を進めたいと考えているが、その政権基

盤への配慮から、この問題の処理にあたってはより慎重な政策が取られることになるだろうと論じた。 

 

四、製造業・農業・近代サービス業に関する研究 

（一）製造業の発展に対する分析  

戦後の日本経済の強大化は、製造業の発展によるものであった。だが「メイド・イン・ジャパン」は近

年、円の値上がり、拡張戦略や大規模・多元経営の追求、長期にわたって掲げられた欧米市場中心

の輸出戦略、技術革新の不足などを原因として、品質の低下などの「多重的な苦境」に直面している。

日 本 の製 造 業 企 業 の革 新 能 力 は大 きな試 練 にさらされている。林 秀 梅 と馬 明 28 は、 DEAの

Malmquist指数分析の方法を日本の製造業に応用し、2002年から2006年までの日本の製造業の全

要素生産性と技術効率、技術進歩の変化の特性を定量分析し、日本製造業の衰退をもたらした背

後に「効率」という原因があることを明らかにし、その未来の発展に対する対策を提出した。同研究によ

ると、2002年から2006年までに日本の製造業の全要素生産性は年間平均 0.6％で高まったが、歴年

の変化の状況から見ると、全要素生産性は低下の傾向にある。業種別に見ると、全要素生産性の伸

びが最も急速な5業種としては、「非鉄金属」「電気機械器具」「印刷 ・同関連業」「繊維工業」「鉄鋼

業」が挙げられる。全要素生産性の最も低い5業種としては、「金属製品」「輸送用機械器具」「食料

品」「紙・紙加工品」「石油製品・石炭製品」が挙げられる。総合的に見ると、製造業部門の全要素生

産性は低下傾向にあり、国際的な競争優位を持った産業部門も例外ではない（例えば「化学工業」

                                                   
26 康成文・中俄「中俄、日俄双辺貿易比較分析」（『現代日本経済』2014 年第 3 号）  
27 呂鈾・崔岩「本推動 TPP 談判的動因及制約因素」（『現代日本経済』2013 年第 3 号）  
28 林秀梅・馬明「日本製造業“路在何方”  —基于全要素生産率分析的啓示」（『現代日本経済』2012 年第 2 号）  
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「金属製品」「はん用機械」「輸送用機械器具」「精密機械設備」の全要素生産性は年平均で0.7％、

1.0％、0.99％、2.8％、0.1％低下した）。その主要な原因は、技術革新の軽視による技術の「退歩」、

生産能力の過剰、過度の多元化経営、主力産業の選択の失敗などと考えられる。 

経済モデルの転換における構造的矛盾を解決するためには、ミクロの視点からの企業の成長経路

の研究を重視する必要がある。企業の成長経路の選択が適切であるかは、企業と経済体（国家）の

成功と失敗の分け目となる。このため企業のミクロ面での研究は、重要な理論的・実践的意義を備え

ている。李毅の研究 29はソニーについて次のように論じた。ソニーは戦後の半世紀にわたって、日本の

製造業の実力を示す象徴となり、その発展は「神話」とあがめられ、日本の経済成長の縮図とみなされ

た。だがバブル経済の崩壊後、ソニーは日本経済とともに低迷を始め、十年にわたる発展の衰退期に

入った。問題は、経済モデルの転換期における適応能力の欠如にある。転換過程において企業文化

を喪失したことが、ソニーが国際競争において徐々に劣勢に立たされていった内在的原因と考えられ

る。ソニーのたどった軌跡が人々に示しているのは、ある特定の日本企業の選択の間違いだけではな

い。人々はそこに、日本経済全体がモデル転換において直面した苦境の縮図を見る。ソニーの事例

が示しているのは、ある国の産業さらには経済全体が経済のモデル転換にいかに向かい合うかという

教訓であり、真剣にこれを検討する必要がある。 

先進国ではポスト工業化段階に入って以降、サービス業を主体とした仮想経済が占める割合が日

を追って高まり、世界の主要先進国はいずれも、経済成長の低迷に直面するようになった。中国の沿

岸部の発達地域の経済にも、実体を離れて仮想へと向かう現象が起こり、製造業を主体とした実体

経済の発展は数々の困難に遭遇した。金融革新や通貨政策、信用構造などの分野に研究関心が

集まっている状況においてはとりわけ、実体経済と産業構造の面から、危機における発展チャンスの

追求を考察する必要がある。胡立君と薛福根、王宇 30は、日本と米国の経済発展の歴史の研究を

通じて、ポスト工業化の段階における産業構造の「軟化」の過程で、日本の産業資本の「脱本国化」

と米国の産業資本の「脱製造化」が程度の違いはあれ産業空洞化現象をもたらしたことを明らかにし

た。このような現象や傾向をいかに認識するかについて、同研究は、産業空洞化の形成メカニズムの

特徴には個別的なものと一般的なものがあるが、産業構造の進化の過程においては、「空洞化の転

換点」と「空洞化の罠」が必然的に出現すると論じた。米国が2回にわたって「再工業化」を通じて産業

空洞化に対処しようとした経験からは、産業構造の「空洞化の転換点」を有効に回避し、「空洞化の

罠」に陥らないようにする最も効果的な策略は、実体経済と近代製造業をたゆみなく発展させることと

考えられる。同研究はさらに、仮想経済と実体経済の関係を協調させるなどの措置を通じて産業空洞

化を防止する政策を提出した。 

（二）農産業の発展に対する分析  

日本は、世界の農産品の輸入大国の一つである。その地理や気候などの条件を原因として、日本

は、農産品の国内需要の60％を輸入に頼っている。だがWTOの枠組みにおいては、日本は農産品の

輸入に対し、高い関税のような制限を取ることができない。ポジティブリスト制度などの保護措置はこう

して生まれた。日本は、国民の健康の保護と国民の福祉の増進を理由として、2006年 5月からポジテ

ィブリスト制度を実施した。対日農産品の主要な輸出国である中国はこれにより、直接的な衝撃を受

                                                   
29 李毅「経済転型中的企業成長路径選択：索尼案例的思考」（『日本学刊』2014 年第 4 号）  
30 胡立君・薛福根・王宇「後工業化階段的産業空心化机理及治理 —以日本和美国為例」（『工業経済問題』2013 年第 8
号）  
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けることとなった。ポジティブリスト制度実施の効果の問題をめぐっては、譚晶栄と夏幸 31が、貿易制限

の状況下で、輸入国（日本）国内における福利の変化が、中国の日本向け農産品輸出にいかなる影

響をもたらすかを、CES効用関数を利用して分析した。同研究によると、日本がポジティブリスト制度を

撤廃すれば、日本国内の生産者の福利水準は低下するが、日本国内の消費者の福利水準は上昇

する。消費者の福利水準の向上は生産者の福利水準の低下をはるかに上回ることから、日本国内の

福利の純水準は上昇することになる。同研究はさらに、ポジティブリスト制度の実施は、中国の農産品

輸出にマイナス影響をもたらすものとなるとした。 

1960年代以降、日本の農業は、生産構造と土地政策の一連の調整を経て、比較的高いレベルの

労働生産性と安定した農業経営を実現し、農業部門の近代化への軌道変更を完了した。その背後

の政策と市場における実践をめぐって、曹建民と霍霊光、張越傑の研究 32は、日本で1970年代以降

に実施された牛肉価格安定制度と肉用子牛生産者補給金制度、肉用牛肥育経営安定特別対策、

子牛生産拡大奨励事業、肉用牛保険補填制度の背景と原理を系統的に分析した。これによると日

本の肉牛産業の支援政策は、単純な政府による補助ではなく、国家と地方、生産者が共同で資金を

調達し、市場価格が変動した際には、産業の上流の生産者の利益を重点的に維持することを通じて、

肉牛産業の発展を安定化するものである。同研究はさらに、中国の肉牛産業が現在直面している問

題は日本の1960年代の問題に似ており、日本の経験と対策は、中国における関連肉牛産業政策の

制定に一定の参考価値を持っているとした。このほか王志剛と李騰飛、孫雲曼 33は、日本が実施した

野菜価格安定制度をめぐった研究を行った。これによると、同制度は、野菜農家の生産の積極性を

高め、野菜の安定供給を保証し、国内の野菜価格の安定を維持する役割を果たした。野菜価格安

定制度には、野菜の計画生産・出荷調整制度と野菜の緊急管理制度、特定野菜の価格差補給制

度の三つが含まれる。日本は、価格安定基金の設立を通じて、整った価格調整体系を形成した。同

研究は、日本の経験を参考として、中国は、野菜などの農産品価格にかかわる法律制度を積極的に

制定し、財政補助を強化し、野菜の緊急保障と予測のメカニズムを構築することによって、中国の農

産品の価格調整体系を整備するべきだとした。 

農産品ブランドの育成と革新をめぐって、呂蘇楡の研究 34は、日本の農業の地域ブランドの発展は

第一に、有効の法律による保護を土台としたものだと論じた。日本における農業の地域ブランドの法

的保護は主に、地理的表示の保護制度を通じて実現され、団体商標登録が最も主要な権利保護の

方式となっている。日本では協同組合が農業の地域ブランドの保有者となり、地理的表示の使用の

内部管理を担当している。日本政府は一方、モデルの革新や財政投入、情報サービス、知的財産権

のモニタリングなどの側面から、農業地域ブランドの発展を支援している。中国は、日本の経験を参考

として、立法の仕組みを整え、集団や組織の管理を強化し、農業地域ブランドに対する政府の支援を

拡大する必要がある。このほか農業後継者の育成メカニズムも、日本農業の家族経営の安定にとって

の重要な支え、制度的な保障として、社会の関心を集めている。趙維清の研究 35は、日本の認定農

業者制度は、農業経営の状況を改善し、農業の大規模経営を推進し、農業の経営効率を高めること

をねらいとした重要な農政改革措置となっていると明確に指摘した。日本ではこの制度が1993年に制

定・施行されて以降、政府が認定農業者に対し、農業経営基盤強化資金などの低利融資制度や農

地流動化対策・支援などの措置を重点的に実施し、良好な効果を上げている。同研究は、日本の認

                                                   
31 譚晶栄・夏幸「肯定列表制度対日本福利和中国農産品対日本出口的影響」（『中国農村経済』2011 年第 2 号）  
32 曹建民・霍霊光・張越傑「日本肉牛産業政策的経済分析与啓示」（『中国農村経済』2011 年第 3 号）  
33 王志剛・李騰飛・孫雲曼「日本蔬菜価格穏定制度探析」（『現代日本経済』2013 年第 5 号）  
34 呂蘇楡「日本農業区域品牌発展探析」（『現代日本経済』2012 年第 2 号）  
35 趙維清「日本認定農業者制度及其対我国的啓示」（『現代日本経済』2012 年第 2 号）  
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定農業者制度を参考とすることは、中国の農業発展方式の転換や家族農場の育成にヒントを与える

重要な意義を持っていると論じた。 

（三）サービス業と文化産業に対する分析  

近代サービス業と文化産業は、高度技術や近代的な管理方法、経営方式、組織形式をよりどころ

として発展した、生産者に向けて中間投入物を提供する、知識・技術・情報集約型サービス部門を指

す。日本の近代サービス業は近年、急速に発展し、国民経済においてすでに半数を占めるまでに成

長している。その商品は、▽形を持たない、▽生産の中間段階において消費される、▽「捜尋性商品」

（消費者が品質情報を事前に手に入れることのできる商品）ではなく「経験性商品」（消費者が経験に

よってだけ品質を知ることのできる商品）が中心である――という特徴を持ち、今後の経済発展の重要

な方向と考えられている。李恵娟の研究 36は、中国のサービス業の2004年から2010年までの集積度

と日本のサービス業の1996年から2009年までの集積度を、EG指数を用いて測定・比較し、両国のサ

ービス業の集積度とサービス業の成長との関係を検討した、特色ある研究である。これによると、中国

の生産者サービス業の集積度は日本よりも低く、消費者サービス業の集積度は日本よりも高い。中国

と日本の生産者サービス業の集積度は、消費者サービス業と社会性サービス業を上回っている。生

産者サービス業の集積度は上昇の傾向にあり、強いプラスの集積経済効果を生んでいる。一方、消

費者サービス業と社会サービス業の集積度は下降の傾向にあり、マイナスの集積経済効果をもたらし

ている。中国は現在、リースサービス業とビジネスサービス業を中心とした生産者サービス業の集積を

形成している。日本は現在、情報伝送・コンピューターサービス・ソフトウェア業と金融保険業を中心と

した生産者サービス業の集積を形成している。 

近代サービス業の重要な新型分野である文化消費と文化産業は発展を始めたばかりで、両者は

互いに補完し合い、内需拡大と国民生活改善の重要な側面をなしている。金暁彤と李茉の研究 37に

よると、日本の文化産業の発展が巨大な成果を上げたのは、効率的で合理的な政府推進型の発展

モデルによるところが大きい。このモデルの特徴は、政府が強力な戦略と政策指導を提供し、法律・法

規体系を整備・改善し、仲介組織の発展に適合した環境を整え、市場メカニズムを通じて文化資源

を配置する土台を固め、マクロな経済計画と産業政策を通じて管理機能の転換と融資手段の多元

化、宣伝手段の特色化を実現したことにある。日本の文化産業の成功をもたらした発展モデルと経路

選択を研究することは、中国の内需拡大と現実的な困難の打開にとって重要な参考意義を持ってい

る。このほか文化産業の発展戦略をめぐっては、李彬と于振沖の研究 38が、日本の「文化立国」戦略

の支援を受け、日本の文化産業は近年、国民経済の支柱産業となっただけでなく、文化産業がGDP

に占める割合も自動車産業に匹敵するほどに拡大していると指摘し、日本の文化産業の急成長を可

能とした三つの要素として、（1）多 くのルートからなる投資モデル、（2）革新的な製作委員会融資と知

的財産権担保融資モデル、（3）文化産業のクラスター化、ブランド化、産業チェーン、技術革新、国

際化、地方化などの多元的な市場戦略――を挙げた。 

  

                                                   
36 李恵娟「中日服務業集聚程度的比較分析」（『現代日本経済』2013 年第 5 号）  
37 金暁彤・李茉「日本文化産業発展路径分析」（『現代日本経済』2013 年第 4 号）  
38 李彬・于振沖「日本文化産業投融資模式与市場戦略分析」（『現代日本経済』2013 年第 4 号）  
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五、環境・人口・消費などに関する研究 

（一）環境制度・技術応用に対する分析  

経済発展と環境保護のウィンウィンを実現することは、日本を含む世界の多くの国が21世紀に直面

する重大な課題の一つである。日本では戦後、経済の急成長に伴い、産業公害などの環境問題が

日増しに深刻化した。欧米などの先進国と比べると、日本は比較的早期に、低炭素経済を推進する

ことの重要性を認識し、アジアで初めて低炭素社会の建設を宣言した国となった。中国国内では近年、

日本における低炭素経済実施のプロセスや現状、問題、取られた措置に対して詳しい研究と紹介が

行われるようになり、日本における公害対策の制度や技術の全域に対して関心が高まっている。崔景

華 39は、環境にかかわる税制は、省エネ・排出削減の目標を実現するための重要な政策ツールの一

つとなっていると論じた。環境保護を強化するため、日本政府は、新たな環境関連税制の改革案を打

ち出した。この改革は、日本の経済社会に対して広範な影響を及ぼしている。企業にとっては、環境

税制改革は、企業のエネルギー使用コストと製品価格に影響を与える。家庭にとっては、環境税制改

革は、最終財の使用の構造を改変するものとなる。こうした変化は具体的には、環境税の価格奨励効

果や財源効果、アナウンスメント効果として表れる。同研究は、日本の環境税制の効果を検討すること

は、中国における環境税実施の方式や、税制とその他の政策ツールとの混合利用、環境税制体系の

建設などの政策を決定するための手本となると指摘した。佟新華の研究 40は、ポスト工業化期におけ

る日本経済は、水中への有機汚染物質の排出とあまり関係のない形で発展したと指摘し、この時期

の日本の「人口」「経済」「技術 」「工業化」「都市化水準」の5種類の影響因子がBOD排出にどのよう

に影響したかをSTIRPATモデルを用いて分析した。これによると、BOD排出を抑制する重要な要素は

技術であり、産業構造のアップグレード・改造は、BODの排出削減の根本的な手段と言える。また適

度な都市化水準は、BODの排出量の急速な増加の傾向を抑えるための重要な要素となる。このほか

各国の生活水準がますます高まる中で、家電廃棄物の合理的な処分は、多くの国が直面しなければ

ならない問題となっている。朴玉の研究 41は、循環型社会構築のための法律体系の枠組の下、日本

は、「家電再生利用法」を公布し、2001年 4月に正式に実施した。同法は2010年 3月、9年ぶりに改訂

された。改訂までの9年間の実績からは、「家電再生利用法」の普及と実施が進み、法律がねらいとし

ていた現実的な効果がほぼ実現されたことがわかる。だが実施から時間が経ち、実際の状況が変化す

る中、法律に存在する問題も明らかとなっていった。こうした問題は、制度のレベルにかかわるものであ

ると同時に、周辺各国の環境などの影響（廃棄物の国境を越えた移動、生産者の責任の延長、再商

品化など）にかかわるものでもあり、さらなる検討と整備が必要となっている。 

（二）人口高齢化問題に対する分析  

日本はすでに、世界で人口の平均寿命が最も長い国となっている。これは一方で日本の誇りとなる

と同時に、もう一方で日本に各種の問題をもたらしてもいる。人口の年齢構造の変遷と人口の総数の

減少は、需要と供給の両方面から日本の経済成長に深刻なマイナス影響を与えるものとなる。そのた

め高齢化と少子化に正しく対応できるかは、日本経済が持続可能発展を実現できるかのカギとなる。

                                                   
39 崔景華「日本環境税収制度改革及其経済効応分析」（『現代日本経済』2012 年第 3 号）  
40 佟新華「日本後工業化時期水環境有機汚染物排放影響因素研究」（『現代日本経済』2013 年第 6 号）  
41 朴玉「日本家電廃棄物回収処理状況分析」（『現代日本経済』2012 年第 1 号）  
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王暁峰と馬学礼 42は、日本の人口の高齢化と経済成長の関係を予測・分析した。同研究によると、

日本の経済成長と人口の年齢構造の変動はいずれも1970年代に転換点を迎えた（日本経済は高

成長から低成長に入り、日本の人口は高齢化段階に入った）。歴史的成長会計法の結論によれば、

中長期においては、一国または地域の実質GDPは、労働生産性、労働力利用効率、労働年齢人口

の3者の積に等しくなる。これは、高齢化加速の時期における日本経済の成長プロセスを分析し、その

将来を予測する有効なツールとなる。同研究は、▽労働生産性の向上は、日本経済の長期的な成

長の最も主要な原動力となった、▽労働力利用効率は総体として安定しているが、日本経済の長期

的な成長を牽引する効果には限りがある、▽人口はすでに、日本の経済成長を支える要素ではなく、

人口の条件はますます不利な方面へと進み、その作用の程度も日を追って高まっており、労働年齢

人口の減少は今後、日本の経済成長を長期にわたって妨げる重要な構造的要素となる――ことを明

らかにした。 

高齢化社会に対応するための政策という問題については、田阡 43が系統的な紹介を行った。これ

によると、人口高齢化がもたらす数多くの挑戦に対応するため、日本政府は、一連の公共管理の革

新を積極的に進め、良好な効果を獲得した。日本政府による高齢化への対策と措置は、中国にとっ

て重要な参考意義を備えている。同研究は日本の主な経験として次の三つを挙げた。（1）家庭と社

会の双方を重視した介護体系の構築。多くの政策や措置を打ち出し、家庭における介護を積極的に

奨励・支援する一方、高齢者向けの「シルバー産業」の開発への民間の参加を積極的に誘導・奨励

した。（2）年金・医療保障制度の全面的な革新。介護保険の分野では、度重なる改革を経て、日本

政府は、比較的整った三つのレベルからなる年金体系を構築している。国民年金と厚生・共済年金、

企業年金を主体とした3階建ての年金制度である。（3）社会の消費需要の効果的な向上。人口高齢

化による住民の消費需要の減少を抑えるため、日本政府は主に、公共需要の拡大や個人消費の刺

激、企業投資の増加などでの対応措置を取った 44。  

人口の年齢構造の変化は、経済発展の原因の一つであると同時に、経済発展の結果の一つでも

ある。人口年齢の構造変化におけるいくつかの特色ある問題をめぐっての研究では、竜玉其の研究

45が代表的なものと言える。同研究は、日本の国家公務員の年金保険制度の内容（国民年金制度

と公務員の共済年金制度、公務員の退職手当制度を含む）を紹介し、日本の国家公務員の年金保

険制度は、60年余りの絶え間ない改革と改善を経て、国民年金を基礎とした国家公務員共済年金

制度の形成に至ったと指摘した。日本では、職業集団の違いに応じて異なる年金制度が構築されて

おり、公務員の年金待遇が民間部門よりも高いことが特色の一つとなっている。同研究は、日本の国

家公務員の年金保険制度に今後影響する主な要素として、人口構造の高齢化や経済の発展状況、

行政体制改革などを挙げた。 

  

                                                   
42 王暁峰・馬学礼「老齢化加速期人口因素対日本経済増長的影響 ——以人口、経済的双重拐点為視角」（『現代日本経

済』2014 年第 5 号）  
43 田阡「人口老齢化与日本公共管理創新」（『管理世界』2012 年第 5 号）  
44 例えば日本政府は近年、公共投資を積極的に増加し、そのうち多くの部分を、高齢者向けの公共インフラ建設にあててい

る。日本では現在、大多数のバスに車椅子の昇降機が内蔵され、ほとんどの公共の場所（公衆トイレや階段など）に低い位置の

手すりが備え付けられている。多くの都市の信号（人口の少ない農村地区も含まれる）にも、高齢者向けの調整が加えられ、歩

行者用のボタンが備えられている。  
45 竜玉其「日本的国家公務員養老保険制度及其改革」（『現代日本経済』2011 年第 6 号）  
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（三）消費・観光・映像産業などに対する分析  

経済の絶え間ない発展に伴い、経済成長に対する消費活動の推進作用はますます際立っている。

張艾蓮と劉栢 46は、日本の消費者金融の発展とその作用を分析した。これによると、日本は1990年

代に長期にわたる経済低迷に陥ったが、経済成長に対する消費の貢献は、この期間における経済の

さらなる悪化を食い止めた。消費者金融は、消費推進の主要な源泉となった。実証研究の結果は、

日本の消費者金融と経済成長との間に長期的で安定した関係があり、消費者金融の状況は、経済

成長の未来の変化の趨勢を占うものともなる。同研究は、日本の経験を参考とし、「十二五」（第 12次

5カ年計画、2011-2015）期における中国の安定発展の実現のためには、住民の消費意識を高めると

同時に、消費者金融の幅と程度を拡大し、消費者金融の使用効率を高める必要があると提案した。 

消費産業の代表である映像産業の発展はしばしば、バロメーターの役割を果たす。常思純の研究

47によると、映画産業は、高投資・高収益・高リスクの併存する産業であり、映画産業の安全を維持

することは、各国が文化産業を発展し、経済の急成長を推進するための重要な政策となっている。日

本の映画産業は2011年以降、輝かしい発展を実現する一方で、隠れていたさまざまな危機も次第に

明らかとなりつつある。例えば映画興行収入の急激な減少や映像ソフトウェアの販売の大不振、大企

業の独占の強化、映画輸出の停滞などの問題は、日本の映画産業の安全に危機を及ぼしかねない

状況となっている。同研究は、映画産業に対する日本政府の支援の不十分や、鑑賞需要に対する

国内経済低迷の制約、スクリーンの供給不足、芸術性と商業性が完全に結合した良い作品の不足

などの要素が、上述の安全リスクの原因となっていると指摘した。 

国際観光消費地である日本は長期にわたって、観光産業政策の絶え間ない調整を通じて観光産

業の発展を導く努力を続けてきた。早くも2003年には「観光立国」戦略が打ち出された。張金華と楊

術の研究 48は、訪日外国人の消費状況の把握に参考な意義を持つものとなった。同研究は、訪日

観光についての1980年から2010年までの関連データに基づき、観光需求関連理論とも結びつけなが

ら、訪日観光需要の主要な影響因子の実証検証を行った。これによると、訪日観光需要の影響因子

の中では、訪日外国人の出身国の収入水準の影響が際立っている。観光価格が上昇すると、米国と

ドイツの訪日観光需要が減少する。だがカナダや英国、オーストラリアにとっては、観光価格の変動は、

日本に観光に行くかにはあまりかかわりない。より明らかな影響をこれに与えるのは、観光代替価格で

ある。観光替代価格は入国観光需要と負の相関を呈する。観光客の出身国と目的地国との間の貿

易水準は入国観光需要と正の相関にあり、為替レートと訪日観光需要も明らかな正の相関を呈す

る。  

このほか消費経済の重要な推進力として、女性の雇用と社会進出を奨励することも、日本の新たな

成長戦略の核心的な内容の一つとなり、「アベノミクス」の政策と社会の土台となっている。仲秋の研

究 49によると、「アベノミクス」関連政策のスムーズな実施に対し、「ウーマノミクス」は重要な役割を果た

す。児童の保育所入所困難問題の解決や社会支援の拡大、女性の雇用環境や企業の雇用制度の

改善、女性管理職の比重の拡大などは、女性労働力の「量」の増加と女性人材の「質」の向上につ

ながる。同研究はさらに、こうした措置について、短期的な日本経済の復興と成長に対する効果は相

対的に限りがあるものの、日本の社会文化と経済文化における女性の位置と役割を考えれば、長期

的な日本の振興と日本の発展モデルの転換に対しては一定の積極的な意義を持つと論じた。 

                                                   
46 張艾蓮・劉栢「日本消費信貸及其対中国消費経済発展的啓示」（『現代日本経済』2013 年第 5 号）  
47 常思純「日本電影産業安全隠患及其原因分析」（『現代日本経済』2014 年第 1 号）  
48 張金華・楊術「基于面板協整方法的日本入境旅遊需求分析」（『現代日本経済』2012 年第 5 号）  
49 仲秋「女性文化与日本経済：日本新増長戦略中的女性政策分析」（『現代日本経済』2015 年第 2 号）  
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六、結語 

上述のように、中国の日本経済研究は改革開放以来、豊富な成果を上げ、比較的高い水準に達

している。とりわけ2000年以後は、中国の経済体制改革の全面的な深化と国際化プロセスの加速に

伴い、日本経済研究の関心分野はますます広がり、より深く詳しい研究がなされるようになり、一部の

研究では、学理・法則・傾向を重んじた問題検証も際立つようになった。だが各種の条件の制約を受

け、まだ「追跡研究」の段階にとどまっている研究も多い。研究の質と影響力をさらに高めるため、次の

分野への注目を強化することを提案する。 

第一に、日本経済の問題の深層の原因に対する研究を深める必要がある。本稿において整理した

上述の成果では、日本経済の問題が発生した原因に関しての判断と解釈が一様ではなく、主に「周

期説」「構造説」「為替レート説 」などがある。だがどの原因がより重要でカギとなる役割を果たしたか、

各種の原因の間にはいかなる関係があるか、その他の深層の原因はないのか（発展の段階とパラダイ

ムの限界など）には、さらに全面的で系統的な分析と考察が待たれている。 

第二に、日本の市場制度と市場の属性に対する分析を拡大する必要がある。日本は明治維新以

降すぐに、資本主義市場経済体制を構築した。現代の市場経済国を分類するとすれば、おおむね米

国式（効率型市場経済）や欧州式（福利型市場経済）、中国式（移行型市場経済）などの類型に分

けられる。日本がこの類型の一つにあてはまるかについては、さらなる検討と解明が待たれる。日本経

済の問題の謎を解き、日本経済の発展方向を把握するのに重要な意義を持つ研究となる。 

第三に、日本経済と政策修復能力の評価を強化する必要がある。研究の価値は、未来を見通す

ことにある。日本経済研究の最終的なねらいは、今後の活動を指導することにある。近年発表された

多くの研究成果を全体として見ると、日本経済の見通しに関する分析と研究は比較的少ない。日本

経済の今後の発展はいかなる傾向と方向にあるか、日本の経済状況が好転するとすればどの程度良

くなるのか、悪化するとすればどの程度悪くなるのかなど、日本経済の展望や戦略、傾向についての

分析と研究の強化が待たれている。 
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1-5 中国の日本社会研究 

李 卓  

中国語における「社会」はもともと、人と人とが相互に連携して結成した組織、例えば結社や集会な

どを指す言葉であり、「会社」とも呼ばれた。現代の意味における「社会」は舶来の産物である。19世紀

中後期、西洋の「soc iety」という語に対し、中国人研究者の厳復は「群」という訳をあて、日本人研究

者の福地源一郎は「社会」という訳をあてた。日本を通じた西洋の学習の波が19世紀末から始まると、

「社会」という訳語は中国人によって幅広く使われるようになり、現代の中国語に根付くこととなった。 

社会のさまざまな変化は第一に、人間の変化によって始まるものである。人間のあらゆる行為は必

然的に、周囲のすべての人と多種多様な関係を持つことにつながる。社会学とは、社会関係や社会

構造、社会問題を研究する学問である。中国の改革開放と日中間の経済・文化交流の発展に伴い、

中国の日本研究は1980年代初めから徐々に深まっていった。日本社会の研究はその重要な一部で

ある。本稿では、30年にわたる中国の日本社会研究の基本的な発展の流れとその特性を振り返った

上で、「中国知網」の検索データ 1を参照し、21世紀に入って以降の研究の状況とその課題を重点的

に総括し、研究の発展と深化の推進に向けた参考と手本の提供をはかった。 

 

一、中国の日本社会研究全体の回顧 

日中両国は、隣国としての地理的関係と似通った文化的伝統を持っている。古代からの悠久の友

好交流の歴史を持つと同時に、近代以来の侵略と非侵略の痛ましい経験も持つ。1970年代に日中

国交が回復されて以降は、経済・貿易の往来が日増しに高まっている。中国の日本研究の幅と深度

はそのため、ほかのいかなる国の研究も上回るものと言える。近年における中国の日本社会研究は、

1980年代と1990年代、21世紀に入ってからの15年という約 10年を単位としたそれぞれの段階を経て、

漸進的な発展を遂げてきた。 

（一）1980 年代：探索と蓄積の時期  

1980年代まで、中国の日本社会研究は長期にわたって停滞の状態にあった。これには主に二つの

原因が挙げられる。第一に、中国において社会学がたどった紆余曲折。社会学はブルジョア階級の

学問とみなされ、1953年に教育部が学部の調整を行った際には、社会学という学科全体が廃止され、

研究者は迫害されるか、ほかの分野への転向を余儀なくされた。これは数十年にわたる研究領域の中

断と研究人材の枯渇を生み、社会学の軽視をもたらした。第二に、1972年の日中国交正常化まで、

両国は長期にわたって敵対状態にあり、日本研究を深めることは難しく、資料も不足し、情報は隔絶

された。高水準の学術成果もいくつか挙げられたが、当時の学術的な環境に制限され、社会学的な

視野における日本研究はほとんど見られなかった。 

                                                   
1 中国知網（http: //www.cnki .net /）。一部の学術誌はこのデータベースに登録されていないため、関連データは、実際のす

べての状況を反映したものとは言えない。データはあくまで参考とする。本稿の検索においては「精確検索」を利用した。  
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1970年代末から80年代初めに、中国は、文革の10年にわたる動乱から脱し、改革開放の時期に

入った。数十年にわたって中断された社会学の研究と教育も、回復と再建の時期に入った。日中の

国交正常化実現後、両国の政治・経済・文化の交流は次第に深まり、日本の経済発展の速度と近

代化の水準が中国国民の幅広い関心を呼び、日本理解のニーズがにわかに高まり、文革期において

は静まり返っていた日本研究の回復が促された。だが上述の歴史的背景の下、1980年代の日本社

会研究はただちに停滞から抜け出すことはできなかった。その根本的な原因は、多くの中国人がすで

に、社会学はいったい何なのかを知らなくなっていたことにある。1979年 3月には中国社会学会が発足

し、南開大学が社会学専門のクラスを1981年 2月に開講して以降は、全国各地の多くの大学も社会

学科を回復・創設するか社会学関連の課程を開設していたものの、その研究領域における研究方法

と理論の普及にはまだ時間を必要とした。また長期の中断の後に回復を始めたばかりの中国の社会

学は、社会学理論を用いて中国の社会問題をいかに解釈するかを主要な関心事としており、外国の

社会研究まで考える時間がなかった。そのため1980年代には、中国の日本研究者の研究視野に日

本社会研究が本当に入ることはなかった。さらに日本研究を中心に取り組んでいた当時の研究者は

基本的に、南開大学歴史研究所日本史研究室や天津社会科学院歴史研究所、遼寧大学日本研

究所、吉林大学日本研究所、東北師範大学日本研究所など、日本研究の土台を持ち、改革開放

後に研究活動を回復した研究機関に属していた。これらの研究機関の研究の重点は歴史や経済に

あり、いずれも日本社会の研究は不十分だった。このため改革開放初期の日本研究は基本的に、日

本文学や日本経済、日本政治、日本歴史、日中関係を中心に展開された。この時期に発足した中

国のいくつかの著名な日本研究団体もこの趨勢と合致している 2。社会を研究する研究者の力は弱く、

さまざまな研究団体・機関の下で各自の独立研究を展開するほかなかった。 

上述のような不利な状況にあったにもかかわらず、この時期の中国の日本研究者はすでに、日本社

会研究の重要性に気付き、国内研究の手薄な現状を打開するため、研究機関と人材育成の面での

準備を早期に行わなければならないことを鋭敏に察知していた。中国社会科学院日本研究所が1981

年に発足した際に日本社会文化研究室が特別に設立され、1985年に設立された北京外国語大学

日本学研究センターにも当初から日本社会研究専攻が開設されたのはそのためである。 

このような歴史的背景から、総体的に1980年代の中国の日本社会研究は、探索と蓄積の時代に

あったと言える。研究者らは、社会学の理論と方法を国外の同業者に虚心に学び、国外の日本社会

研究の動向を理解した。大きな影響を持った多くの訳書がこの時期に翻訳出版された。1979年、米

ハーバード大学のエズラ・F・ヴォーゲル教授の著作『Japan as No.1：Lessons for America』（『ジャパ

ン・アズ・ナンバーワン―アメリカへの教訓』）が米国で出版され、欧米諸国と日本で強烈な反響を引き

起こした。中国の研究者もこれを察知してすぐに行動し、1980年 12月には世界知識出版社から『日本

名列第一――対美国的教訓』（穀英 ・張柯訳）が翻訳出版された。ヴォーゲルは社会学者で、同書

は、社会学の角度から日本に対して比較的全面におよぶ考察を行い、戦後以降の日本の経済発展

の原因を分析したものである。ヴォーゲルは、日本人がいかに知識を求め、情報を収集し、問題を研

究するか、政府機関がいかに官僚を養成し、人材を選択し、行政を管理し、企業を指導し、経済と貿

易を発展させるか、企業がいかに経営管理体系を構築し、労資の矛盾を調停するか、教育の普及と

発展、社会福祉の措置などに特に注目した。同書は出版されると、すぐに中国でベストセラーとなり、

中国人研究者の日本社会研究の関心を高め、日本をさらに知りたいという国民の意欲を高めることと

なった。この後、日本の社会人類学者の中根千枝教授が1967年に記した『タテ社会の人間関係』が

                                                   
2 例えば中華全国日本経済学会（1978 年）、中国日本文学研究会（1979 年）、中国日本史学会（1980 年）、中国中日関

係史学会（1984 年）はいずれもこの時期に発足した。  
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天津人民出版社から『日本社会』の書名で翻訳出版された（許真・宋峻嶺訳、1981年）。中国人にと

って本書は、まったく新しく独特な方法で日本社会の構造の特徴を明らかにしたものとなり、その「タテ

社会」の理論は、日本社会を認識するための新たな視点を人々に提供した。同書は、最初の「社会

学叢書」の一つとして出版され、広範な影響を生んだ。理論的な著述を重んじたこの著作と比べると、

1982年にほぼ同時に翻訳出版された、戦後日本の新社会学の旗手とされる福武直の『日本社会の

構造』（陳曾文訳『日本社会構造』広東人民出版社）と『現代日本社会論』（張佐訳『現代日本社会』

黒竜江人民出版社）は、日本社会の近代化のプロセスと直面する課題を実践レベルから解明したも

ので、中国の読者による戦後日本社会の認識により現実的な参考となる根拠を提供した。日本の社

会学の著作を翻訳出版すると同時に、日本の社会学研究や日本の社会学者を紹介する文章も発

表され、中国人研究者の研究の視野を大きく広げた。 

国外の日本社会研究の著作の翻訳の熱が高かったことと比べると、この時期の国内の研究者の研

究は多くはあまり注目されることがなかった。出版条件にも限りがあり、研究著作は多くない。社会学の

視野から日本を研究・観察した著作としては、張萍の『日本的婚姻与家庭』（『日本の婚姻と家庭』、

中国婦女出版社 1984年）が挙げられる。改革開放初期に社会学が再建され、日本社会研究が芽生

えたばかりの状況 3で出版された同書は、中国の日本社会研究を切り開いた力作と言える。著者は、

日本の婚姻・家庭の沿革を整理した上で、戦後以来の日本の家庭・婚姻・女性に関する社会状況を

社会学の方法を用いて論述した。同書は今でも、日本社会の観察に対して参考と啓発の意義を持っ

ている。論文から見ると、社会の変動を研究した論文は比較的少なく、柳中権・姜孝若「日本近代化

の社会メカニズム」（『東北師範大学学報』1982年第 5号）、李国慶「戦後日本の地域開発計画と社

会変動」、『社会学研究』1988年第 3号）などは、当時の数少ない代表作と言える。1980年代の論文

で比較的多いのは、日本の人口問題を紹介したものである。これは人口大国である中国が長期にわ

たって人口問題研究を重視していたこととかかわりがある。この分野の研究は、社会学科のように廃止

の憂き目に遭うことはなく、人材や研究チームは継続・伝承されていた。また80年代に計画生育と一

人っ子政策の実行が開始されたことも、国外とりわけ日本の人口政策の現状に対する研究者の関心

を高めた。このほか当時は、日本の婚姻・家庭（論文数 66本）や女性（同 103本）、青少年問題（同 53

本）の研究にも注目が集まったが、日本の状況の紹介に重点が置かれているという共通の特徴を持ち、

理論と実践が結合した研究は比較的少なかった。 

（二）1990 年代：研究の始動の時期  

1990年代、日本の政治・経済・歴史・言語文化の研究に後れを取っていた日本社会研究は、際

立った発展を示すようになった。専門性の高い研究著作や研究論文が相次いで出版・発表された。こ

のような発展の勢いは、日本の社会変化の形勢と関係している。「失われた10年」において、長期的な

経済低迷に伴い、伝統的な雇用制度の動揺や出生率の低下、高齢化の進行、労働適齢人口の減

少、家庭関係の疎遠化などの社会問題がますます際立つようになったことは、より多くの研究課題と観

察の視点を中国人研究者に提供した。研究の進歩は総じて、以下のいくつかの変化によるものと考え

られる。 

第一に、研究方法の革新。中国の社会学の研究は1980年代初めに回復して以降、研究者らの10

数年にのぼる努力を経て、学科建設の面で大きな成果を獲得し、多くの大学で社会学科が設立され

るか、社会学の授業が開講され、修士課程と博士課程の大学院生を受け入れる教育機関がさらに増

                                                   
3 王偉「中国日本社会研究 30 年総述」（李薇編『当代中国的日本研究 1981-2011』中国社会科学出版社，2012 年，237
頁）  
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加した。これと同時に、社会学の理論は、その他の人文社会科学の研究にも大きな影響を与えるよう

になった。社会学の研究が専門でない研究者も、社会学の理論と方法を借用し、日本社会を認識す

るために社会関係や社会集団、社会生活に目を向けるようになった。研究分野はこれによって広がり、

人文社会科学のその他の研究領域を土台として、新たな対象や新たな内容、新たな成果が出現し

た。 

第二に、研究陣営の成長の開始。1990年 4月、国内初の日本社会研究団体として、北京市社会

学会に属する中日社会学分会が発足した。国内の日本研究者の構成を見ると、1980年代の日本研

究者は、中華民国の時期に養成された少数の第 1世代の研究者を除くと、文革前に養成された第 2

世代の研究者が中心だった。彼らは主として、すでに培われた知識の蓄積によって既存の関連研究

に従事し、社会研究の分野に加わる人は少なかった。1990年代以降になると、1979年に再開された

日本研究の修士課程の大学院生募集と1985年に再開された博士課程の大学院生募集以降に養

成された研究人材 4が研究に足を踏み入れ、日本研究の新たな勢力となった。これらの研究者は「中

華人民共和国の第 3世代の日本研究者」と呼ばれ、それまでの世代の優れた学風を継承すると同時

に、革新の精神にも富み、新たな理論や新たな方法を容易に受け入れ、1990年代の日本研究の主

力となっていった。多くの研究者が社会学の理論と方法を利用して日本研究を始め、研究分野の開

拓や「モデル転換」に成功した。北京大学の尚会鵬はその典型的な代表と言える。学部では日本語、

修士では歴史学を学んだ尚会鵬は、社会学における文化人類学 5の理論と方法を比較的早く応用

して日本の研究と観察を始め、『認識日本人』（『日本人を知る』、重慶出版社 1997年）、『中国人与

日本人 ——社会集団、行為方式和文化心理的比較研究』（『中国人と日本人――社会集団・行動

方式・文化心理の比較研究』、北京大学出版社 1998年）の両著作を相次いで出版し、当時、大きな

反響を生んだ。後者の『中国人与日本人 ——社会集団、行為方式和文化心理的比較研究』では、

筆者は、中国人と日本人を各自の社会的・文化的なコンテキストに置いて考察し、家庭という原初的

な集団から出発し、宗族集団や一般社会集団の構造の特徴を分析し、両国の社会集団や行動方

式、心理文化の特徴を指摘した。同書は出版以来、高等教育機関における日本の文化・社会研究

の参考書となっている。 

多くの新たな研究者が出現したことは、1990年代の日本社会研究者陣営のもう一つの特徴と言え

る。北京外国語大学日本学センターを代表とする専門人材育成機関はこの時期、収穫の段階に入

り、社会学の専門的な理論と方法を身につけ、外国語にも精通した若く前途ある研究者がこの時期、

次々に頭角を現した。この時期に『日本農村的社会変遷──富士見町調査』（『日本農村の社会的

変遷──富士見町調査』、中国社会科学出版社 1999年、2000年孫平化日本学学術奨励基金優

秀著作賞受賞）を出版した李国慶や、「日本農村の都市化」や「日本農村の社会保障」をめぐって多

くの論文を発表した宋金文はいずれも、この時期に新進の研究者として日本社会研究分野で活躍を

始めた。 

第三に、研究条件の際立った改善。改革開放によって経済発展がもたらされ、日中関係が基本的

に安定発展期にあったこの時期、学術研究条件は大きく改善された。多くの研究者が日本での研修

の機会を獲得し、学術研究の動態をいち早く知り、日本の研究者と立ち入った学術交流を行うことが

                                                   
4 北京大学や南開大学、復旦大学、遼寧大学、吉林大学、東北師範大学などは 1970 年代末から 1980 年代初め、「世界歴

史学科」の下で日本史専攻の学生の募集を再開し、1980 年代半ばに博士課程大学院生の募集を再開した。北京大学日本

語学科は 1981 年、中国で最初の日本語言語・文学専攻の修士大学院生受け入れ学科の一つとなり、1986 年には中国で最

初の日本語言語・文学専攻の博士大学院生受け入れ学科となった。  
5 社会学者の李培林は、中国の社会学の本流の下には、費孝通を代表とする社会人類学の分流と、林燿華を代表とする文

化人類学の分流があると指摘している。前者は、経済と関連する社会組織の分析に重きを置き、後者は、文化と関連する社会

の非公式の制度、宗族や宗教、習俗などの分析に重きを置く。李培林「20 世紀上半葉社会学的“中国学派”」（『社会科学戦

線』2008 年第 12 号）参照。  
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できるようになり、中国の研究者の研究水準の向上を力強く促進した。日中両国の大学間の交流メカ

ニズムも改善と拡大を続け、ますます多くの修士課程と博士課程の大学院生が日本で学位研究を行

うようになり、これらの学生は帰国後、日本研究陣営の主力となっていった。とりわけ注目に値するのは、

日本研究の専門誌の発展である。それまでは1985年に公開発行された『日本問題』（中国社会科学

院日本研究所、1991年に『日本学刊』と改名）や『日本研究』（遼寧大学日本研究所）、1987年に公

開発行された『日本問題研究』（河北大学日本研究所）しかなかったが、1980年代末から1990年代

には、日本国際交流基金やその他の研究基金の支援を受け、多くの日本研究機関が各自の日本

研究誌を創刊した。1988年に発足した北京大学日本研究センターによる『日本学』（1989年創刊）、

北京外国語大学日本学研究センターによる『日本学研究』（1991年創刊）、1988年に発足した南開

大学日本研究センター（2004年に日本研究院として格上げ）による『日本研究論集』（1996年創刊、

2009年に『南開日本研究』と改名）、1990年に発足した復旦大学日本研究センターによる『日本研究

集林』（1993年創刊）などが挙げられる。これらの雑誌の刊行は、研究者らによる研究成果発表と学術

交流の重要なプラットフォームとなり、日本社会研究もこれによって利益を得た。 

1990年代に始動の時期にあった日本社会研究が挙げた際立った成果は、さまざまな研究領域の

研究者が社会学の理論と方法を利用し、または参考として、日本を研究するようになったことにある。

一般的に言って、社会研究の最小単位は家庭であり、これが性別集団や職業集団、社会集団へと

拡大される。この時期の研究で比較的多かったのは、日本の家族制度と家庭形態の研究である。例

えば李卓の『家族制度与日本的近代化』（『家族制度と日本の近代化』、天津人民出版社 1997年）

は、社会史の角度から日本近代化の成否を検討したものである。侯慶軒と王巍巍の『日本的家論理

与現代化』（『日本の家の論理と近代化』、吉林人民出版社 1998）は、日本企業と社会組織における

家制度に由来する「家の論理」を重点的に分析したものである。発表された論文を見ると、「日本 ・家

族」または「日本・家庭」をキーワードとして「中国知網」（学術文献データベース）で検索すると、128本

の論文情報が得られる。日本社会研究の関連内容で最も多い分野となっている。王偉の「日本の伝

統的家族制度の形成と特徴」（『日本問題』1990年第 2号）や李卓の「伝統的家族制度と日本人の

家観念」（『世界歴史』1993年第 4号）、麻国慶の「日本の家と社会」（『世界民族』1999年第 2号）、江

新興の「現代日本における家族制度変動の原因」（『北京第二外国語学院学報』1999年第 6号）など

はいずれも影響力の高い論文となり、中国人による日本社会の特徴の理解を助けた。尚会鵬の「伝

統的家庭制度の日中比較研究」（『日本学刊』1991年第 4号）や柿崎京一と李小慧の「日本社会の

基礎構造――日中文化の比較も視野に」（『北京大学学報』1993年第 3号）などの論文は、家族制

度の考察を土台として日中文化の差異を明確化したものである。 

1990年代、研究者らはすでに、日本の社会保障問題に関心を持ち始めていた。中国の社会保障

は改革開放前まで長期にわたり、制度建設が遅く、保障水準の低い状況にあった。改革開放後、整

った社会保障制度の構築は、社会の安定と国民の直接的な利益の保護にかかわる重要課題となっ

た。日本と中国は、文化的な伝統において似通った点を持っている。戦後日本における社会保障制

度の急速な発展から経験や教訓を汲み取ることは、中国人研究者をこの問題に注目させた根本的な

原因となった。この分野では、陳建安の著書『戦後日本社会保障制度研究』（復旦大学出版社 1996

年）のほかにも、いくつかの論文が発表されている。筆者が「日本・社会福利」や「日本・社会保障」な

どをキーワードに「中国知網」で論文を検索すると、33本の論文情報が得られた（1980年代のものは10

本）。その多くは、日本の状況を客観的に紹介するか、中国に対するその啓示を論じたものだった。例

えば楊巍巍の「日本の社会保障制度の沿革と中国に対するその啓示」（『日本学刊』1995年第 2号）

や崔岩の「戦後日本の社会保障制度の発展とその啓示」（『日本研究 』1997年第 2号）、候文若の

「日本の年金制度改革の啓示」（『日本学刊』1997年第 2号）などは、日本から経験を学び取ることを

急ぐこの時期の研究者らの現実主義的な態度を示している。 

  



1-5 中国の日本社会研究 

 75 

（三）21 世紀以降：初期的な発展の時期  

21世紀に入って以降、日中両国の国力は大きく変化した。中国は2010年にはGDP規模で日本を

超え、世界第二の経済体となった。日本は一方、「失われた20年」に落ち込み、経済は依然として低

迷状態を脱することができず、少子高齢化は加速し、さまざまな社会問題が次から次へと現れた。この

変化を前にして、中国の研究者の研究の視点も、日本を近代化の模範とするそれまでのものから、社

会における各種の現実的な問題を直視し、「日本の今日は我々の明日だ」という態度で日本を研究し、

日本近代化発展の過程から経験や教訓を汲み取ろうとするものに変わった。こうした状況を背景に、

中国の日本社会研究は際立った進展を実現した。日本社会研究は、21世紀以降の中国の日本研

究分野の中で、進展が最も大きく、成果が最も際立った分野の一つであるとも言える。 

総体的に言って、この時期の日本社会研究には次の特徴が見られる。 

第一に、専門的な研究者の陣営が初期的に形成された。2000年以降、日中両国の社会の変化

に伴い、中国の日本研究学界はそれまで以上に日本社会研究を重視することを求められるようになり、

研究機関や研究チームはこれに応じてより充実したものとなった。例えば国家シンクタンクである中国

社会科学院の日本研究所は2009年から、それまでの「日本社会文化研究室」を再編し、「日本社会

研究室」を特別に設立した。配属された研究員はいずれも専門的な教育と訓練を受けた研究員ばか

りで、日本に留学して学術交流や調査研究を行った経歴を持つ研究員もいた。同研究室は2013年

から、革新プロジェクト「日本高齢化社会対応戦略研究」の実施を開始した。専門研究人材の成長を

示す高級研究人材の育成では、比較的早くから博士課程の大学院生の育成を始めていた南開大

学日本研究院が2001年から、日本社会史研究の博士課程大学院生の募集を始め、2015年までに

24人が博士学位を獲得した。北京外国語大学日本学研究センターも2007年から日本社会専攻の

博士課程大学院生の募集を始め、2015年までに合計 15人を受け入れた。このほか「日本・社会福利

／社会保障／養老」などをキーワードに「中国知網」を検索すると、23本の博士・修士論文情報が得

られる（以前はゼロ）。また「日本・女性／婦女」をキーワードに検索すると、187本の博士・修士論文情

報が得られる。これらの論文の筆者が未来の中国の日本社会研究の主力となることは間違いない。 

第二に、高水準の研究著作や学術論文が次々と発表された。20年近くの探索と蓄積によって研究

者らの専門理論の素養は高まり、研究水準は徐々に高まっていった。客観的な環境から見ると、国家

の経済的な実力の向上に伴い、学術研究に対する国家と各級政府の投入も徐々に増加した。国家

社会科学基金の助成プロジェクトだけを例に取っても、「日本」に関する研究の立案は、1990年代に

は54件、2000-2009年には113件、2010-2015年には213件で、年々増加している傾向がうかがえる 6。

一定の資金の支援が得られれば、外国語の参考書や資料、書籍の購入も可能となる。また情報化の

発展は資料の電子化を加速し、離れた場所にある資料の検索や調査はより便利になった。これらの

有利な条件は、2000年以降の日本社会研究のステップアップを促し、理論的な深みを持った研究成

果が大量に出現した。専門書だけでも多くの代表的な作品が挙げられる。例えば高等教育出版社が

2001年に出版した「日本学基礎精選叢書」の一つとなった李国慶の『日本社会——構造特性与変遷

軌跡』（『日本社会――構造の特性とその変遷の軌跡』）は、学術性と普及性とを結合させながら、日

本社会の構造の特徴を明らかにしたものである。同書が出版以来、学術書としては珍しく、5回にわた

って再版されたことは、同書がいかに歓迎され、社会がいかにこうした書を求めていたかを示している。

辺静の『新日本社会』（北京大学出版社 2015年）は日本語で書かれた著作であり、高等教育機関に

おける日本語の社会教材にとりわけ適した作品となった。周維宏の論文「顛倒と圧縮：日本近代化の

                                                   
6 国家社会科学基金プロジェクトデータベース（http:/ /fz.people .com.cn/skygb/sk/ index.php/Index/seach）  
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時系列的考察 」（『人民論壇 』2012年第 15号 ）と「戦後日本社会の近代化プロセスの測定と分析 」

（『日本学刊』2015年第 6号）は、社会学の近代化理論を運用し、日本の近代化プロセスを文化・政

治・経済・社会の四つのサブシステムに細分化し、核心となる指標を選んで典型的な欧米諸国と比較

し、量化の方法を用いて歴史的なプロセスと段階の特徴を考察したものである。同論文は、後発近代

化国家であるアジアの国は、能動的・受動的な学習を通じて近代化プロセスを短縮することができると

指摘し、日本はその手本となったと論じた。日本近代化の研究をより充実させる論文となった。 

第三に、社会史の研究著作が大量に出版された。中国の日本研究研究者の中では、大学の歴史

教師がずっと日本研究の主力となっていた。彼らは研究の過程において、模索を続け、歴史学と社会

学の理論と方法を結合し、社会史研究の方面で豊かな研究成果を挙げた。とりわけ日本の歴史にお

ける異なる社会階層の研究では、日本の近代化の動因の解明から着手した研究の代表的なものとし

ては、劉金才『町人倫理思想研究 ——日本近代化動因新論』（北京大学出版社 2001年）、李文『武

士階級与日本的近代化』（『武士階級と日本の近代化』、河北人民出版社 2003年）、婁貴書『日本

武士興亡史』（中国社会科学出版社 2013年）が挙げられる。婁貴書の著作は、武士という社会階層

の変遷を研究した国内で最初の著作である。南開大学は、中国の日本研究の要地であり、日本社会

史研究の成果の多くが同大学と関係を持っている。例えば同大学の李卓は、『中日家族制度比較研

究』（人民出版社 2004年）、『日本家訓研究』（天津人民出版社 2010年）、『日本近現代社会史』（世

界知識出版社 2010年）、『“儒教国家”日本的実像 ——社会史視野的文化考察』（『“儒教国家”日

本の実像――社会史の視野からの文化的考察』、北京大学出版社 2013年）を相次いで出版してい

る。李卓はさらに、日本社会史研究の博士課程の大学院生を数多く指導し、呉佩軍『日本企業雇傭

制度的歴史考察』（『日本企業の雇用制度の歴史的考察』、中国社会科学出版社 2010年）、王慧

栄『近代日本女子教育研究』（中国社会科学出版社 2007年）、江新興『日本隠居制度研究』（中国

社会科学出版社 2014年）など十数本の博士論文が出版されている。いずれも社会学と歴史学を結

合した方法を運用して日本問題を研究した著作である。 

第四に、日本社会学の著作の中国での翻訳出版ブームが起こった。この時期に日本で大きな影

響力を誇った学術著作、例えば高坂健次著『Social Strat i f icat ion in Contemporary Japan（現代日

本の社会階層）』（張弦訳『当代日本社会分層』、中国人民大学出版社 2004年）、鳥越皓之『家と村

の社会学』（王頡訳『日本社会論 ——家与村的社会学』、社会科学文献出版社 2006年）、桑原洋子

『社会福祉法制要説』（韓君玲ら訳『日本社会福利法制概論』、商務印書館 2010年）などが相次い

で翻訳され、中国で出版された。社会の現実的な問題を明らかにして日本でベストセラーになった三

浦展『下流社会  新たな階層集団の出現』（陸求実ら訳『下流社会――一箇新社会階層的出現』、

文匯出版社 2007年）、佐藤俊樹『不平等社会日本：さよなら総中流』（王奕紅訳『不平等的日本——

告別全民中産社会』、南京大学出版社 2008年）、山田昌弘・白河桃子『「婚活」時代』（鄭楊訳『“婚

活”時代』、山東人民出版社 2010年）、宮川俊彦『国家主導型教育の得失と日本の近代化：日本の

若者の教育問題を焦点に』（許訳兮ら訳『国家主導型教育得失与日本現代化：聚焦日本青少年教

育問題』、新華出版社 2007年）なども中国の読者に紹介された。これらの著作は、中国の研究者と読

者による日本社会の認識を大きく助け、中国の日本社会研究を促進し、中国社会の研究にも重要な

参考価値を持つものとなった。 

21世紀以降の社会学の著作翻訳事業には二つの特徴がある。第一に、組織的で精選された、集

団の力の動員された翻訳事業が際立ち、しばしばシリーズ書籍の形での出版がなされた。例えば北京

外国語大学日本学研究センターが組織・計画し、商務印書館が2004年から2005年まで出版した『日

本社会学名著訳叢』は、1990年代以降に日本で出版され、日本の学術界で高い評価を得た、最新

の社会学著作 10部を選んだものである。これには富永健一『日本の近代化と社会変動』（中訳『日本

的現代化与社会変遷』）、広田康生『エスニシティと都市』（中訳『移民与城市』）、藤井勝『家と同族

の歴史社会学』（中訳 『家和同族的歴史社会学』）、吉野耕作『文化ナショナリズムの社会学：現代
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日本のアイデンティティの行方』（中訳 『文化民族主義的社会学 ——現代日本自我認同意識的走

向』）、上野千鶴子『近代家族の成立と終焉』（中訳『近代家庭的形成和終結』）、橘木俊詔『日本の

経済格差―所得と資産から考える』（中訳 『日本的貧富の差：従収入与資産進行分析』）などが含ま

れる。第二の特徴は、出版社と専門家による共同の書籍選択と翻訳の実施が目立った。社会科学文

献出版社と笹川平和財団が2010年に共同で始めた『閲読日本書系』（日本書籍閲読シリーズ）はこ

れに当たる。同プロジェクトは、10年前後の時間をかけて100種の日本の図書を翻訳・紹介し、現在の

日本の社会・生活・文化の中国の公衆による全面的で正しい認識を促進しようとするものである。すで

に多くの出版社がこれに加盟しており、すでに出版された日本の社会研究著作としては、網野善彦

『日本社会の歴史』（劉軍ら訳 『日本社会的歴史』、社会科学文献出版社 2011年）、橋本健二『「格

差 」の戦後史：階級社会  日本の履歴書』（彭曦ら訳 『戦後日本社会階層構造的変遷』、南京大学

出版社 2012年）、園部逸夫『皇室制度を考える』（陶旭訳『思考皇室制度』、社会科学文献出版社

2012年）、大塚英志『「おたく」の精神史  一九八〇年代論』（周以量訳『“御宅族”的精神史：1980年

代論』、北京大学出版社 2015年）などが挙げられる。  

第五に、国際協力の研究成果が現れ始めた。21世紀に入って以降、近代化がもたらした一連の社

会問題はますます、日中両国さらには東アジア諸国が向き合わなければならない共通の問題となり、

共同研究を展開して解決方法を探ることが国際協力の新たな任務となった。これには首藤明和・王

向華編『中日家族研究』（浙江大学出版社、2013年）があるほか、広井良典・沈潔『中国・日本社会

保障制度的比較与借鑑』（『中国 ・日本の社会保障制度の比較と参照』、中国労働社会保障出版

社 2009年）は、日中の研究者が両国の社会保障制度を総合的に比較した研究成果となった。落合

恵美子・宮坂靖子・周維宏ら編著『亜洲社会的家庭和両性関係』（『アジアの家族とジェンダー』、世

界知識出版社 2011年）は、家庭と社会における女性の役割に対して日本・中国・韓国・タイ・シンガポ

ールなどの研究者が国際実証比較研究を行った成果である。このほか王橋・駄田井正・原田康平が

協力して出版した『東亜 ：人口少子高齢化与経済社会可持続発展』（『東アジアにおける少子高齢

化と持続可能な発展』、社会科学文献出版社 2012年）、趙林・多田羅浩三『日本如何応対超高齢

社会：医療保健、社会保障対策』（『日本はいかに超高齢社会に対応するか：医療健康・社会保障

対策』、知識産権出版社 2014年）はいずれも、日中研究者の協力研究による成果である。日本社会

研究の深まりにつれ、このような国際協力成果は今後も増加していくものと期待できる。 

上述のように、改革開放 30年余りにわたる中国の日本社会研究の歩みは、「スタートは遅かったが、

着実な積み重ねを経て、一定の規模を形成しつつある」ものと考えられる。これまで20年の蓄積があっ

たからこそ、21世紀以降の研究の進展を得ることができた。研究陣が形を整え、方法の革新がなされ、

分野は拡大し、際立った成果が上がりつつあると言える。 

 

二、日本社会研究の注目の問題 

社会学という研究領域の特性は、日本社会研究のかかわる内容の広範さをもたらしている。これに

対して全面的な総括を行う難度は高く、筆者の能力の及ぶところではない。幸いなことにすでにいくつ

かのまとめがなされており 7、比較的はっきりとした手がかりを我々に提供している。本稿では、社会構

造とソーシャルガバナンス、社会保障、社会問題という分類から、21世紀以降の日本社会研究におけ

る注目の問題を簡単に整理する。 

                                                   
7 参照：王偉『中国的日本社会研究 30 年綜述』、胡澎『中国的日本婦女与家庭研究 30 年綜述』、李薇編『当代中国的日

本研究 1981-2011』、胡澎「日本社会研究的軌跡、特点及問題——中国的日本社会研究綜述」（『東北亜学刊』2014 年第 1
号）  
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（一）社会構造に関する研究  

社会学においては、中産階級の層の厚さが、現代の民主的で豊かな、発達した社会における集団

構造の特徴とみなされてきた。戦後日本においては収入と財産の格差は比較的小さく、生活水準の

均等性は高く、「一億総中流」の社会との呼び名もあった。だが1990年代のバブル経済崩壊以降、日

本は長期的な経済低迷に陥ると同時に、収入の格差も広がり始めた。1980年から1992年までのわず

か十数年の間に、0.3未満だった日本のジニ係数は0.4の「警戒線」を超えるまでとなり、日本の社会

構造にはっきりとした深刻な変化が起こったことが裏付けられた。中国でも、21世紀初めに中共中央が

「調和社会の構築」という戦略目標を提出し、改革開放 30年余りにわたって国民の生活水準が向上

を続ける一方、貧富の格差が拡大しているという社会的な現実に向き合うべきだという声が高まった。

日本の「中流社会」はどのような状況にあるのか、なぜそれに変化が発生しているのかといった問題は

21世紀に入って以来、中国の研究者が重視する問題となっている。王奕紅は「“中流社会”の名と実

――日本中間層研究の試み」（『日本学刊』2003年 6号）において、「中流社会」概念の変遷を検討し

た。筆者はこの中で、日本では「middle c lass」に対応する名称がいくつもあり、「中 」の概念が何を指

すかは相対的で多元的なものであり、日本の近代化プロセスとポストモダンへの移行にも関連している

と指摘した。これによると、戦前の日本社会の保守的な性質は巨大な貧富の格差の要因の一部とな

っていた。1960年代と70年代には中間層が急速に成長し、戦後の民主社会の自由な発展を保障し

た。だが80年代と90年代には中間層内部での分化が進み、中間層は、「一億中流」という幻想の外

部的な作用によって初めて維持されるものとなった。これはその後にやって来る社会的な差異を暗示

するものともなった。李培林は、『重新崛起的日本』（『再び勃興しつつある日本』、中信出版社 2004

年）で、日本企業の組織としての特徴や日本の平等意識などの角度から、日本で「中産階級」を自認

する人の率がなぜ米国やスウェーデンなどの先進国よりも高いのかを分析し、1990年代末からの日本

の学界における「中流崩壊論」の大論争を紹介した。胡欣欣の『社会差距問題及日本的関連研究』

（『社会格差問題と日本の関連研究』）は、日本のジニ係数は総体的に考えて、OECD加盟国の平均

水準をわずかに上回っているだけだと指摘した。OECD報告は、日本の貧困率がすでに加盟国中 3番

目に高い水準にあるとしている。だがOECDが算出に使用しているのは日本の「国民生活基礎調査」

のデータであり、全家庭を対象とした「全国消費実体調査 」のデータを使えば、相対的貧困率は、

OECDの算出結果とは大きく違ったものとなる。さらにOECDの用いる「相対的貧困率」ではなく「絶対

的貧困率」（生活必需品を指標とする）で見れば、日本の貧困率は大きく引き下がることとなる。筆者

はさらに、日本で近年出現している社会格差の拡大は、高齢化などの社会構造の変化が要因となっ

ているだけでなく、従来の日本モデルから米国モデルの転換プロセスにおける不可避の現象と考えら

れると指摘した。 

日本社会で「中間層の消失」という悲観論と「勝ち組」と「負け組」という二極分化への不安があふ

れているのと比べれば、「傍観者」である中国の研究者の認識はより理性的なものと言える。例えば崔

世広が早くも1990年代末に発表した「日本社会構造の変遷の見通し」（『日本学刊』1999年第 5号）

は、日本の社会構造は1990年代以降、近代が始まって以来の4番目の変化のサイクルに入っている

と指摘した。「日本をめぐる国内外の環境が改善されれば、日本が直面する圧力は緩和されるとほぼ

断言できる。現在の状況を脱却して再び発展を実現できるようになれば、伝統的な人間関係への回

帰という風潮が再度起こり、日本固有の特色を備えた社会構造がまた着実に立て直されるものと考え

られる」。劉琴の「バブル経済崩潰後の日本の中流意識」（『南昌航空大学学報』2013年第 3号）は、

バブル経済の崩壊は確かに多くの社会的な不平等を生み出したが、日本人は危機に対して過剰に

反応し、この不平等を大きく捉えすぎているとし、時代的な背景を考えれば、日本の中流意識がなくな

ることはなく、経済の変動によって小さな範囲での変化は起こるかもしれないが、こうした流れがますま

す激化する可能性は低いと指摘した。 
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中産階層（または中産階級）は社会の安定の土台となる。中産階層を主体とした「ラグビーボール

型」の社会構造を形成できるかは、ある国や地域が安定的な発展を遂げることができるかの重要な基

礎となる。日本は1990年代以降、一連の社会変動を経て、「格差社会」という言葉もますます頻繁に

使用されるようになっている。だが日本は依然として、貧富の差が比較的小さく、消費水準が総体的に

均衡した社会である。そのため多くの研究者は「中国にとっての手本」としての意義からこれを考察して

いる。鄧瑋「日本の中間階層の発展から学べること」（『社会』2004年第 5号）や劉軍紅「日本の“中流

社会”を知る」（『瞭望 』2007年 14号）、李国慶「“国民皆中流”の歴史的背景としての日本社会の階

層流動」（『人民論壇』2014年 2号）などはいずれも、日本の経験の手本としての意義を論じたものであ

る。  

中産階級拡大の過程は、社会の底辺層の縮小の過程と言える。周維宏は「日本はいかに底辺層

を解消したか」（『人民論壇』2010年第 21号）で、戦後の日本は、農民の社会的・経済的地位の向上

や、経済発展の過程における人的資本への報酬の継続的増加、政府の収入調整と社会福祉均衡

化の能力の強化などの方法によって、社会の底辺層の解消を加速し、農民は本当の意味での中間

階級となったと指摘した。1980年代中期には、社会の底辺層の比重は 10％前後にまで減少した。

1990年代から日本は低成長の時期に入り、底辺層は1995年には15％前後にまで高まったが、日本

社会の菱形の構造に変わりはない。ただ日本社会においては、上から下に至るまで議論が行われ、不

安も高まっている。 

（二）ソーシャルガバナンスに関する研究  

「ソーシャルガバナンス」（社会治理）はここ数年、中国の学術界で幅広く使用されている学術概念

である。社会学の角度から見ると、ソーシャルガバナンスとは、政府・市場・社会組織・公民が形成する

協力的関係を土台として、社会制御の手段を用いて社会的問題を解決し、社会福祉の整備や国民

生活の改善、社会的矛盾の解消、社会的公正の実現、社会的活力の刺激、社会の調和的発展の

促進という目的を実現する、一種の協調的な社会行動を指すと考えられる。ソーシャルガバナンスは、

現代の文明国の統治方式の新たな発展形であり、社会建設の推進と社会の近代化実現のための環

境面での重要な保障と言える。中国の国情に立脚して解決の道を探ると同時に、相似した文化的背

景を備えた隣国日本のソーシャルガバナンスの過程における経験と教訓を汲み取ることは、近年（とり

わけ2010年以来）の日本社会研究者の新たな注目の的となっている。 

陳承新は「日本のソーシャルガバナンスをのぞき見る」（『社会学』2012年第 2号）で、日本において

は「市民社会」への注目が地方自治改革の推進によって高まっており、地方自治が直面する課題も

「市民社会」と連携した対応を必要としていると指摘した。さらに、日本のソーシャルガバナンスの経験

と教訓が中国に示しているのは、有効なソーシャルガバナンスには、民間や社会の積極性の動員や法

律による保障、与党や政府による正しい支援・指導が必要だということだと論じた。兪祖成は「日本の

ソーシャルガバナンス：誕生のプロセスと発展の傾向」、（『中国発展簡報』2013年第 3号）において、国

家主義型社会と官僚主導型社会を経過した後、日本では、1998年のNPO法の創設と公益法人制

度改革を契機として、ソーシャルガバナンスが始動され、推進されていると指摘した。これによると日本

では近年、政権交代に伴い、ソーシャルガバナンス政策のスローガンは「新しい公共」の構築から現在

の「互助社会 」の建設へと移ったが、ソーシャルガバナンスの理念は継承 ・発展されている。胡澎は

「“中央集権”から“官民共同統治”へ：日本のソーシャルガバナンスの新たな方向性」（『国家治理』）

において、1990年代以降、一連の深刻な社会問題に対処するために日本がソーシャルガバナンスの

面で取った方策を紹介した。例えば、▽民間組織に対する管理を緩和する、▽社会の進歩や発展を

促進する非政府組織や非営利組織がより簡単に法的な地位を獲得できるようにする、▽政府・市民・
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非営利組織の間の新型の協力・相互補完関係を構築する、▽国民が利益の主張を伝達・疎通する

ルートを拡大する、▽公民教育を展開する――などの方策が紹介された。 

ソーシャルガバナンスは中国においては比較的新しい研究分野であり、取り扱う内容はマクロで大き

い。そのため研究者らは、さまざまな角度から分析と研究を行うこととなる。例えば非営利組織（NPO）

の発展は、現代社会の発展の必然的な流れである。日本のNPOの組織制度は比較的整い、急速に

発展しており、管理も行き届いており、経済発展の促進と社会の調和の重要な力となっている。そのた

め近年、政府と研究者の双方から大きな注目を浴びている。民政部は2006年、「日本NPO法律制度

研修」のための特別の代表団を日本での視察・研修に派遣した。これについては王名『日本非営利

組織』（北京大学出版社 2007年）が出版されている。胡澎は「日本の非営利組織のソーシャルガバナ

ンス参加の経路と実践」（『日本学刊』2015年第 3号）で、日本の非営利組織に対する全面的な論述

を行った。孫麗斌は「日本の社会スポーツNPOの構築」（『体育世界』2009年第 9号）、蔡成平は「市

民社会の成熟の印：地震が後押しした日本のNPO/NGO」（『世界博覧』2011年第 18号）、許艶と黄

余霞は「日本の教育非営利組織（NPO）研究とその啓示」（『斉斉哈爾大学学報』2014年第 2号）でそ

れぞれ、日本のNPOがさまざまな分野でソーシャルガバナンスの役割を発揮している状況を紹介した。 

さらにソーシャルガバナンスの重要な内容となる農村のガバナンスの問題に対する研究では、周維

宏が「現代日本の農村ガバナンスとその教訓」（『国家治理』2014年第 4号）で、日本の農村は、行政

村と自然村の二重制度を取っているほか、農協と行政の両システムも一種の相互協力の二重制度を

形成しており、これが日本の現代の農村ガバナンスの最大の特徴をなしていると論じた。関連研究とし

てはさらに、祁建民「村落構造から自治の伝統へ：中国と日本の農村ガバナンスの比較」（『国家治理』

2014年第 13号）、渠桂萍「日本の農村基層組織の機能の変遷が新農村建設にもたらす啓示――日

本の土庫地区の市町村と中国の山西赤橋村の比較研究を土台に」（『太原理工大学学報』2012年

第 2号）、武春芳・付少平「中国の新農村建設に対する日本の農協の啓示」（『世界農業』）などが挙

げられる。このほか張暄は『日本社区』（『日本のコミュニティ』、中国社会文献出版社 2007年）で、東

洋の伝統と現代の西洋文化の色濃いコミュニティ文化を紹介し、活力に満ちた草の根のコミュニティ

活動が村落から都市へと広まり、教育や環境保護、治安、救助サービスなどの面で重要な役割を発

揮している状況を説明した。 

また貧富の差を縮めるために日本が取った具体的な措置については、分配制度の面からの考察が

多く行われた。崔成と牛建国の『日本国民収入分配格局及反壟断措施』（『日本の国民所得分配の

局面と反独占措置』）は、▽日本の国民所得分配の局面の特徴は、所得分配の主要な対象が家庭

である点にある、▽日本の労働報酬のGDP比は55％前後で安定している、▽ジニ係数は低く、所得

分配は比較的公平と言える、▽日本の国民租税負担率はほかの先進国より明らかに低い、▽法律と

制度の手段を通じて不公平な産業独占が徐々に解消されている――などの状況を紹介し、これを土

台として、中国に対するその教訓を論じ、関連する提案を行った。孫章偉「日本のジニ係数と再分配

制度の研究」（『現代日本経済』2013年第 2号）は、日本のジニ係数と貧困率はいずれもOECD諸国

の平均値を超えているが、国民の所得再分配政策を通じて、日本国民は国家の発展の成果を公平

に共有し、国民皆保険と国民皆年金の社会保障が実現されていると指摘した。このほか王彩波「優

れたソーシャルガバナンスと相対的な平等――日本の経験の再思考」（『東北亜論壇』2010年第 6号）

や朴京玉「日本社会の低所得層産生の原因とその対策」（『黒竜江社会科学』2010年第 4号）などの

論文も、分配制度についての検討を試みている。 

このように日本のソーシャルガバナンスは、学界が近年注目し始めたばかりの研究トピックだが、日

本社会の変化と中国のソーシャルガバナンスのニーズ拡大に伴い、この面の研究はこれからさらに拡

大し、深まっていくと見られる。 
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（三）社会保障に関する研究  

社会保障とは、国家が立法を通じて、社会の各方面の資源を積極的に動員し、国民の所得の分

配と再分配を行い、社会の構成員とりわけ生活に特殊な困難を抱える人びとの基本的な生活の権利

に物質的な保障を与える社会安全制度である。同時に、経済・社会の発展状況に基づき、公共福祉

の水準を徐々に高め、国民生活の質を高める役割も負っている。社会保障は、国民生活の安全を確

保するものであり、あらゆる個人や家庭の福祉にかかわる。日本が1960年代に実現した「国民皆保

険・皆年金体制」は、その後の「10年間での国民所得倍増計画」実現の主要な原動力の一つとなっ

た。社会保障の介入は、日本の各階層の収入を有効に調節し、貧富の差の拡大を回避することを可

能とすると同時に、社会保障の相対的な公平は、労働者の積極性を有効に高めることともなった。

1990年代以降、社会経済構造の発展や変化に伴い、少子高齢化が進み、家庭における扶養の比

率が下がったことは、社会保障費用負担の直接的な増加をもたらし、世代間の分配にも不均衡が生

じた。中国では改革開放以降、とりわけ21世紀に入ってから、社会保障事業が大きく発展したが、ま

だ大きな向上の余地があり、切実な利益にかかわるこの事業に対する庶民の関心も高まっている。そ

のため先進国の経験を検討することは自然、研究者が注目する重点事項となっている。 

こうした背景の下、21世紀に入って以降、日本の社会保障に関しては、研究著作が次々と出版さ

れるようになった。例えば呂学静『日本社会保障制度』（経済科学出版社，2000）や沈潔『日本社会

保障制度的発展』（『日本社会保障制度の発展』、中国労働社会保障出版社 2004年）、宋金文『日

本農村社会保障：養老的社会学研究』（『日本農村社会保障：養老の社会学研究』、中国社会科

学出版社 2007年）、韓君玲『日本最低生活保障法研究』（商務印書館 2007年）、趙立新『徳国日本

社会保障法研究』（『ドイツと日本の社会保障法研究』、知識産権出版社 2008年）、崔万有『日本社

会保障研究』（北京師範大学出版社 2009年）、郭暁宏『日本労働安全管理与工傷保険体制研究』

（『日本の労働安全管理と労災保険体制研究』、中国労働社会保障出版社 2010年）、宋健敏『日本

社会保障制度』（上海人民出版社 2012年）、趙永生『日本国民皆保険研究』（中国労働社会保障

出版社 2013年）、王偉『日本社会保障制度』（世界知識出報社 2014年）、田香蘭『日韓老年社会福

利政策研究』（天津社会科学院出版社 2014年）などがある。2000年以降の研究論文では、学術文

献データベース「知網」で「日本 ・社会保障」「日本・社会福利」などのキーワードで検索すると、93本

の論文情報が得られる。これは1980年代と1990年代の20年の論文の総和の数倍に匹敵する。この現

象は、この問題に対する社会の関心の高さを反映している。社会保障研究は、21世紀以来の日本社

会研究の最大の注目点の一つとなっている。 

日本の社会保障はどのような内容と特徴を備えたものなのか。周頌倫・孫志鵬『戦後日本転型真

相』（『戦後日本のモデル転換の真相』、新華出版社 2014年）は、「日本の社会保障制度とその経験」

という項目を特別に設け、その特徴として、▽社会保障制度の広範性と社会保険制度の多元性、▽

高齢者の保健のための制度の構築、▽柔軟な失業保険制度（現在は雇用保険制度と改称）、▽高

齢化問題の良好な解決、▽社会保障法規の制定・調整・改善――を挙げている。日本では、国民健

康保険や生命保険、年金制度、傷害保険、学資保険などによって、きめ細かい社会保障体系が構

築されている。楊棟梁と沈士倉は「日本社会保障体系の特性と問題の分析」（『日本研究』2002年第

3号）で、日本の社会保障の発展過程や特徴、主要な問題、近年の日本の社会保障改革などを全

面的に論じ、日本の社会保障体系の特性として、▽社会保障費の支出規模が小さい、▽社会保障

費の支出は年金と医療保険に偏っている、▽社会保障体系は社会保険を主体としている、▽社会保

障財源の4分の1を財政が負担している――などを挙げた。さらに1990年代以降に日本の社会保障

体系に出現した主要な問題として、（1）人口の高齢化と高齢者の人口比率の急増、（2）高齢者と子

女の同居率の低下と家庭での介護率の低下、（3）寝たきりや老人性痴呆など高齢期疾患の増加、
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（4）人口高齢化に伴う社会保障医用の膨脹、（5）税負担や社会保険負担の上昇――などを挙げて

いる。 

1990年代と同様、日本の社会保障研究の目的は、中国に役立つヒントを得ようとすることにあった。

郭殿生「日本の社会保障基金制度の経験の啓示」（『現代日本経済』2002年第 6号）や年志遠ら「日

本年金制度と中国に対するその啓示」（『現代日本経済』2007年第 5号）、崔暁冬「日本の社会保障

予算の編制とその啓示」（『日本研究』2010年第 1号）、黄雄「日本の農村社会保障制度の特徴とそ

の啓示」（『亜太経済』2011年第 3号）、呉興国「日本の生活保護制度の変遷と中国に対するその啓

示」（『国外社会科学』2011年第 9号）、張映芹ら「日本の介護保険制度と中国の社会保障発展に対

するその啓示」（『社会保障研究』2015年第 3号）などの論文の題名が示す通り、この時期の研究は応

用性をより重視したものとなっている。 

中国はすでに、世界で高齢者の人口が最も多い国となり、人口高齢化の進行の速度が最も急速

な国の一つとなっている。さらに長年にわたって「一人っ子」政策が実行されたことも、高齢者の生活

問題を、社会保障で庶民が最も関心を寄せる話題としている。日本の高齢者の生活保障の状況とそ

の政策、さらに中国に対するその教訓については近年、多くの著作が出版され、多くの論文が発表さ

れている。2010年以降だけでも、王莉莉・郭平『日本老年社会保障制度』（中国社会出版社 2010年）

や蔡林海『老化預防、老年康復与居家養老：日本社会養老服務体系的成功経験与啓示』（『老化

防止と高齢者リハビリ、家庭介護：日本社会の養老サービス体系の成功経験とその啓示』、上海科

技教育出版社 2012年）、張伊麗『人口老齢化背景下的日本公共養老金制度』（『人口高齢化を背

景とした日本の公共年金制度』、華東師範大学出版社 2015年）など、日本の養老問題を検討した著

作が次々と出版されている。学術文献データベース「知網 」で検索すると、「日本 ・養老 」にかかわる

2000年以降の研究論文は119本見つかり、その内容は「介護」「高齢者産業」「高齢者サービス」「高

齢者保険」など多岐にわたっている。 

（四）社会問題に関する研究  

社会研究は、応用や対策に向けた研究という特性を備えている。21世紀以降、日本に対する中国

の関心の的は、日本政治の右傾化にはとどまらず、「失われた20年」において出現した新たな社会問

題にも及んだ。高度に発達した現代のメディアの情報化によって、日本社会で発生するほぼすべての

変化と新たな動向が、国内の研究者の注目と分析の対象となるようになった。紙幅に限りがあるため、

本稿では、以下のいくつかの問題だけを簡単に紹介するものとする。 

女性・婚姻・家庭の研究。女性と婚姻、家庭の問題は、ここ30年余りの中国の日本社会研究にお

いて変わることなく注目を集めてきたトピックである。これにかかわる呼称の問題については、1980年代

には「婦女」という呼称が中心だったが、1990年代には「女性」という表記が「婦女」を超えるようになり、

2000年以降の検索できる論文情報の中では、「日本婦女」が109本であるのに対し、「日本女性」は

612本にのぼる。「婦女」から「女性」への呼称の変化は、研究者と民衆の観念の変化を示すものと考

えられる。「婦」という旧時の観念の色彩を帯びた語はすでに時代の進歩から取り残されつつあり、ジェ

ンダーを示す「女性」という語が「婦女」を代替することは必然の流れとなっている。日本女性の問題に

対する研究者の関心はあらゆる方面に及んでいる。近年出版された学術書としては、胡澎『戦時体制

下的日本婦女団体（1931-1945）』（『戦時体制下の日本の婦女団体（1931-1945）』、吉林大学出

版社 2005年）、肖霞『全球化語境中的日本女性文学』（『グローバル化のコンテキストにおける日本の

女性文学』、山東大学出版社 2009年）、『性別視角下的日本婦女問題』（『ジェンダーの視点から見

た日 本 の婦 女 問 題 』、中 国 社 会 科 学 出 版 社 2010年 ）、周 萍 萍 『日 本 女 性 教 育 家 与 女 子 学 校

1868-1945』（『日本の女性教育家と女子学校 1868-1945』、世界知識出版社 2010年）、唐辛子『日

本女人的愛情武士道』（『日本人女性の恋愛の武士道』、復旦大学出版社 2012年）、李卓・胡澎主
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編『東亜社会発展与女性参与』（『東アジアの社会発展と女性の参画』、中国社会科学出版社 2013

年）、周潔着『老人 ·孩子 ·女性 ：中日社会的現状和問題』（『老人・子ども・女性 ：日中社会の現状と

問題』、世界知識出版社 2014年）、于華『〔青鞜〕与日本近代女性問題』（『「青鞜 」と日本近代の女

性問題』、中国社会科学出版社 2014年）、張冬冬『現代日本女性権益問題研究』（中国社会科学

出版社 2015年）などが挙げられる。日本の女性問題を研究したこれらの力作はすべて女性の研究者

によるものであり、このことは、学術研究分野において女性の研究者が占める無視できない地位を示

すと同時に、ジェンダー研究における男性研究者の不在を示してもいる。 

現実における日本の女性問題のフォローアップも、近年の研究の特徴となっている。例えば1990年

代以降に目立つようになった中高年の離婚問題をめぐっては、呉衛平「日本の中高年離婚の研究と

その啓示」（『湘潭師範学院学報』2009年第 1号）、張冬冬「現代日本の中高年離婚ブームの背後に

ある倫理の考察」（『道徳与文明』2011年第 2号）などがいち早く紹介し、その原因を分析した。師艶

栄は「日本女性のM型就業パターンの変遷と発展傾向」（『日本問題研究』2013年第 1号）、楊春華

は「日本女性の家庭回帰願望の上昇の社会学的分析――社会的性差の視点から」（『南開学報』

2015年第 4号）で、近年の女性の就業の新たな傾向を分析した。胡澎の「日本の配偶者間暴力の現

状と対策」（『日本学刊』2010年第 6号）は、配偶者間の暴力をなくすための日本政府による法整備と

関連政策を紹介したものである。 

少子高齢化問題の研究。多くの社会問題の中でも、「少子化」問題及びこれと密接な関係にある

「高齢化」問題は、日本の経済発展にもたらす巨大な衝撃と悪影響で際立っている。「少子化」と「高

齢化」は、日本経済が1990年代から持続的な低迷に陥った深層の原因と考えられている。中国はす

でに高齢化社会に足を踏み入れ、「少子化」現象も芽生え、幅広い注目を受けている。このため日本

の「少子化」問題の研究を深めることは、重大な理論的・現実的意義を備えている。学術文献データ

ベース「知網 」で「日本 」「高齢化」「少子化」をキーワードとして検索すると、2000年以降の関連論文

情報は85本見つかる。日本の少子高齢化の深刻さについて、陳鴻斌は「高齢化、低出生率――日

本が打開できない難題」（『日本学刊』2003年第 3号）で、天然資源が極度に不足する日本が世界第

二の経済大国となった原因の一つは、良好な教育を受けた適格人材を大量に擁することにあったと

指摘し、次のように論じた。十分な人的資源を持っていれば、いかなる苦難も日本の発展の歩みを止

めることはできなかった。だが出生率が低下し続ける現在、日本人はかつてなかった危機の到来を感

じている。各ポストを常に補充する大量の若者を欠いた日本は、国全体の活力を失い、経済の再興は

おろか、現状維持さえ問題となっている。これは、国際社会が中長期的な日本の将来を楽観できない

根本的な原因となっている。車維漢は「日本の高齢社会：現状・影響・対策」（『日本問題研究』2004

年第 4号）で、日本の高齢化社会の特徴と現状から論述し、その原因を分析し、経済における労働力

や貯蓄・投資、資本市場、財政再分配にもたらされる可能性のある影響を列挙した。薛光明は「経済

学の視点からの日本の“少子化”問題の思考と啓示」（『経済論壇』2014年第 12号）で、日本で「少子

化」が出現した原因として、▽資源不足の制約を受けた島国意識、▽労働力供給の特殊性の看過、

▽経済に対して「両刃の剣」となった戦後以降の人口抑制の効果――を挙げた。「少子化」の原因は、

このほかにも多くの論文で分析されている。例えば黄小葵「日本少子化の現状と原因の分析」（『広播

電視大学学報』2005年第 2号）、師艶栄「日本の女性の生活方式の変化からの少子化問題の原因

の分析」（『前沿 』2009年第 2号）、梁穎「日本の少子化の原因の分析とその対策の変遷」（『人口学

刊』  2014年第 2号）などが挙げられる。さらに日本の経済・社会に対する少子化や高齢化の影響・危

害を論述した論文も多い。 

若者問題の研究。若者の問題はこれまで長期にわたり、中国の研究者が高い関心を寄せる分野

だった。1990年代以降、経済の衰退と同時に、若者の犯罪の増加や校内暴力の頻発、若者の「引き

こもり」増加など、日本の若者をめぐる問題はますます際立つようになった。これらの問題は、日本の政

府と社会の各界の注目を呼んだだけでなく、若者問題を研究する中国の研究者が重視する課題とも
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なった。研究著作は、尹琳『日本少年法研究』（中国人民公安大学出版社 2005年）や金玉花『中小

学生心理圧力的中日比較研究：基于比較文化心理学的視角』（『小中高生の心理的プレッシャー

の日中比較研究：比較文化心理学の視点から』、厦門大学出版社 2014年）、李智『日本青少年活

動空間与工作者的専業性研究（日文版）』（『子どもの「居場所」と支援者の専門性』、上海交通大

学出版社 2015年）などそれほど多くない。だが学術文献データベース「知網」で「日本・青少年」をキ

ーワードに検索すると、2000年以降だけで181本の論文情報が得られ、博士・修士論文の情報は24

本にのぼる。 

日本の教育は長期にわたって、成功の手本とみなされてきた。だがその成功の背後には矛盾と衝

突が隠れており、校内暴力は現在、際立った社会問題の一つとなっている。校内暴力を扱った研究と

しては、師艶栄「日本の校内暴力の現状と原因の分析」（『青少年犯罪研究』2010年第 7号）や許明

玲「日本の校内暴力の現状と原因、対策の研究」（『読与写』2011年第 7号）、史景軒ら「日本の校内

暴力グループの形成、特徴及び指導対策」（『青少年犯罪問題』2013年第 3号）などの論文が、日本

の校内暴力問題の現状と原因を分析している。史景軒はさらに、博士論文「二戦後日本校園暴力

及其演変」（「第 2次大戦後の日本の校内暴力とその変遷」、河北大学 2014年）において、戦後の日

本の校内暴力の変遷や表現形態を全面的に明らかにし、▽教育の過度に急速な発展が矛盾の激

化の重要な原因となった、▽日本の道徳教育は、児童の道徳判断の水準の向上において問題を抱

えている、▽教師の教育能力と管理水準を高めることは校内暴力問題解決のカギとなる、▽家庭と学

校が互いを非難し、責任を押し付け合うことが、校内暴力問題の解決を妨げる根本的な原因となって

いる――と指摘した。 

若者が自己の内側に閉じこもり社会から離脱してしまうという近年深刻さを増す「引きこもり」問題は、

中国でも同じような現象の芽生えが見られ、中国の研究者の高い注目を受けている。師艶栄「日本の

若者の引きこもり問題の分析」（『当代青年研究』2010年第 2号）、「日本の若者の引きこもりの現状と

対策」（『当代青年研究』2012年第 8号）、黄喜珊・劉鳴「日本の若者の引きこもり現象：現状、危害、

背景及び対応」（『比較教育研究』2011年第 5号）などはいずれも、家庭や社会性、心理などの側面

から「引きこもり」現象の原因を分析し、日本の政府と社会が取った対策を紹介したものである。 

 

三、問題と展望 

中国の日本社会研究は1980年代以降、ゼロから始まり、初期的な発展を遂げ、日本研究の重要

な一部へと成長した。その成果はめざましく、評価に値すると言える。だが同時に、中国の日本研究に

おいては、社会研究は依然として後れを取っていることを認識しなければならない。具体的には以下の

いくつかの問題が挙げられる。 

第一に、専門的な研究分野としては依然として初歩的な段階にあり、日本の経済や政治、外交、

日中関係の研究と比較すると明らかに劣勢に立たされている。中国における日本研究の権威と言える

学術誌『日本学刊』を例に取れば、同誌が2015年に出版した『紀念日本学刊創刊三十周年専輯』

（『日本学刊創刊 30周年記念特別号』）においては、過去 30年の研究論文が「特別テーマ」「政治 」

「外交 」「経済」「社会文化」「歴史 」などに分類され 8、「社会 」という分類が単独に設けられることはな

かった。「社会文化」に分類された462本の論文を筆者が区分したところ、「社会 」に属すると考えられ

る論文は約 162本で、全 2042本の研究論文に占める割合は7.93％に過ぎなかった（表 2参照）。日本

                                                   
8 『日本学刊』2015 年増刊『紀念日本学刊創刊三十周年専輯』の「『日本学刊』総目録（1985-2014）」による。  



1-5 中国の日本社会研究 

 85 

研究全体に占める社会研究の割合が小さく、研究における安定した一部門としての地位が確立され

ていないことがわかる。「弱小学科」 9と呼ばれても仕方のない実情がうかがえる。 

第二に、研究人員の陣営がまだ十分に発展していない。国内で「日本社会研究」という名称をつけ

た機関は比較的少なく、「日本社会研究」を専門とする研究者の数も少ない。関連する著作や論文を

書いた研究者の多くは別の研究領域に属し、必要や興味から執筆しており、研究の連続性や系統性

が劣っている。最近実施された中国の日本研究に関する調査によると、日本研究者の人数が多かっ

た分野は順に、「日本言語・文学」（43％）、「日本歴史」（18％）、「日本経済」（14％）、「日本政治・

対外関係」（12％）、「日本哲学・思想」（5％）、「日本教育」（2％）、「日本研究総合」（2％）、「その他」

（4％）となっている 10。この結果は、次の二つの問題を示している。一つは、日本社会の研究がまだ、

単独の安定した研究分野を形成していないという問題。もう一つは、「日本社会研究」に現在従事し

ている研究者の多くが社会学専門の研究人員ではないという問題である。この現象は、中国において

社会学研究が長期にわたって抑制されていたこととかかわっている。1980年代に社会学が再建・回復

された後も、具体的な国別研究との有効な結合はなされておらず、大多数の研究者は別の分野から

専門をまたいで社会学の研究にかかわっている。そのため研究成果の多くは紹介や叙述の色彩が濃

いもので、社会学理論で武装した専門的で立ち入ったハイレベルな研究は不足している。研究陣営

の建設と人材の養成は、今後解決の待たれる問題である。日本研究者は特に、社会学理論の素養

を強化する必要がある。 

第三に、中国の日本社会研究は基本的に、孤立した状態に置かれており、恣意的な色彩が強く、

学者間の交流や研究団体間の連携を欠いており、課題は分散し、連続性に乏しい。国内の学術交

流も国際的な学術交流も不足している。国内の学術交流について言えば、社会研究の学術交流は

一般的に、日本研究の関連学会に研究者が参加するというレベルにとどまっており、一定の規模を備

えた日本社会研究の学術会議は少ない。学術団体について考えても、1990年に発足した北京市社

会学会中日社会学会を除けば、全国的な日本社会研究学会はおろか、その他の地方の学術研究

団体もない。こうした状況を考えると、中国全体をカバーする日本社会研究学会を発足し、全国の学

術研究と学術交流を統一的に手配し、整った研究体系の形成を促進し、新たな多くの研究成果の

実現をはかる必要があると言える。 

  

                                                   
9 王偉「中国的日本社会研究 30 年綜述」（李薇編『当代中国的日本研究 1981-2011』，255 頁）  
10 2008 年から 2009 年まで、中華日本学会と南開大学日本研究院は日本国際交流基金と協力し、第 3 回となる中国の日

本研究に関する調査を行った。関連状況は、楊棟梁「中国的日本研究新動態」（『南開日本研究 2010』世界知識出版社，

2010 年，161-172 頁）参照。  
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表 1：学術文献データベース「知網」で検索可能な日本社会研究関連論文数  

時期  社会保障  人口  養老  NPO 家族・家庭  婦女・女性  青少年  
ソーシャル

ガバナンス 

1980 年代  10 126 2  66 103 53  

1990 年代  33 104 5  128 292 51 0 

2000-2015 93 221 121 34 251 721 181 7 

総計  136 451 128 34 445 1116 285 7 

 

 

表 2：『日本学刊』掲載論文の各分類の本数と割合（1985-2014） 

分類  経済  外交  文化  政治  社会  人物  歴史  
専門  

テーマ 
総計  

本数  627 340 300 284 162 125 99 105 2042 

割合（％） 30.71 16.65 14.69 13.91 7.93 6.12 4.85 5.14 100 
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1-6 中国の日本文化研究 

趙 徳宇  

中国の学界における日本文化研究の著述は無数にある。本稿では、紙幅の制限を考慮し、タイト

ルが示す3つのキーワード「中国の」「日本文化」「研究 」に沿った内容のみを扱うこととする。そのため

翻訳作品や研究以外の作品は割愛せざるを得ない。本稿における「日本文化」の範囲も学界の習慣

に照らし、思想言論や価値観、宗教信仰などの精神活動にかかわるものに限る。社会や文学・芸術

の分野の成果は、別の論文で扱われていることから、本稿では省略する。このほか本調査研究の方針

に応じて、重点は21世紀以降の研究状況に置いた。そのため20世紀の研究成果についての言及は

わずかにとどまる。本稿は重要な点のみを選んで論述したものであるが、中国の日本文化研究のすべ

ての成果の氷山の一角にすぎず、漏れを指摘されることは免れ得ない。また選択の不適切さや論述の

偏りを指摘される声もあろうが、広大な日本文化研究を前にした筆者の能力不足によるものである。ま

た論じるべき話題が多いために正確な分類が難しく、叙述の分散を避けるため、不合理と感じられる

箇所もあるかもしれない。寛容な読者の許しを請うものである。 

 

一、研究の総体的傾向と研究局面の形成 

中国人の日本文化研究は、1854年にペリー艦隊とともに来日し、条約締結交渉を助けた羅森によ

る『羅森日記』にまで遡ることができるだろう。清朝の駐日使館参賛を務めた黄遵憲による大書『日本

国志』（1887年完成）も、現在に至るまで影響を与え続ける日本歴史文化研究の名著とみなされてい

る。当時はこのほかにも中国の官吏や文人が日本を訪れて記述した多くの日本見聞録が発表され、

近代における中国人による日本・日本文化研究の小さなブームが形成された 1。その後の1980年代ま

での約 100年間的の著述においては、専門家級の日本文化研究者と言える周作人の議論が今に至

るまで、日本文化を知ろうとする中国の読者を引きつけている。『周作人論日本』（『周作人が語る日

本』、陜西師範大学出版社 2005年）は、文化的な味わいに富んだ周作人の日本文化論をまとめた作

品である。戴季陶『日本論』は一方、政治的な活用の角度から日本の歴史文化に周到な分析を加え、

「彼を知り己を知る」ことをはかったものである。1949年から70年代までは、特殊な学術環境の下、日

本文化研究は消滅寸前の状況に追い込まれた。とは言えこの時期には、朱謙之による日本哲学思

想研究の三部作が出版されている。『日本的朱子学』（三聯書店 1958年）、『日本哲学史』（同 1964

年）、『日本的古学及陽明学』（『日本の古典学と陽明学』、上海人民出版社 1962年）の3作品で、

2000年と2002年に人民出版社から再版されている。この3作品には時として「政治が優先だった時代」

の思想の痕跡が見られるものの、その史料の詳しさと正確さ、論述の明晰さ、観点の明確さは、学術

的な模範として今でも尊敬に値するものであり、80年代以後の日本哲学思想研究の復興の学術的な

土台となった。 

敏鋭な観察力を備えた先人の研究は、中国人の日本文化研究の空白を埋めた。だが多くの原因

から繰り返し停滞状態に陥り、時間的な連続性と研究の規模が形成されることはなかった。1970年代

末から80年代初めに文革が終わると、中国は突如として、日本が真昼の太陽のように輝き、世界第二

                                                   
1 参照：鐘叔河『従東方到西方』（上海人民出版社 ,  1989 年）  
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の経済大国となっていることに気付き、中国人の間で日本文化研究の願望が再び芽生えた。また当

時は国際的な日本学研究も、西洋以外の国家における近代化成功の手本として日本をとらえ、日本

文化を全面的に研究し、ほぼそのすべてが肯定的な評価をくだすものだった。エズラ・ヴォーゲルの『ジ

ャパン・アズ・ナンバーワン』や元駐日大使エドウィン・ライシャワーの『ザ・ジャパニーズ』は全国的なベ

ストセラーになった。この2冊は、中国人の日本理解の原点となったとさえ言うことができる。さらに80年

代、文化を損なった「文革 」への反発から、中国の学界で文化学研究の熱が高まったことも、日本文

化研究を後押しした。さらに当時の日中両国は「一衣帯水」の“初恋”の段階にあった。このような要素

の総合的な作用の下、中国の日本文化研究は自然と、日本文化から有益な経験を学ぼうとするもの

となり、黄遵憲時代の日本文化研究が再びスタートした。こうした状況で“敬慕”から始まった中国の日

本文化研究の再興は、学習や参考という目的の際立ったものとなり、日本文化の積極的な意義に注

目が集まった。 

近代以降の中国の日本文化研究がさまざまな不幸に見舞われていたのと比べれば、再び始まった

研究の速度と効率はそれまでの100年をはるかに上回るものとなった。20世紀最後の20年間の研究は、

最初の土台作りの任務を完了し、中国の日本文化研究の局面を初期的に形成した歩みと言うことが

できる。 

日本文化史に関する研究では、武安隆「日本人の対外文化心理の史学的考察」（『世界歴史』

1989年第 5号）、「日本の外来文化吸収の周期性の試論」（『日本学刊』1992年第 1号）、「日本の知

識階級の外来文化吸収における作用と態度」（『歴史研究』1993年第 3号）などの論文が、日本の外

来文化吸収の研究における若干の理論問題を論じた。その後出版された『文化的抉択与発展：日

本吸収外来文化史説』（『文化の選択と発展：日本の外来文化吸収史』、天津人民出版社 1993年）

は、縄文文化から戦後までの日本と外来文化の関係を論述したもので、中国の日本文化史研究を

切り開いた作品と言える。鄭彭年『日本西方文化摂取史』（杭州大学出版社 1996年）と魏常海『日

本文化概論』（世界知識出版社 1996年）では、全 7章のうちの5章が日本文化史に当てられている。

葉渭渠が中心となって編集した『日本文明』（中国社会科学出版社 1999年）は、歴史的な順序と重

大テーマを結合した構成で書かれた、明晰な筋道を持った日本文化史である。湯重南らによる『日本

文化与現代化』（『日本文化と近代化』、遼海出版社 1999年）も、日本文化史を扱った部分において、

日本の伝統文化の特質や日本と西洋の文化の融合など学界が注目する多くの重要な問題を論述し、

さらに単独の章を設け、日本文化の一部の要素が捻じ曲げられ、対外侵略思想に利用された論理と

プロセスを分析した。 

日中文化関係史では、周一良『中日文化関係史論』（江西人民出版社 1990年）が、日中文化交

流史における多くの重大事件や重要人物を考察し、日中文化関係史研究分野の開拓者と言える重

要な成果となった。日中両国の研究者が共同で編集・執筆した『中日文化交流史大系』（『日中文化

交流史叢書』）10巻（歴史、法律制度、思想、宗教、文学、芸術、民俗、科学技術、典籍、人物）は、

浙江人民出版社（1996年）と日本大修館書店（1995-1998年）からそれぞれ中国語版と日本語版が

出版され、日中文化交流史研究分野の成果を集結し、中国の学者のこの段階における水準を示す

ものとなった。 

日本の哲学思想は、日本文化研究における重要な手がかりであり、中国人学者の研究の重点な

対象となった。王守華・卞崇道『日本哲学教程』（山東大学出版社 1989年）は、朱謙之に継ぐ最初の、

日本哲学に関する体系的かつ全面的な著作となり、日本哲学の研究を再び開始させた。王家驊『儒

家思想与日本文化』（『儒家思想と日本文化』、浙江人民出版社 1990年）は、前半部分で儒学が日

本に伝わってから近代までの日本の儒学史を扱い、後半部分で日本の政治・法律・道徳・宗教・文

学・史学に対する儒学の影響を論じたもので、儒学と日本文化の関係を体系的に研究した国内初の

先駆的な作品となった。王家驊『儒家思想与日本的現代化』（『儒家思想と日本の近代化』、浙江人

民出版社 1995年）は、近代以降の儒家思想と日本近代化との思想・文化的関係を研究対象とし、
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日本近代化の二重性と日本儒学の二重性との関連性を指摘した。卞崇道『現代日本哲学与文化』

（『現代日本哲学と文化』、吉林人民出版社 1996年）は、「現代日本哲学」「現代日本文化哲学」「現

代中国の日本哲学研究」の3篇からなり、この分野における筆者の長年の研究成果の深まりと広がり

を示すものとなった。崔世広『近代啓蒙思想与近代化——中日啓蒙思想比較』（『近代啓蒙思想と近

代化――日中啓蒙思想比較』、北京航空航天大学出版社 1989年）は、日中両国の啓蒙思想の相

違が近代の日中両国の盛衰の重要な原因となったと論じ、中国の学界における日本の啓蒙思想の

体系的な研究の先駆的な作品となった。王忠江『厳復与福沢諭吉——日本啓蒙思想比較』（『厳復と

福沢諭吉――日本啓蒙思想比較』、河南大学出版社 1991年）は、啓蒙思想家の人物の比較研究

を焦点とし、重要な啓発的意義を持っている。王中田『江戸時代日本儒学研究』（中国社会科学出

版社 1994年）は、武士・町人と儒学との関係、儒学・国学と洋学との関係、儒学と日本近代化の関係

などを考察したもので、江戸時代の儒学を総合的に研究した中国で初の著作となった。韓立紅『石田

梅岩与陸象山思想比較研究』（『石田梅岩と陸象山の思想比較研究』、天津人民出版社 1999年）

は、江戸時代の思想家と中国の思想家の比較研究の始まりと言える作品であり、一定の模範としての

意義を持っている。このほか張大柘『当代神道教』（『現代の神道』、東方出版社 1999年）は、戦後の

神社神道や教派神道、神道系新興宗教などを論じ、戦後神道研究の中国における先駆的な作品と

なった。 

呂万和・羅澍偉「封建末期の中国と日本における洋学」（『歴史研究』1981年第 3号）は、西洋の

学問の東洋における普及に対する日中両国の態度を通じて、日中両国が近代において異なる発展

の道を歩んだ歴史・文化的原因を探究した。この先駆的な研究は学界の後輩によって受け継がれ、

比較的独立した研究分野をなすこととなった。李小白『信仰、利益、権力 ——基督教布教与日本的

選択』（『信仰、利益、権力――キリスト教布教と日本の選択』、東北師範大学出版社 1999年）は、16

世紀半ばの西洋カトリック教の日本伝来から幕末維新までの日本における西洋文化の伝播とその歴

史的影響を体系的に整理・研究した中国で初の試みであり、西洋文化と日本近代化との関係が検

討された。 

国外の日本学研究と同様に、この時期には、日本文化論や関連研究理論、日中文化比較などの

主題が、人びとの注目を集める研究分野となった。盛邦和『内核与外縁：中日文化論』（『核心と周

辺：日中文化論』、学林出版社 1988年）は、理論分析を通じて、東アジア文化圏においては歴史的

に中国が「内核」（核心）、日本が「外縁」（周辺）であったが、近代以後は両国の位置が入れ替わった

と指摘し、日中両国が近代以降、異なる道を歩んだ歴史・文化的原因を理論的に解明した。崔世広

「日本伝統文化の基本的な特徴――西欧と中国との比較」（『日本学刊』1995年第 5号）、「『意』の文

化と『情』の文化――中日文化比較の試み」（『日本学刊』1996年第 3号）、「日本の伝統文化の形成

と発展の3つの周期」（『日本学刊』1996年第 4号）、「日本文化研究方法論」（日本学刊 1998年第 3

号）などの一連の論文は、日本文化は中国文化の影響を深く受けているが、中国文化と同一の文化

体系は構成しておらず、独自の文化的精神を持つ文化類型をなしていると論じ、「形成論」と「形態論」

の結合によって、日本文化の解釈のためのユニークな枠組を構築した 2。  

卞崇道『跳躍与沈重：二十世紀日本文化』（『跳躍と沈降：二十世紀の日本文化』、東方出版社

1999年）は、日本文化の理論問題（日本文化優劣説、精神主義文化論など）と深いレベルの哲学文

化（京都学派、現代日本哲学思潮など）、宗教文化（総体的な特徴、神道・仏教・キリスト教・新宗教）

などをそれぞれ論じた。尚会鵬『中国人与日本人——社会集団、行為方式和文化心理的比較研究』

                                                   
2 崔世広「中国的日本文化研究 30 年綜述」（載李薇主編『当代中国的日本研究（1981—2011）』，中国社会科学出版社 ,  
2012 年）  
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（『中国人と日本人――社会集団と行動方式、文化心理の比較研究』、北京大学出版社 1998年）は、

小集団の優先、序列意識、義理人情、名誉と恥の意識など多くの具体的なトピックを論じたもので、

深いレベルの文化理論研究に属する。 

上述の成果は、20世紀の中国の研究者による日本文化の研究の全貌を示しているとは言えない。

だが多くは、研究局面の形成段階における先駆的な作品であり、21世紀以降の日本文化研究の主

要分野なマクロ的な局面を形成し、21世紀に入ってからの研究の絶え間ない出現や深まり、広がりの

堅固な土台となった。 

 

二、21 世紀に出版された一連の叢書 

21世紀に入ると、新旧の交替において新たな世代の中堅を担う研究者が研究の成熟期に入り、広

がりと深まりを続けてきた先輩世代の研究を引き継ぎ、多くの新たな研究分野を切り開き、中国の日

本文化研究の成果が次々と出現した。研究成果は、大規模な執筆活動の段階に入った。このような

状況の出現は、それまでの蓄積によるものであると同時に、研究員の迅速な拡充と日本学界との学術

交流が研究者の研究能力を高めたためでもあった。さらに海外から帰って来た研究者は新たな研究

の筋道と課題をもたらし、国内のそれまでの研究者と議論やぶつかり合いによって問題意識を広げ、

研究のアンテナが急速に拡張したためでもある。日本研究における政治や経済などのその他の分野と

比べても、日本の文化研究は際立った進歩を実現している。これはまた、学界の注目する研究分野

の均衡化という傾向も示している。21世紀に入ってより具体的で詳細な、体系的な研究が行われるよ

うになり、中国の研究者の研究の視点と特質は際立ち、中国の日本文化研究は成熟に向かっている。

多くの日本研究叢書が出版されていることはその表れと言える。 

王勇が中心となって編集した『中日文化研究文庫』（上海古籍出版社 2001-2008年）では12巻の

専門書が出版され、幅広いトピックが扱われた。そのうち思想文化類に属するものとしては、劉岳兵

『明治儒学与近代日本』（『明治の儒学と近代日本』）、黄俊傑『徳川日本‘論語’詮釈史論』（『徳川

期の日本の‘論語’解釈史論』）、王青 『日本近世儒学家荻生徂徠研究』、厳紹璗『日本蔵漢籍珍

本追蹤紀実』（『日本蔵漢籍珍本の追蹤記録』）などが挙げられる。王勇が中心となって編集したもう

一つの叢書『日本文化大講堂』（上海古籍出版社 2004年）は、顧春芳・胡令遠『花道』や呂順長・沈

国権『棋道』、泉敬史・何英鴬『武道』、日本人研究者南谷美保『音楽』など各巻の書名からも分かる

通り、明確な研究の筋道を備えたもので、「日本の道」の各テーマの特別研究の成果と言える。王勇

は叢書の序の中で、これらのテーマを選んだ狙いについて、「日本文化の特質は、模倣または独創に

あるのではなく、取捨と組み立てにある」としている。上述の日本の多くの「道 」は、中国の伝統文化と

「付かず離れず」または「付いては離れ」の関係にあり、この観点を示すための絶好の題材と言える。 

王暁平が中心となって編集した『人文日本新書』（寧夏人民出版社 2004—2008年）は20巻からなり、

規模の大きさ、体系性の高さ、分野の広さで際立っており、それぞれが「日本の人文テーマの全貌を

明確に述べた」ものと言える。各巻の執筆者の多くは中国の著名な研究者であり、王金林『日本人的

原始信仰』（『日本人の原始信仰』）、王暁平『遠伝的衣鉢：日本伝衍的敦煌仏教文学』（『遠く伝わ

った衣鉢：日本で継承された敦煌仏教文学』）、高文漢『日本近代漢文学』、盧盛江『空海与文鏡秘

府論』（『空海と文鏡秘府論』）、高寧『越界与誤読：中日文化間性研究』（『クロスボーダーと誤読：日

中文化の“間性”研究』）、王向遠『源頭活水 ：日本当代歴史小説与中国歴史文化 』（『源泉の流

水：日本の現代歴史小説と中国の歴史文化』）（紙幅の制約によりこれ以上は挙げない）などは、執筆

者の研究の蓄積が集中的に表れたものと言える。「これらはいずれも、一流の研究者が新たに執筆し

て世に問う最新の研究成果であると同時に、一般読者にも読みやすくわかりやすいことを主旨としてい

る」（川本皓嗣が贈った前置きの言葉）。叢書は、中国の日本文化研究の新たな段階における成果を

一挙に集めたもので、専門家から社会への日本文化の普及の道そのものの革新ともなった。 
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楊棟梁が中心となって編集した『日本現代化暦程研究叢書』（『日本近代化プロセス研究叢書』、

世界知識出版社 2010年）10巻は、日本研究院が主体となり、南開大学の研究者らが完成させた団

体研究の成果であり、日本文化への注目度の高さをうかがうことができる。文化をテーマとしたものは、

趙徳宇ら『日本近現代文化史』、劉岳兵『日本近現代思想史』、臧佩紅『日本近現代教育史』、王

健宜ら『日本近現代文学史』、彭修銀『日本近現代絵画史』の5巻があり、李卓『日本近現代社会史』

でも、家族や国家などの社会の深層の文化問題が検討されている。この叢書も、執筆者の長年の研

究の成果であり、日本の近代化と日本文化の関係という問題に関する中国での段階的かつ代表的な

研究成果と言える。ある評論はこの叢書について、「分量の厚さとその誠実さで際立ち、学術界で大き

な影響を与えている。筆者は日本の多くの研究者にもこの叢書について質問を受けており、注目の高

さがわかる。全国の日本史研究者にとって喜ばしく、期待できる事業となる」と評価している 3。  

『儒学与東亜文明研究叢書』（『儒学 ・東アジア文明研究叢書』、華東師範大学出版社 2008年）

で日本の儒学などの題材に直接触れているものとしては、張宝三・徐興慶共編『徳川時代日本儒学

史論集』、張昆将『徳川日本忠孝概念形成与発展』（『徳川日本における忠孝概念の形成と発展』）、

『日本徳川時代古学派之王道政治論』（『日本徳川時代の古学派の王道政治論』）、陳瑋芬『近代

日本漢学的関鍵詞研究：儒学及其関連概念的嬗変』（『近代日本漢学のキーワード研究：儒学とそ

の関連概念の変遷』）、張宝三・楊儒賓編『日本漢学研究初探』（『日本漢学研究初歩研究』）、『日

本漢学研究初探：思想文化篇』などがある。これらの著作は、中国の日本儒学研究の深まりとより専

門的で詳しい研究への発展を示している。 

 

三、文化史研究 

日本文化史研究は、マクロな日本文化論研究を支える土台であり、日本の文化史と中国文化は

緊密な関係を持っていることから、多くの研究者らの研究意欲をかき立てている。 

（一）通史・時代史・日中文化関係史  

王勇『日本文化——模倣与創新的軌跡』（『日本文化——模倣と革新の軌跡』、高教出版社 2001年）

は、「模倣と革新」を主軸として、岩宿文化から江戸文化までにかけての日本の考古学の成果や日本

人・日本文化の由来などのトピックを重点とし、「書籍の道」などの多くの独創的な研究の見解を示し

たもので、文化通史の途中までを扱った特色ある成果と言える。高増傑『東亜文明撞撃——日本文化

的歴史特徴』（『東アジア文明の衝撃――日本文化の歴史的特徴』、広西教育出版社 2001年）は、

研究範囲を明治時代にまで広げた。筆者は、「文明の縁における飛躍」（文明発生期）や「民族文化

の勃興」（中世武士文化）、「日本近代の文化転換の意義」（日本と西洋の文化の関係）など、各章の

タイトルで各時代の文化の特質を表現し、日本文化史の脈絡の特徴を明確に取り出してみせた。 

葉渭渠『日本文化史』（広西師範大学出版社 2003年）は、古代から戦後に至るまでの日本文化史

を初めて完成させた。文化史でおさえておくべき内容を叙述したほか、文学や芸術、その美学の要素

にも注目している。ただ残念ながら、江戸時代以後の記述が少なく、同書で最も短い章を占めている

にすぎなかった。葉渭渠は『日本文化通史』（北京大学出版社 2009年）で紙幅を倍増し、内容はさら

に豊かとなり、各時代のさまざまな主流文化の内容と特徴が取り扱われた。とりわけ近代以後の部分

の分量が増強され、日本の現代文化にも注目している点で際立ち、その名に値する『日本文化通史』

                                                   
3 周頌倫「評『日本現代化暦程研究叢書』」（『世界歴史』2012 年第 3 号）  
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となった。趙徳宇ら『日本近現代文化史』（世界知識出版社 2010年）は、江戸時代の伝統文化から

現代の大衆文化までを叙述の範囲とし、全体の発展の脈絡と変化の論理を描き出し、多くの文化現

象に対して客観的で公正な見直しと位置付けを行い、ともすれば迷い込んでしまいそうになる日本の

文化の“霧”を中国の研究者の理性によって抜け、文化の叙述によって文化の謎を解き明かし、日本

の近現代の文化史に対する新たな認知体系を築こうとするものとなった。韋立新『日本中世文化研究』

（世界図書出版公司 2014年）は、中国で最初の時代で区分した日本文化史であり、より精緻な方向

への文化史研究の傾向を示すものとなった。筆者は、武家政権時代の日中文化関係を体系的に評

価し、7世紀から8世紀の唐文化の日本への流入に比べると、13世紀から15世紀の宋元明文化の日

本への流入は波及の範囲がより広く、影響を及ぼした時間もより長かったとし、その主要な精神的内

実は現在に至るまで影響を与え、浸透していると論じた。 

叙述を簡便にするため、本稿では、日中文化関係史研究などの専門史の著述についてもここで論

じることとする。張愛萍『中日古代文化源流——以神話比較研究為中心』（『日中古代文化の源流―

―神話の比較研究を中心に』、浙江大学出版社 2005年）は、「地震神話」「風神神話」「水神神話」

などの8つのテーマを分析研究し、中国と日本の神話そのものが日中文化交流史をなしており、日中

文化交流の伝統の認識に役立つと論じている。滕軍ら『中日文化交流史考察与研究』（『日中文化

交流史の考察と研究』、北京大学出版社 2011年）は、古代から江戸時代までの日中文化交流史の

主要な脈絡を考察・整理した。書中にはさらに、多くの現地視察の成果も盛り込まれ、「徐福東渡」や

「漢委奴国王印」などの重要な歴史的事件 30項目近くが扱われ、筆者自らの観点も提出されており、

史料と現地視察の両方の意義を兼ね備えた力作となった。 

（二）「西学東漸」に対する日中両国の認識と対応  

呂万和が開拓した「西学東漸」（西洋の学問の東洋への広がり）の研究は21世紀になって一定の

規模を形成していった。趙徳宇『西学東漸与中日両国的対応』（『西学東漸と日中両国の対応』、世

界知識出版社 2001年）は、「西学東漸」を手がかりとし、日中相互を比較し、西洋に対する日中両国

の態度の相違とそれぞれの歴史に対して生まれた損益を論じ、これが両国が近代において異なる道を

歩んだ重要な原因の一つとなったと指摘した。于桂芬『西風東漸——中日摂取西方文化的比較研究』

（『西風東漸――日中の西洋文化摂取の比較研究』、商務印書館 2001年）は、16世紀中葉から戦

後までの4世紀余りにわたる歴史を論じ、日中両国の西洋文化の摂取の相違の比較から始め、両国

の近代化プロセスがまったく違うものとなった原因を探ろうとするものだった。16世紀中期に始まったカ

トリック教の東洋での布教についての著作としては、戚印平『日本早期耶蘇会史研究』（『日本早期イ

エズス会史研究』、商務印書館 2003年）と『遠東耶蘇会史研究』（『極東イエズス会史研究』、中華書

局 2007年）がある。前者の特徴は、大量の一次資料と「伝統―コンテキスト―必要性―変異」という理

論モデルを運用し、布教過程の歴史的なコンテキストを再現したことにあり、この分野における中国学

界の課題研究の史料の範囲と問題意識を拡大することとなった。陳景彦『19世紀中日知識分子比

較研究』（『19世紀日中知識人比較研究』、吉林人民出版社 2006年）は、「西学東漸」に対する19世

紀の両国の知識人の反応や西洋観の相違などの問題のそれぞれの対比研究（佐久間象山、渡辺

華山、馮桂芬、林則徐ら）を通じて、過去の歴史プロセスにおける欠点と不足を振り返るものだった。

鄭彭年『西風東漸 ——日本崛起的歴史考察』（『西風東漸 ——日本の台頭の歴史的考察』、人民出

版社 2008年）もまた、日本における16世紀中葉から戦後までの西洋文化との接触と歴史発展プロセ

スとの関係を解き明かすものだった。李少軍『甲午戦争前中日西学比較研究』（『甲午戦争前の日中

における洋学の比較研究』、湖北人民出版社 2007年）は、日中の開国から甲午戦争（日清戦争）ま

での洋学の伝来の過程を比較研究したもので、前述の趙徳宇の著作に連続するものとみなすことが

できる。同著作は、両国の洋学の導入における状況の相違が、両国の近代化の差が広がった重要な
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原因となったと論じた。李虎『中朝日三国西学史比較研究』（中央編訳出版社 2004年）は、研究範

囲を東アジアの3カ国における洋学の発展プロセスへと拡大し、3カ国の洋学の発展に大きな差異があ

ったことを明らかにし、「東西の文化交流と選択の過程とは、外来の文化的な要素を注入することによ

って主体的な文化の新生を実現することであった」との観点を裏付けた。上述の研究はいずれも、中

国・日本・朝鮮の文化と西洋文化との接触・衝突と、東アジア3カ国の近代史とのその関連に注目した

ものであり、それぞれが期せずして一致した研究メカニズムを形成した。これは中国の日本文化史研究

の思考方式の特色と言える。 

（三）教育と大衆文化形成の研究  

王慧栄『近代日本女子教育研究』（中国社会科学出版社 2007年）は、大量の教育史資料と統計

データを運用し、教育思想や教育政策、教育内容などから着手し、近代の日本の女子教育の特質

や影響を分析・検討し、近代の中国の女子教育を再考したものである。臧佩紅『日本近現代教育史』

（世界知識出版社 2010年）は、各種のオリジナル資料の解読を土台として、日本の教育近代化の基

本的な軌跡を体系的に考察し、歴史的な経験と現代の教育の新たな方向を明晰に論じただけでなく、

「皇国主義」などの教育の筋道と特徴を解明したもので、中国の日本近現代教育研究の重要著作と

なった。饒従満『日本現代化進程中的道徳教育』（『日本近代化プロセスにおける道徳教育』、山東

人民出版社 2010年）は、日本の近代化における道徳教育には「高度な連続性」（横向きには社会の

連続性、縦向きには伝統的な歴史の継承に着目）と「高度な融合性」（古代と現在、国内と国外の融

合）という2つの特徴があるとし、その功罪を分析した。  

中国の学界では近年、とりわけ新世代の研究者らが、江戸時代の社会文化研究に対する興味を、

より具体的な庶民文化へと移し始めている。朱玲莉『日本近世寺子屋教育研究』（中国社会科学出

版社 2010年）は、庶民の教育場所である寺子屋の歴史を概観した上で、庶民の啓蒙教育への適応

や教育の実用性の追求など、寺子屋教育の多くの特徴を明らかにし、寺子屋が日本の教育の近代

化に土台を築いたと論じた。譚建川『日本文化伝承的歴史透視 ——明治前啓蒙教材研究』（『日本

の文化伝承の歴史的解析――明治以前の啓蒙教材研究』、商務印書館 2010年）は、日本の啓蒙

教材に対する全面的で体系的な総合研究である。日中両国の啓蒙教材における「応試（受験）主義」

と「能力主義」の差異を論じた筆者の観点は注目に値する。同書は、上述の朱玲莉の書籍と相互に

補い合う姉妹編をなしていると言える。張博『日本江戸時代的大衆文化』（『日本江戸時代の大衆文

化』、上海三聯書店 2014年）は、江戸時代の大衆文化の振興の重要な土台となった社会・経済や生

活の気風を考察し、京阪庶民のメディアや当時盛んとなったさまざまな娯楽などの社会の世相を具体

的に論述し、江戸文化にはすでに、今日の大衆文化の特徴が備わっていたとした。上述の3著作はい

ずれも、それぞれの研究分野を中国で開拓した作品であり、3人の筆者が、南開大学日本研究院で

の博士学位取得時の博士論文を土台に、修正と拡充によって完成したものである。 

上述の成果の多くは、中国人研究者の独自のスタイルを示しており、中国の日本文化史研究は今

後、自らの研究の特色と体系を形成していくものと考えることができる。 

 

四 、哲学思想研究 

21世紀以降、哲学思想研究はかつてない盛況を呈している。新たな世代の中堅研究者が、中国

の特色を備えた研究方法や研究枠組、問題意識を次々と模索し始め、多元化を土台としながらも共

通点を備えた研究の局面を形成している。日本の哲学思想の特性と中国との差異を探究することは、

中国人研究者による日本哲学思想史研究の大きな特徴と言えるだろう。中国と日本の歴史的なつな
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がりを考えれば、中国の研究者は日本の哲学思想により発言権を持っているとも言え、中国人研究

者の研究には実際にユニークな特徴が見られる。 

（一）哲学思想理論研究  

卞崇道『日本哲学与現代化』（『日本哲学と近代化』、瀋陽出版社 2003年）は、日本の近代化プロ

セスにおける「上昇―壊滅―再生」の歴史を哲学の視点から論じたものである。筆者は、日本の近代

化プロセスにおける精神的・文化的な動因と日本近現代思想の意義を中国人の立場から検討し、結

論において、「日本の近代化は、アジア各国の協力と犠牲を土台として実現された」と指摘した。これ

はある意味で、歴史的な真実を言い当てていると言える。同書は、21世紀のこの分野における研究の

出発点と問題意識を明らかにするものとなった。卞崇道はさらに、『融合与共生 ——東亜視域中的日

本哲学』（『融合と共生――東アジアの視野における日本哲学』、人民出版社 2014年）で、明治時代

以前には中国思想導入によって日本の哲学思想の醸成が促されたが、明治時代以降には西洋哲

学の移植を契機として現代日本哲学の誕生が促され、西田哲学を代表とする京都学派の哲学によ

って最盛期が形成されたと指摘した。この過程こそが「共存―融合―共生」であり、筆者の主張する

「共生文化論」へとつながるものである。 

劉岳兵による『日本近代儒学研究』（商務印書館 2003年）と『中日近現代思想与儒学』（『日中の

近現代思想と儒学』、三聯書店 2007年）、劉岳兵が中心となって編集した『明治儒学与近代日本』

（『明治儒学と近代日本』、上海古籍出版社 2005年）は、儒家思想を主軸として、著名な、またはあま

り知られていない日本の思想家と日中儒学交流における重要人物をそれぞれ考察し、「日本近代の

軍国主義と儒学」というトピックに対しても歴史的・理論的な分析を行ったものである。上述の研究を

土台とし、劉岳兵『日本近現代思想史』（世界知識出版社 2010年）は、「伝統と現代」「日本と世界」

「個人と社会」という3つの糸口から、日本の近現代思想史を整理・考察したもので、独自の研究分野

を構成したものと言える。 

呉光輝『伝統与超越 ——日本知識分子的精神軌跡』（『伝統と超克――日本知識人の精神の軌

跡』、中央編訳社 2003年）は、日本近代の知識人が陽明学などの東洋思想をいかに運用して西洋

文化の衝撃に対抗しようとしたかを論じたものである。同書は、江戸時代の日本陽明学や近代の西田

哲学などの思想の検討を通じて、東洋の伝統の再構築と西洋の文化の超克という2つの課題を導き

出した。陳秀武『日本大正時期政治思潮与知識分子研究』（『日本大正期の政治思潮と知識人の

研究』、中国社会科学出版社 2004年）は、このテーマを体系的に研究した最初の専門書であり、革

新性に富んだものと言える。筆者は、しっかりとした資料と多くの関連学際学科の理論と方法を運用し、

「文化転換の3指標」と「社会構造の三角形理論」を提出した。「伝統的な政治文化が深く根を下ろし

ていたことが、日本がファシズムの道を歩んだ精神的な要因となった」などの観点はとりわけ、深い省察

を誘うものと言える。趙京華『日本後現代与知識左翼』（『日本のポストモダンと左翼知識人』、三聯書

店 2007年）は、柄谷行人や子安宣邦、小森陽一、高橋哲哉などの著名な左翼研究者を研究対象と

し、日本のポストモダンを論じるための歴史的な糸口を探り出し、知識人がいかに公共事務に参加す

るかという角度から、日本の新たな世代の左翼知識人層の新たな動向を検討した。同書は、70年代

以降の日本の思想を詳述した中国初の専門書となった。上述の3つの論著はいずれも、取り扱う時代

は異なるが、知識人を研究対象としているという点では共通しており、興味深い対照をなしている。筆

者らは、日本社会が政治的な方向を選択する際、知識人の動向が大きな影響を与えてきたことを明

確に認識していた。 

これらの研究と比べると、劉金才『町人倫理思想研究——日本近代化動因新論』（北京大学出版

社 2001年）は、独自の体系をなした研究と言える。筆者は、町人階級の成長がもたらした倫理思想の
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萌芽と形成、確立の過程を整理・論述し、「士農」に対する町人倫理の影響と幕末維新期の近代化

の方向性を検討し、「町人倫理精神動力論」という重要な観点を提出した。 

思想・文化の人物に関する研究成果はすぐれたものが数多いが、紙幅の制限から、詳しい紹介は

割愛せざるを得ない。代表的な著作としては、郭連友『吉田松陰与近代中国』（『吉田松陰と近代中

国』、中国社会科学出版社 2007年）、銭婉約『内藤湖南研究』、張哲俊『吉川幸次郎研究』、劉萍

『津田左右吉研究』（いずれも中華書局から2004年に出版）、銭昕怡『近代日本知識分子的中国革

命論』（『近代日本知識人の中国革命論』、中国人民大学出版社 2007年。主要研究対象は夏目漱

石）、戴宇『志賀重昂国粋主義思想研究』（吉林教育出版社 2009年）、傅玉娟『木下杢太郎』（浙江

大学出版社 2014年）などが挙げられる。これらの論著はいずれも、高い学術性を備えたもので、日本

の知識人の思想に注目すると同時に、彼らの社会行動とその影響を考察したものである。中国人研

究者の著述はすでに、自らの研究の視点と問題意識、自らの観点を備えていると言える。 

（二）近世の日本儒家思想研究  

日本で近代以降、多くの思想が形成された原因を探るため、多くの研究者が、近代日本の源とさ

れる江戸時代に目を向けた。 

韓東育『日本近世新法家研究』（中華書局 2003年）は、「近世新法家」という新たな概念を提出し、

荻生徂徠や太宰春台などの思想家の思想の軌跡の検討を通じ、近世思想の「脱儒入法」の動向を

際立たせ、日本の第一級の学者である丸山眞男の著述について、事実に大きく反すると見られる曲

解や誤解に鋭い疑いを投げかけ、学術的に最先端と言える成果を実現した。同書は、日本の研究者

にも高く評価され、権威ある研究者である黒住真は、「極めて重要な著作であると確信している」 4と語

った。 

王青『日本近世思想概論』（世界知識出版社 2006年）は、儒家思想や町人思想、農民思想、蘭

学・洋学、神道・国学、仏教などの多くの思想分野の発展の流れについて、簡潔でまとまった整理を

行い、日本の近世の思想史を概観した中国人研究者による初の著作となった。同書は、中国人研究

者による日本の近世の思想史研究の体系化が始まったことを意味するものとなった。陳景彦・王玉強

『江戸時代日本対中国儒学的吸収与改造』（『江戸時代日本の中国儒学の吸収と改造』、社会科

学文献出版社 2014年）は、江戸時代における日本の朱子学と古学、陽明学、折衷学派、独立学派、

国学派の6大学派が中国の儒学に対して取ったさまざまな態度と実現した学術成果を詳しく論述・分

析したものである。同書はさらに、日本が中国の倫理思想をいかに自らのために利用したかなどの問

題を検討し、ユニークな見解に満ち、文化を考え直す役に立てた。 

江戸時代の思想家個人に関する研究成果は数が多く、優れた成果も少なくなく、重要な学術的価

値と中国の研究者の特色の際立つものとなっている。紙幅の制限から、ここでは代表的な書名のみを

挙げることとする。江戸儒学の祖と言える林羅山についての研究著作には、趙剛『林羅山与日本的

儒学』（『林羅山と日本の儒学』、世界知識出版社 2006年）、龔穎『“似而非”的日本朱子学：林羅山

思想研究』（『“似て非なる”日本の朱子学：林羅山思想研究』、学苑出版社 2008年）がある。日中両

国の思想をつなぐ“学問大使”となった朱舜水にも注目が集まり、李甦平『朱之瑜評伝』（南京大学出

版社 2002年）や覃啓勲『朱舜水東瀛授業研究』（『朱舜水の日本における教えの研究』、人民出版

社 2005年）、林和生ら『朱舜水与徳川光圀』（『朱舜水と徳川光圀』、陜西教育出版社 2012年）など

多くの成果があり、論文集『朱舜水与日本文化』（『朱舜水と日本文化』、人民出版社 2003年）も出

                                                   
4 韓著の序言。韓東育にはこのほかにも多くの近世思想史の論著がある。劉岳兵『“中国式”日本研究的実像与虚像・中国

日本思想史研究的方法論問題』（中国社会科学出版社 ,  2015 年）には韓東育についての特別の著述がある。  
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版されている。近世思想にかかわる研究の論文集は、郭連友が編集長を務めた『近世中日思想交流

論集』（世界知識出版社 2003年）、成中英が編集長、韓東育が執行編集長を務めた『本体的解構

与重建 ——対日本思想史的新詮釈』（『本体の脱構築と再構築――日本思想史に対する新たな解

釈』、上海社会科学出版社 2005年。日本の近世思想家個人についての論述が半数を占める）の二

つが出版されている。 

（三）武士道研究  

武士と武士道に関する問題は、21世紀に入って以降、中国で関心を集める論題の一つとなってお

り、視点の異なる一連の著作が出版されている。総体的に言って、研究者らの関心の多くは、武士道

の倫理思想とその価値観などに集まっている。李文『武士階級与日本的近代化』（『武士階級と日本

の近代化』、河北人民出版社 2003年）は、近代化のコンテキストにおける武士階級の歴史的な役割

を論じ、武士階級の倫理的な価値観の多くが、近代資本主義の精神に転化する性質を持っており、

社会モデルの転換期における国家の発展方向の調整という歴史的な重任をこの階級のエリート集団

に負わせることとなったと指摘した。王煒『日本武士名誉観』（社会科学文献出版社 2008年）は、武

士階級の名誉観の変遷の過程を論じ、武士の時代はすでに過去の歴史となったが、統治階級が集

団主義などの方式で変更を加えた武士の名誉観は今になっても支持を受け、現代の日本人が新た

な解釈を繰り返す課題となっていると指摘した。唐利国『武士道与日本的近代化転型』（『武士道と

日本の近代化転換』、北京師範大学出版社 2010年）は、山鹿素行の武士道論と吉田松陰の武士

道の言動との歴史的な関連を整理し、吉田の言動は山鹿の思想の発展であったと論じ、伝統的な武

士精神と西洋の挑戦への対応という歴史過程の正負の両面からの認識に重要な手がかりを与えるも

のとなった。婁貴書『日本武士興亡史』（中国社会科学出版社 2013年）は、武士の起源と発展プロセ

ス、武士の軍事統治、武士道の倫理道徳と価値観など多くの基礎的な問題を体系的に論じたもので、

武士の通史研究とみなすことができる。同書はさらに、武士と大和民族、武士政権とブルジョア政権、

武士道と日本文化などの重大な問題にも検討が加えられた。 

 

五、日本文化論研究 

日本文化論は長期にわたってさまざまな関心を集めてきた議題であり、成果の多い研究分野となっ

ている。研究者らの研究は、日本文化研究が始まった20世紀最後の20年における一方的な称賛や

偏った憧憬の際立つ初期状態を抜け出し、日本文化における正負の両面に着目した研究に移り始

めており、その研究はより理性的で客観的なものとなりつつある。 

覃啓勲『日本精神』（長江文藝出版社 2000年）は、日本精神は「原創（オリジナル）精神」と「派生

精神」からなる完全な体系をなしており、大化の改新と明治維新という二つの文化転換期が「原創精

神」の発揚期となり、日本の成功に根本的な保証を与えたと論じた。筆者は同時に、日本の「原創精

神」の「畸変」の原因と危害も明らかにした。楊寧一『了解日本人：日本人的自我認識』（『日本人を

知る：日本人の自己認識』、天津人民出版社 2001年）は、歴史的な順序に従い、古代から戦後まで

のさまざまな歴史的段階における日本人の自己認識のプロセスを正負の両面から論じ、現代の日本

人の自己認識における多くの主要な論点を整理・分析し、日本民族のさまざまな行動選択を理解す

る内在的な論理を明らかにした。胡令遠『文明的共振与発展：中日文化関係研究』（『文明の共振と

発展：日中文化関係研究』、時事出版社 2003年）は、文学や文化、文明、倫理など多くの分野にお

けるいくつかの具体的な問題に対する分析を通じて両国の政治問題の解決をはかったもので、政治

的な主張によっては日中両国関係における相違の解決は困難であり、国際的な重大な問題の解決

にあたってはしばしば文化的な相互理解が重要な前提となると論じている。 



1-6 中国の日本文化研究 

 97 

李兆忠『曖昧的日本人』（『曖昧な日本人』、金城出版社 2005年）は、「中華 」や「西洋 」に偏った

日本観では日本を独立した研究対象として捉えることはできないとし、筆者の長年の日本での生活に

おける経験と客観的で細やかな観察に基づき、日本人の「曖昧文化」を学術的な角度から多層的に

検討したもので、「日本文化そのものの曖昧さが、日本の歴史的ポジションの曖昧さを招いた」（前言）

と鋭く指摘している。李冬君『落花一瞬：日本人的精神底色』（『花の散る一瞬：日本人の精神の背

景色』、北京大学出版社 2007年）は、花道・茶道・俳道・武士道などの日本のさまざまな「道 」を手が

かりに、日本人の審美観や文化美学などの多くの議題を論じ、文化の角度から歴史を読み解き、日

本人の「精神の背景色」を探ったもので、日本民族の歴史的なプロセスの理解に新たな視点を与える

ものとなった。楊偉『日本文化論』（重慶出版社 2008年）は、風土と文化、宗教意識の多重構造、日

本の家制度と文化構造、日本人の「間人主義」などの議題を論じ、「日本文化論における注目の問

題と日本文化の深層構造を最も反映した議題を通じて文化学的な分析を展開し、日本人と日本文

化の独自性の謎を解く」（前言）ことをはかったものである。 

李涛による日本三論『大和魂：日本的根性窺探』（『大和魂：日本の本質をのぞく』）、『武士道：日

本的全球視野』（『武士道：日本のグローバルな視野』、『罪与罰：日本的島国属性』（『罪と罰：日本

の島国としての属性』、いずれも中国友誼出版公司 2007年）はそれぞれ、書名の議題を手がかりとし

て、「二重性格の対立」「信仰の分裂」「万世一系」「罪と恥 」「民族の極端」などの多くの重要な議題

を論じたもので、多くの日本文化論を総合した大作と言える。筆者は、中国人に必要なのは「仇日」

（日本をうらむ）、「媚日」（日本に媚びる）、「惧日 」（日本を恐れる）ではなく、「知日 」（日本を知る）で

あると主張した。これは多くの中国の研究者らの共通認識と言える。 

楊薇の『日本文化模式与社会変遷』（『日本の文化モデルと社会の変遷』、済南出版社 2001年）と

『日本文化透視』（天津教育出版社 2010年）は、歴史を根拠とした日本文化論である。前者は、日本

の原生文化として、「縄魂弥才—和魂漢才—和魂洋才—和魂美才」という内外の融合した文化の進化

モデルを描き出したものである。後者は、日本の歴史上のいくたびもの重要な文化的な転換を詳しく

分析し、ポスト工業社会の日本はすでに「病態社会」の兆候を示しており、深刻な「道徳的苦境」に陥

っていると論じた。孫緑江『道徳的中国与規則的日本 』（『道徳の中国と規則の日本 』、中華書局

2010年）は、「道徳と規則」」「家族と同族」「宗教と哲学」などの問題の日中両国における相違をそれ

ぞれ論じ、結語において、「日中両国の優位性と不足とはある意味、正反対の状況にある。両国の文

化の差異をはっきりと認識して初めて、自己と相手とを本当に認識することができる」と指摘している。

張建立『芸道与日本国民性 ——以茶道和将棋為例』（『芸道と日本の国民性――茶道と将棋を例

に』、中国社会科学出版社出版社 2013年）は、一般にも注目の高い茶道と将棋を分析の対象とし、

歴史学や文化心理学、社会心理学などの方法を用いて日本の国民性の特色を探ったもので、豊か

な「文化的味わい」に満ちた作品であり、現代の日本の社会や文化さらに政治、外交、経済などの分

野の問題を解析した学術的な力作と言える。 

 

六、宗教研究 

日本神道の研究も、研究者らの注目を集めやすい研究分野となっている。「日本精神」の遺伝子を

探ろうとするための必要によるものであると同時に、過去の間違いに学ぼうという研究意識を示すもの

でもある。範景式『神道文化与思想研究』（『神道の文化と思想の研究』、内蒙古人民出版社 2002

年）は、中国人研究者の立場・観点・方法から神道の文化と思想を探ろうとするもので、神道の思想・

文化に関する総合的な専門史と言える。同書は、神道の起源と歴史上の多くの重要な流派、中国の

儒学や仏教、道教などとの融合の思想的な軌跡を論じた。 

牛建科『復古神道哲学思想研究』（斉魯書社 2003年）は、近世の神道をテーマとした研究の21世

紀最初の著作であり、復古神道思想の代表的な人物の思想伝承の道筋を整理し、復古神道思想
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が、外来思想文化を排斥する偏狭な民族主義的性質を持っており、近代の思想文化に対してマイナ

ス影響をもたらしたと指摘した。王維先『日本垂加神道哲学思想研究』（山東人民出版社 2004年）は、

儒家と融合した神道をテーマとした研究であり、垂加神道は朱子学と神道思想との結合によって、天

皇統治の合理性を間接的に論証したものであると論じた。筆者は垂加神道を「政治哲学」と位置付け

た。蒋春紅『日本近世国学思想——以本居宣長研究為中心』（『日本近世の国学思想――本居宣

長研究を中心に』、学苑出版社 2008年）は、国学形成の社会的な土壌と後世に対する影響を重点と

して分析し、国学思想の基礎となった「中国文化否定論」と「日本文化優越論」の思想とその影響を

それぞれ論じた。劉琳琳『日本江戸時代庶民伊勢信仰研究』（世界知識出版社 2009年）は、天皇が

政治から退いた時代にあっても伊勢信仰は依然として日本社会において重要な地位を占めているが、

これは天照大神崇拝の意識と尊王思想との間に断ち切りがたい関係があるためであり、この関係は武

士政権の動向と日本の近代化の道にも大きな影響を与えたと論じた。これらの研究者らがいずれも、

神道が誤って利用されたことによる深刻な歴史的結果に目を向けていたことがわかる。 

王金林『日本神道研究』（上海辞書出版社 2007年）は、神道と関連する思想文化に対して史学の

角度から理論的研究を加えた通史の性質を持つ著作である。筆者は、神道の発展の筋道を全面的

に整理すると同時に、多くの新たな観点も提出し、学界に多くの啓発を与えた。例えば復古神道が幕

末時期に静態から動態に転じたといった見解は、近代以来の国家神道の理解に明晰な手がかりを与

えるものとなった。王金林『日本天皇制及其精神構造』（『日本天皇制とその精神構造』、天津人民

出版社 2001年）は、天皇制の通史を精神面から研究したもので、多くの優れた見解を備え、日本神

道を深く理解するための重要な参考となる。王守華・王蓉『神道与中日文化交流』（『神道と日中文

化交流』、河北人民出版社 2010年）は、神道の起源から戦後神道に至るまでの変遷を論じたもので、

その内容は、神話世界から神道の祭祀、神道哲学、神道と環境保護など多岐にわたった。結語は、

「歴史を鑑として後事の師とする――靖国神社問題をめぐって」と題されたものだが、「日中両国人民

の世々代々の友好」という期待のこもったものだった。  

上述の著作のほか、神道研究に関しては論文集も3冊あり、そのうち2冊は王宝平が中心となって

編集した『神道与日本文化』（『神道と日本文化』、北京図書館出版社 2003年）と崔世広が中心とな

って編集した『神道与日本文化』（『神道と日本文化』、中国社会科学出版社 2012年）で、もう1冊は

劉岳兵が中心となって編集した『日本的宗教与歴史思想 ——以神道為中心』（『日本の宗教と歴史

思想――神道を中心に』、天津人民出版社 2015年）である。 

神道研究は仏教研究ほど活発な印象はないが、楊曾文の新版『日本仏教史』（人民出版社 2008

年、初版は浙江人民出版社 1995年）は55万字に達する大作の日本仏教通史で、仏教の日本への

伝来から流行、発展の全過程を紹介したものであり、日本民族の仏教の基本的な状況の形成を論述

の重点とし、国内の空白を埋める代表的な作品となった。この書においては近現代の部分が比較的

薄弱であったが、楊増文・張大柘・高洪『日本近現代仏教史』（昆侖出版社 2011年）では、明治・大

正・昭和・戦後の重要な各時期において仏教がもたらした社会的な影響をめぐる研究が十分に展開

され、「廃仏毀釈」や仏教と政治文化との関係などの重大な問題も扱われた。両著作は、中国の日本

仏教史研究の基礎を固めるものとなった。張大柘『宗教体制与日本的近現代化』（『宗教体制と日

本の近現代化』、宗教文化出版社 2006年）は、日本の敗戦の前後という二つの異なる時期の政治的

背景の下での日本の宗教体制の形成と実施の状況を考察したもので、神道と仏教、各新興宗教を

重点とし、日本の宗教の特徴とその未来の発展の動向を解明したもので、日本の宗教体制について

の中国における先駆的な研究となった。 
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七、マイナス影響と戦略文化の研究 

日中関係が冷え込む中、中国の日本文化研究にも静かな変化が起こっている。これまでに紹介し

た著述の中からもその傾向はうかがうことができる。研究者らはこれまで通り、日本文化における合理

的な内容を研究し、それを参考にしようとする一方で、日本文化におけるマイナス影響の研究も強化

した。このような正負の効果をバランスよく考える態度こそ、健全な研究態度と言えるだろう。また中国

的日本文化研究が1980年から始まったと考えれば、21世紀初めにはすでに20年余りが経過しており、

さらに現在は「而立」（30年）から「不惑」（40年）の年へと移行しようとしている。このような変化は、中国

の日本文化研究が長年にわたる蓄積を経て達した成熟段階に合致したものと言えるだろう。このような

総合的な条件の下、一部の研究者は、「歴史を鏡とする、過去を振り返って未来を知る」という態度で、

史実に基づき、学術に立脚し、現実に目を据えた一連の研究書を執筆し、現在の日本の国家戦略

への日本文化のマイナス効果に対してさまざまな角度からの立体的な研究を展開した。 

昆侖出版社は2005年、次の一連の著作を出版した。王向遠の（a）『日本対中国的文化侵略：学

者、文化人的侵華戦争』（『中国に対する日本の文化侵略：学者と文化人の中国侵略戦争』、（b）

『“筆部隊”和侵華戦争：対日本侵華文学的研究与批判』（『“筆部隊”と中国侵略戦争：日本の中

国侵略文学の研究と批判』）、（c）『日本右翼言論批判：“皇国史観”与免罪情節的病理剖析』（『日

本右翼言論批判：“皇国史観”と免罪コンプレックスの病理解剖』）の3冊、斉紅深『日本対華教育侵

略：対日本侵華教育的研究与批判』（『日本の対中教育侵略：日本の中国侵略教育の研究と批判』

である。王向遠の（a）著は、時間的な順序を追って多くの日本の文人の中国侵略計画と中国侵略理

論を論じ、中国侵略戦争期における中国での奴隷化教育と宗教侵略の史実を整理・分析したもので

ある。（b）著は、中国侵略期における日本の多くの文学者とその中国侵略文学に立ち入った研究と

批判を試みたもので、国内外で最初の体系的かつ要点をついた日本の中国侵略文学に関する研究

著作となった。（c）著は、「大東亜戦争肯定論」「自由主義史観」「南京大虐殺抹殺論」などのさまざ

まな日本の民間右翼の思想言論を整理・分析し、彼らによる中国侵略の歴史の美化や否定戦争責

任の回避、中国を敵視する史観に立ち入った分析と批判を加えたものである。斉紅深の著作は、前

半では、清朝末期から中華民国初期にかけて始まり、敗戦まで続いた、日本の中国に対する教育侵

略と「皇民化」政策の推進の過程を整理し、後半では、「体験者の口述の実録」をその裏付けとして

掲げている。これらの著作は新たな研究分野を切り開き、日本の右翼の言動に学術的に応えるものと

なった。 

閻徳学『武士之路：日本戦略文化及軍事走向』（『武士の道：日本の戦略文化と軍事の行方』、

人民出版社 2006年）は、「日本人の霊魂につながる天皇制」「異化された武士道精神」「強権を求め

る機会主義」などの日本の戦略文化の基本的な構成要素をそれぞれ論証し、日本の政治・軍事の行

方の認識に新たな道を切り開いた。筆者は一方で、平和主義は今後しばらくの間、日本社会で安定

した役割を発揮し続けるだろうと分析している。楽観的な同書と対照をなす周興旺『日本人凭什幺』

（『日本人は何を拠り所としているか』、世界知識出版社 2006年）は、日本文化の精粋を虚心に学習

することを主張すると同時に、「大和魂――日本の民族団結力の分析」「武士の道――日本の民族

性格の分析」「叢林哲学――日本人のアジア政策分析」などの各章のタイトルからは筆者の憂慮がに

じみ出ている。筆者は、中国の平和的な発展に対して日本人が取る道が両国の未来の運命を決める

ことになることを憂慮し、同書が覚醒を促す役割を果たすことを望んだ。上述の閻徳学の著作が日本

戦略文化の歴史篇であったとすれば、李建民『日本戦略文化与“普通国家化”問題研究』（『日本の

戦略文化と“普通の国化”問題の研究』、人民出版社 2015年）はより現実に注目したものと考えられる。

筆者は、日本の戦略文化は、集団主義や実用主義、危機感、強者との連合、変わりやすさなどの多

くの文化意から構成されていると論じ、「普通の国」の戦略文化の要素には、実力主義や現実主義、
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不安の心理など日本人の伝統意識が含まれていると指摘した。筆者は、国家の戦略レベルの研究に

文化問題を引き込み、新たな研究分野を切り開いた学術的な力作と言える。 

2015年 3月 16日から4月 29日まで、『新民晩報』は、「日本はなぜなかなか謝罪できないか」を標題と

して、29人の中国人研究者が各自の文化的な視野から書いた33本の分析記事を掲載し、「日本右

翼が罪を認めるのはなぜ難しいか」に対して総合的な解答を出した。その後、これらの文章は、王衛新

と胡令遠が中心となって編集した『日本謝罪為什幺這様難』（『日本の謝罪はなぜこうも難しいか』、

華東師範大学出版社 2015年）にまとめられた。同書は、「日本の歴史責任認識の障害」「日本の皇

国史観と天皇制」「日本の自他認識と海外拡張」「日本の政治的伝統と文化的伝統」「日本の文明

観と戦争観」「日本の集団主義と民衆の責任」」「日本の歴史教育と教科書」の7つの部分に分けられ、

書名の問題に対するさまざまな角度からの学術的な立ち入った解析が行われた。 

 

結語 

総体的に言って、20世紀の最後の20年は、日本文化研究の蓄積期と言える。21世紀には爆発期

に入った。この2つの時期には、いくつかの変化の趨勢が見られた。研究目的から言えば、日本の受

動的な理解から日本の全面的で客観的への研究が中国における研究の特色の変化となった。日本

文化に対する価値判断から言えば、一面的な憧憬や称賛から全面的で客観的な考察・探求・反省

への変化を経た。日本を反省の材料として考える学界における関連研究を振り返っても、研究者らに

よる日本文化の認識の客観性に影響が与えられることはなく、一方的な称賛の声が矯正されただけだ

った。研究対象を総合的・客観的に評価するには、理性的な学術研究が必要となるためである。これ

は中国の日本文化研究が理性と成熟の方向へと進んでいることを示す変化と言える。 

存在する課題としては第一に、研究成果が多く発表されているものの、あまりにも多くの研究のテー

マと観点が重複しており、表面的な論述も多い。第二に、各研究分野の進展が不均衡である。例えば

宗教に関する研究では、神道研究の成果は豊富だが、仏教研究は明らかに弱く、真の道教研究はま

だ始まってさえいない。第三に、国際学術交流について言えば、日本の学界との交流は頻繁で多くの

利益が上がっているが、欧米の研究者との交流はほとんど展開されていない。これらの欠陥の原因は

たくさんあるが、学界研究の分散状態はその重要な原因の一つと言えるだろう。現在までに、中国に

はまだ、実質的で全国的な日本文化研究学術団体がなく、日本哲学思想研究会などの個別の学会

が比較的活発であるのを除けば、その他の分野は多くが各自がそれぞれ勝手に活動している状況で、

親密な接触を備えた学術交流が不足している。このほか『現代日本経済』にあたるような日本文化研

究の専門誌もない。上述の弱みを克服し、今後の研究をより合理的で体系的、大規模なものとするに

は、全国的な専門の学会と学術誌を作ることが、解決の待たれる問題と言える。 
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1-7 中国における日本語教育について 

王健宜   梁  金  

中国における日本語教育は近代、特に改革開放後の中国に重要な意義をもたらしたといえる。 

「改革開放後、中国の日本語研究者たちは、質の高い翻訳で日本の文学や映画を紹介し、中国

人に初めて日本語への扉を開いた。それは、世界の最先端を目指し邁進する『さま』を知るきっかけと

もなり、思想解放運動にも拍車がかかっていった。改革が進んでいくと、日本は中国の研究者たちが

率先して選ぶ留学先の一つとなり、日本独特の文化を目の当たりにしたことで、日本の言語、文学、

芸術など多くの分野で見識を深めることとなった。彼らを通して真の日本の姿が大衆に伝えられ、文学

や芸術に関する研究は日中双方の人々にとって、互いを理解する架け橋となったのである」（日本文

学研究者  王暁平著『南開日本研究 2010』、世界知識出版社）。そして、こうした背景をベースに、

1949年以降、新しい中国において日本語教育制度は確立され、現在に至ることとなる。 

 

一、沿革 

中国における日本語教育の普及はおおよそ3つの段階に分けることができる。 

第一期は1949年から1972年。1949年に中華人民共和国が建国されると、ようやくその普及が始ま

った。この時期、日本語専門学科を開設する大学は全国でわずかしか存在せず、その開設の時期も

異なっている。北京大学（1949）、吉林大学（1953）、対外経済貿易大学（1953）、北京外国語大学

（1956）、上海外国語大学（1960）、遼寧大学（1964）、黒竜江大学（1964）などが次々と開設したが、

日本語教育の普及はなかなか進まなかった。しかし、1972年、日中間の国交が正常化したことにより、

その様子は一転する。 

第二期は1972年から1999年。20世紀 70年代、日本の経済発展に伴い、日中間の国交も正常化、

日中平和友好条約の締結に加え、中国の改革開放政策が積極的に後押ししたこともあり、両国の経

済文化交流が日に日に盛んになった。各分野で日本語を使える人材の需要が増し、その要請に応え

るかのように、多くの大学では次々と日本語の専門課程が開設され、高校が開設するケースも散見さ

れるようになった。その結果、ロシア語一辺倒だった50年代、さらには英語が外国語教育の中核とされ

ていた60年代の形勢は様変わりし、80年代になると、中国における日本語研究者の数は外国語全体

の第 2位を占めるまでになった。この趨勢は改革開放後、30年間は衰えることはなかった。90年代末に

は、中国の経済の急速な発展に伴い、政治、経済、文化など各分野における政府と民間の交流がさ

らに盛んになったため、大学の英才教育も大衆教育へと変化していき、日本語の専門課程が急速に

開設された。正確な統計ではないが、1999年に国内で日本語専門課程を開設した大学の数は150余

りと言われている（『中国の社会変革から発展した大学の日本語専門教育』南開大学出版社 2015．

第 53頁を参照）。 

第三期は2000年から2015年。この時期、中国の日本語教育は、「専門課程は2倍に増え、学校運

営はこれまでに例がないほど学生数が爆発的に増加する」という局面を迎えることになる。その要因と

しては、日系企業が中国での投資規模を拡大し、多くの就職機会を提供したこと、中国の大学が学

生の募集枠を拡大したことで、多くの若者が高等教育を受けられるようになったことが挙げられ、これら

が複合して日本語教育は発展した。2011年、全国の大学 1,108校のうち、日本語専門課程を開設し

ている大学は466校に達し、外国語専門課程の開設数では英語に次いで第 2位、さらに全国の大学
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で開設されているすべての専門課程の中で、日本語専門課程の人気は第 12位であった。（表 1、表 2

を参照、出典：『中国日本語教育概要 1』高等教育出版社  2011、第 46～47頁）。 

 

表 1 外国語専門課程を有する大学の外国語別順位  

 

表 2 大学の全専門課程における科目別順位  

 

同じくこの時期、各種の日本語教育専門機関が次々と出現したため、日本語学習に高い志を抱く

学生と日本語愛好者には様々な学習機会を提供することができるようになった。しかしながら、2012年

にはこうした現象がピークに達したものの、2013年以降、下降傾向が目立つようになった。大学の日本

語専門課程を希望する学生が減少したため、いくつかの大学では募集人数を減らし、日本語専門課

程の一時閉鎖や完全閉鎖もみられるようになった。この変化の背景には複雑な要因が存在している。

順位 外国語専門課程 大学の件数（校）

英語

日本語

ロシア語

朝鮮語

フランス語

ドイツ語

スペイン語

アラビア語

タイ語

ベトナム語

*注： 教育部が学生を募集する際の専門課程一覧及び中国大学生情報ネットワーク発表の
2011年6月の情報に基づく。全国には4年制の大学が1108校あり、そのうち第一種大学と第二
種大学は合計792、独立学院（第三種大学）は316存在する。日本語専門課程を開設する4年
制大学は466校、外国語専門課程の中の第2位である。

順位 各専門課程 大学の件数（校）

英語

コンピュータ科学と技術

設計技術

市場マーケティング

法律

電子情報プログラム

経営管理

中国語文学

会計学

情報学とコンピュータ科学

*注： 教育部が学生を募集する際の専門課程一覧及び中国大学生情報ネットワーク発表の
2011年6月の情報に基づく。全国には4年制の大学が1108校あり、そのうち第一種大学と第二
種大学は合計792、独立学院（第三種大学）は316存在する。日本語専門課程を開設する4年
制大学は466校、全専門課程の第12位である。

数学

日本語
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外部環境の要因に触れる前に、日本語専門課程そのものが抱える深刻な問題を明確にする。多くの

大学では継続的に事業運営することを深く考えず、長年にわたり、日本語課程の学生数を増やしたり、

当該専門課程を増設するなど、何の疑いもなく規模を拡大してきた。このため、教育の質が維持でき

ないだけでなく、市場が希望する人材や人数と大きくかい離する事態を引き起こした。こうした潜在的

な要因に外部環境による要因も加わり、2013年以降、大きな転換点を迎えることとなったのである。 

これら三段階のプロセスを通して、『大学外国語専門教育の発展に関する報告（1978～2008）』で

は以下のように述べられている：新中国が成立してからの中国における外国語教育は、20世紀 50年

代には基本的にロシア語が独占し、50年代後期には英語が台頭、70年代後期になると英語が絶対

優勢を占めるようになった。そして建国後、大学における日本語専門教育は、少数の大学から徐々に

広がっていった。もっとも早く日本語専門課程を開設したのは北京大学、北京外語外貿学院及び軍

事大学などであり、60年代初頭には、上海外国語大学など14の大学でも日本語専門課程が開設さ

れた。70年代になると、日本の経済発展に伴い、日中国交が正常化（1972）、日中和平友好条約

（1978）も締結され、中国の改革開放により、日本語専門教育は急速に発展していった。80年代にな

ると、成人高等教育を含めて、中国で外国語を学習する人口における日本語の学習者の割合は第 2

位となった。また、この形勢は改革開放後 30年余りも続いており、現在もその傾向に変わりはない。英

語の専門課程と比較して、日本語専門課程を開設している大学の数はわずか3分の1であるが、人材

の需要という観点から考えると、改革開放後、日本語に精通する人材は常時需要があったため、日本

語専門課程を卒業した学生は、英語の専門課程を卒業した学生に比べ就職しやすい状況にあった

（『大学外国語専門教育の発展に関する報告（1978～2008）』上海外国語教育出版社  2008）。 

第三期とは最近の15年間にあたり、中国における日本語専門課程に変化が生じた時期でもある。

この変化をどのように考えるかに関して、中国日本語教学研究会会長の修剛教授は『日本語学習と

研究』2011第 4期において以下のように分析している：1999年以降、中国の大学が相次いで設立され

たこともあり、日本語専門教育は急速な発展段階に入ったといえる。特に最近の10年間を見ると、日

本語専門課程を開設した大学、または新設した大学の数は200余りにのぼり、特に江蘇、浙江、山東、

広東などに集中している。募集人数は独立学院の方が多く、ある独立学院では学生募集の数を母体

学校の5倍に増やしている。このほかにも、教育部が発表した四年制大学の専門課程一覧や開設す

る大学の資料によると、日本語専門課程を開設している大学は2010年には466か所に達しており、そ

れは数学専門課程の次に位置し、すべての専門課程の12番目にあたる。 

2011年、教育部が発表した学生募集の資格を有する大学のリストによると、その数は四年制大学

が820（民間運営を含む）か所、認可済みの独立学院が311か所、合計 1,131か所であり、日本語専

門課程を開設している大学はそのうちの41.2%を占めている。専門課程一覧によると、現在の外国語

専門課程の開設数トップ 10は、英語 （935か所）、日本語 （466か所）、ロシア語 （118か所 ）、朝鮮語

（102か所）、フランス語（92か所）、ドイツ語（86か所）、スペイン語（32か所）、タイ語（14か所）、ベトナム

語（14か所）と続く。外国語の専門課程において、日本語は英語の900余りには及ばないが、100余り

しか開設されていない、ロシア語、朝鮮語、100に満たないフランス語、ドイツ語よりははるかに多いとい

える。（中略）日本語専門課程は既に「小言語」ではなく、名実共に「大言語」、「大専門」となっている

といえるだろう。（『日本語学習と研究』2011、4） 
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二、現状 

これまで述べてきたように、中国における日本語教育の発展の歴史は70年近くに及んでおり、世界

の日本語教育分野においても多大な影響力があったといえる。1974年以降、日本の国際交流基金

により全世界 203の国や地域への調査活動が実施されており、3年に1度『日本語教育機関調査』を

発表している。 

その目的は世界における日本語教育の現状を正確に把握することにあるが、日本政府に関連する

プランを提言する上で貴重な資料ともなっている。同時に日本語教育界にとっては、世界に目を向け

るとともに、自身を見つめ直す非常に重要な資料となっている。この報告は現在に至るまでの継続的

で詳細な内容でまとめられており、中国における日本語教育の全体を分析する上でも役立っている。

以下は、当該報告をベースに、各大学における日本語教育の実態を統合し、学校、学生、教師、課

程、地域、企業、試験、留学など多角的な視点で考察し、中国の日本語教育の現状を分析したもの

である。 

（一）学校の数  

国際交流基金の1979～2012年の統計結果からわかるように、1979～2012年にかけ、全世界の日

本語を教育する各種教育機関は1,145か所から16,046か所へと増加した（約 14倍の増加）。特に20

世紀 90年代初頭には、1990年の3,917か所から急激に増加し、1993年には6,800か所にのぼってい

る。増加率は73.6%である。そして、東アジアと東南アジアで日本語教育機関の数は世界の62.9 %を

占めている。 

 

 

（出典 ：国際交流基金 による海外日本 語教育機関 の調 査報 告 ） 

図 2-1-1 1 

                                                   
1 国際交流基金ネットワーク

http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/9222601/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/d l/survey_2012/2012_
s_excerpt_j.pdf  
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図 2-1-2 2 

2014年の国際交流基金による13エリアの136の国と地域（128の国と8地域）を対象にした日本語教

育の調査によると、2012年には日本語の各種教育機関の数は16,046か所に達しており、2009年の

14,925か所と比較すると7.5%も増加している。 

中国を例に挙げると、2012年の国際交流基金による調査では、中国の日本語の各種教育機関数

は1,800か所であり、1,708か所の2009年と比べると5.4%の増加であった。そして、1998～2009年の日

本語教育機関別の分布状況をみると、大学における日本語教育が重要な位置を占めていることがわ

かる（下図を参照）。 

 

図 2-1-3 3（筆者作成） 

表 2-1-1 4 日本語教育機関別件数（筆者まとめ） 

                                                   
2 国際交流基金、『2012 年度日本語教育機関調査』

http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/9222601/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/d l/survey_2012/2012_
s_excerpt_j.pdf  
3 図表筆者作成。参考データ：国際交流基金公式サイト、国際交流基金 1998～2009『中国の日本語教育機関調査』報告

http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/9222601/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/country/2013/http :/ /warp .da.
ndl .go.jp /info:ndljp/p id /9222601/www.jpf.go.jp /j /japanese/survey/country/2013/  
4 同上。  
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（出典 ：国際交流基金 による2012年度 『中国における日 本語 教育機関調査 』）  

図 2-1-4 5 

1998年の国際交流基金による調査では、24万人の日本語学習者のうち、80%以上が中高等教育

機関から日本語の教育を受けており、2003年になると、学習者の人数は39万人増加し、その70%以上

が中高等教育機関から教育を受けていることがわかる。  

1998～2000年の大連市教育学院による調査によると、小学生に日本語教育を実施している機関

は大連市に集中しており、その生徒数は1万人に達している。さらに2006年、日本語教育を実施する

小学校は遼寧省と黒竜江省に集中し、黒竜江省を例に挙げると、その学校数は約 21か所、生徒数

は 3,000人に達している。特に注目に値するのは、その中に含まれる多 くの朝鮮族小学校である。

2001年の秋学期から正式に小学校で外国語教育が実施されるようになり、全国の大多数の学校で

英語教育が導入されたが、遼寧省と黒竜江省のいくつかの学校では依然として日本語教育を実施し

ている。 

中学・高校の段階で日本語教育を受けている学生数は全体の半分を占めており、これらの教育機

関はおおよそ二つにわけることができる。一つは第一外国語として普通課程で日本語を学習している

学生（東三省及び内モンゴル自治区に集中している）、もう一つは専門的に日本語教育を受けている

学生である。2000年の調査では、日本語を学ぶ学生が日本の大学に進学するために、第二外国語と

して日本語を学習するケースも報告されている。 

大学教育の段階では、日本語の専門課程以外に、日本語を専門としていない学生のための第一

外国語、第二外国語の日本語課程が開設されている。このほかにも、1998年には日本語専門の修士

課程を開設している大学が17か所、日本語専門の博士課程を開設している大学が4か所ある。2000

年にはそれぞれ20か所と4か所、2003年には50か所と4か所、2006年には101か所と12か所というように

大幅な増加傾向を示している。さらに2009年には、全国に日本語言語文学関連の修士課程と博士

課程が開設され、それぞれ100か所と50か所を超えるようになった。しかし、2012年になると、日本語の

研究及び日本文学の修士課程は90か所、博士課程は20か所とそれぞれ減少したのである。 

学校教育以外にも、2012年までに様々な形態の日本語教育機関が開設された。こうした学校の目

的は仕事で必要となる資格の取得や日本の大学に進学することである。 

総括すると、1998～2012年では、2003年に入り日本語教育機関数が下降に転じたものの、全体的

には安定した増加傾向にあり、その増加率は64.0%であった。その内訳をみると、小・中学の割合が大

                                                   
5 国際交流基金公式サイト『2012 年度中国日本語教育機関の調査』結果

http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/8560889/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/country/2013/china.html 



1-7 中国における日本語教育について 

 107 

幅に低下している一方で、大学教育の占める割合が年々増大していることがわかる。このほか、学校

教育以外の民間教育機関の割合も近年大幅に増加している。 

（二）学生数  

国際交流基金により1979～2012年の33年間にわたり実施された10回の調査によると、この期間で

全世界の日本語の各種教育機関は1,145か所から16,046か所に増加し、約 14倍に達した。日本語

専門の教師の数は44,097名から603,805名に増加し15.6倍、日本語を学習する者は13万人弱から

400万人近くまで増え、約 31.3倍に増加した。日本語学習者の増加は顕著であり、具体的な数を図

2-2-1に示す。 

 

（出典 ：国際交流基金 による海外の日本語教 育機関調 査 ） 

図 2-2-1 6 

 

20世紀 90年代初頭、日本語の各種教育機関は急激に増加（1990年の3,917か所から1993年に

は6,800か所に増加、増加率は73.6%）し、日本語の学習者数も約 98万人から、160万人超に達した。

1979年から2009年の30年間で、全世界で日本語を学習している人の数は127,167名から3,985,609

名に増え、30倍以上の伸びを示した。2012年の調査によると、東アジアと東南アジアの合計でその学

習者数は世界の82.5%を占め、中でも中国は韓国を上回り、全世界の学習者の26.3%を占める世界

第 1位の国である。以下、インドネシア（21.9%）、韓国（21.2%）と続く。 

  

                                                   
6 国際交流基金公式サイト

http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/9222601/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/d l/survey_2012/2012_
s_excerpt_j.pdf  
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1979～2012年  中国における日本語学習者数の推移  

図  2-2-2 

図 2-2-3 7（筆者作成） 

図からわかるように、1979～2012年にかけ、中国における日本語の学習者数は継続して増加傾向

にある。30年余りの期間でその数は約 80倍となり、今後も増え続けると思われる。教育過程別にみる

学習者数の割合は図 2-2-4を参照。 

 

図 2-2-4 8（筆者作成） 

                                                   
7 図表は筆者作成。参考：国際交流基金公式サイト、国際交流基金 1998～2012『中国日本語学習者数調査』。※1984 年

の日本語学習者数には香港とマカオも含まれている

http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/9222601/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/  
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図 2-2-4から分かるように、1998年の調査では、小中高等の過程で日本語教育を受ける学習者が

最も多く全体（約 24万）の80%以上を占めている。中でも、小学校で日本語を学習している人数が、そ

の後の数年と比較しても大きな割合を占めていることがわかる。学校教育以外で日本語を学ぶ人の数

は、例えばラジオやテレビ番組を通して学習するなど独学で学ぶ人の数を把握することは難しいが、相

当な数であることが予測できる。 

20世紀に入ると、大学教育機関で日本語を学習する人の数は日に日に増加していき、2003年に

は全体の半分以上を占めるようになった。ここ30年余りでその人数は6倍以上となり、増加傾向はまだ

続いている。これは中国の大学における40年以上にわたる日本語専門教育の歴史が大きな影響をも

たらしたといえる。四年制の大学生が博士課程へと進み自主的な教育形態が実現することで、系統だ

った日本語専門課程が確立され、その結果、日本語言語文学及びそれに関係する研究は、世界の

日本語教育研究分野においてもトップクラスとみなされるようになったのである。 

一方で、小 ・中学過程での生徒数は徐々に減っており、1998年の47%から2012年には9%にまで減

少した。その要因としては、2001年秋季から全国の小学校で外国語教育が実施されるようになり、大

部分の小学校で英語教育が選択されたことが挙げられる。そうした中、遼寧省と黒竜江省の一部の

小学校では、日本語教育を試験的に続けている。 

学校教育以外の日本語学習者数は、1998年には学習者全体の14%を占めるに過ぎなかった。しか

し、20世紀後半に入ると大幅に増加し、安定して25%くらいを維持するようになったため、その動向を軽

視できなくなっている。前述の通り、ラジオやテレビ番組で学習する独学者もおり、その人数を把握す

ることは難しいが、全世界の趨勢と日本文化の影響を考えると、学習者の人数は相当多いということが

想像できる。 

 

 

（三）教師の数（学生と教師の比率） 

1979年から2012年までの30年にわたり、国際交流基金は世界の日本語教育の現状を把握するた

め10回の日本語教育機関に関する調査を実施している。その長期にわたる調査の結果、当該期間

中に、日本語の専門教師の数が4,097名から603,805名に（約 15.6倍）に増加したことがわかった。

2009年と比較すると、2012年は13,968名増加し、増加率は28.0%になる。具体的な人数は図 2-3-1

を参照。世界の様々な地域を見てみると、2012年には、東アジア及び東南アジアの日本語教師の割

合が世界の75.3%を占めていることがわかる。具体的な割合を図 2-3-2に示す。 

                                                                                                                                                                         
8 図表筆者作成。データ参考：国際交流基金公式サイト。詳細なアドレス：  
http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/9222601/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/country/1999/china.html 
http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/9222601/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/country/2004/china.html 
http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/8560889/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/country/2006/china.html 
http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/8560889/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/country/2010/china.html 
http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/8560889/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/country/2013/china.html 
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図 2-3-1 9 

 

図 2-3-2 10 

 

中国を例に挙げる。2009年、国際交流基金が発表した『世界日本語教育機関調査』によると、中

国の日本語専門教師の数は世界第一位である。2012年には、2009年当時と比較し7.3%増加してお

り、依然として世界第一位を保っている。それだけではなく、これまで述べてきたように、学校の数と学

生の数も世界第一位なのである。言い換えると、国際交流基金の調査によれば、世界の日本語教育

の発展規模とそのレベルの最重要指標は中国であり、中国の日本語教育が世界の中で重要な立場

を占めていることが容易に理解できる。注目に値するのは、教師の人数と学習者の人数が特に高く、

こうした特徴が世界の日本語教育全体の増加状況とは大きく異なっている点である。例えば、この時

期、全世界の日本語専門教師の数は28.1%ほど増加しているが、中国では7.3%の増加にとどまって

                                                   
9 国際交流基金公式サイト

http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/9222601/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/d l/survey_2012/2012_
s_excerpt_j.pdf  
10 国際交流基金『2012 年度日本語教育機関調査』

http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/9222601/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/d l/survey_2012/2012_
s_excerpt_j.pdf  
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いる。一方で、世界の日本語学習者数の増加は10%に達していないのに対し、中国の増加率は約

30%である。90年代以降の日本語教師数の推移をみると、ここ30年で15.6倍の増加を示しており、さら

に日本語の各種教育機関の数も14.0倍、日本語学習者の人数は31.3倍である。具体的な数値は

図 2-3-3を参照。 

 

図 2-3-3 11（筆者作成） 

上の図表からわかるように、小・中学過程では日本語教師の数は約 1300名を維持しており安定し

ているが、全体的には減少傾向にある。これとは反対に、近年の大学教育過程における教師の数は、

他の教育課程を常にリードしており、2006年には激増、この傾向は今もなお続いている。この現象と前

述で記した学校数及び学生数の増加とは相関関係にあると言えるだろう。このほか、学校教育機関

以外の教師の数も2006年に急激に増えており一定の数を維持している。 

全体的には、日本語専門教師の数は年々増加しているということになる。2009年、中国の日本語

専門教師は15,613名であり、全世界の31.3%を占め、世界第一位となった。その後 2012年には、専

門教師の数は16,752名となり、1,139名増加、全世界の26.3%を占めたことで、同様に世界第一位と

なった。しかし、昨今、人数の増加傾向は落ち着いており、全世界に占める割合は5%まで下降してい

る。  

同時に、ここ数年の日本語教師と学生の数を比較してみた。2006年の日本語教師と学生の比率

は1:67.2で構成されている。2009年は1:73.3であり、学生の数が大幅に高くなっていることが分かる。

すなわち、日本語教師と学生数の比率から、中国の日本語教育全体の状況は教師不足の可能性が

非常に高いといえる。 

                                                   
11 図表筆者作成。データ参考：国際交流基金公式サイト。詳細なアドレス：  
http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/8560889/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/d l/1990gaiyou.pdf 
http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/8560889/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/d l/gaiyou.pdf  
http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/8560889/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/d l/2003gaiyou.pdf 
http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/8560889/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/d l/2006-3.pdf 
http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/9222601/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/d l/survey_2009/2009-0
5.pdf  
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このほか、2009年には日本語を母語とする教師が中国の日本語教師の中で15.9%の比率を占めて

いる。この比率は同年の世界同一指標の平均比率 28.2%よりも明らかに低い。欧米各国では70%を超

えているため、さらにその傾向が顕著である。 

具体的なデータは表 2-3-4を参照。 

表 2-3-4 12 

（四）教学大綱   

「大綱 」とは『高等大学日本語専門教学大綱』（以下 『大綱 』とする）を指しており「基礎コース」と

「上級コース」の2部に分けられる。20世紀 80年代から21世紀初頭にかけ、中国における日本語教育

は40年間の試行錯誤と経験を積み重ねてきた。この当時の努力により、時代に合致した基本的な大

綱がまとめられ、中国の日本語教育における重要な道しるべとなっている。1986年 11月、国家教育部

の指導により、全国大学外国語専門教材編集審査委員会日本語チーム（以下「日本語チーム」とす

る）が洛陽で会議を開催した。この席上、「基礎コース大綱策定チーム」が編成され、基本的な『大綱』

の編集方針が確立されたことで、実力テストなどが実施されるようになった。1986年 6月、「日本語チー

ム」は北京で第 2回会議を開催し、調査データの研究と分析を行い、それをもとに『大綱 』の起草に着

手した。1989年、『高等大学日本語専門基礎コース教学大綱』が定稿され、1990年 6月に大学教育

出版社より出版された。全 29万文字である。10年後の1999年には、「日本語チーム」は『大綱』の全面

的な改訂を決定し、その作業を2年間で完成させた。2001年 11月には改訂版の『大綱』が大連理工

大学出版社から出版されている。 

上級コース『大綱 』の策定作業は20世紀 90年代より始まった。教育部は『21世紀に向けての外国

語専門教育改革に関する意見』の中で、大学の概念の変化に照らし合わせ、科目体系や教材、教

師チームの設立、学習方法の改革などを明確にすることで、新世紀に向けた外国語専門課程におけ

                                                   
12 国際交流基金公式サイト『2009 年度日本語教育機関調査』

http: //warp.da.ndl.go .jp/ info:ndljp /p id/9222601/www.jpf .go.jp/j /japanese/survey/result/d l/survey_2009/2009-0
5.pdf  

 2009 年各国・地域の日本語母語教師の割合  
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る人材育成という目標を打ち出している。1996年、「日本語チーム」は上級コース『大綱 』の起草に着

手し、その年に作業を完成させた。2000年 3月には大連理工大学出版社より出版され、全 32万文字

であった。 

『大綱』とは中国の日本語教育において国家の意志を反映した指導書であり、中国の日本語教育

が新しい時代に突入した証しであるとともに、各大学にとっては日本語専門課程を通し人材育成の目

標となるものである。『大綱』では、課程の設置、教材の選択、教師への指導、試験の精査、適切な評

価などの分野に関し基本規範と詳細な指標を提示していることから、日本語専門課程を健全に発展

させるための導入、指導、推進に役立つとされる。特に21世紀には、中国の大学における専門人材の

育成方法に新たな指針が出されたため、日本語教育と学習する学生には大きな影響をもたらしたと言

える。こうした背景のもと、教育部は大学に対し、文系の学生には「基礎、広い視野、高い質」を掲げ、

しっかりとした言語の基礎を培い、知識を広げ、一定の専門知識を習得し、応用能力を強化し、素養

がある人材を育成するように要求している。これは中国の日本語専門教育分野における基本理念とな

っている。そして、『大綱』を改訂し、適時公布したことで、この基本理念が各大学で実施される日本語

教育における基本指針として定着するようになった。 

また、各大学では『21世紀に向けての外国語専門教育改革に関する意見』に基づき、一貫した教

育が実現したため、日本語教育分野における教学改革の証しにもなったといえる。 

2部の「大綱」には顕著な特徴がある。まず『大綱』は「社会文化を理解し受容する能力を育成する」

ことを提唱している。これは日本語教育事業に対する認識と概念が進歩したことを表しており、目標の

策定と実行にも関係している。この提唱は、日本語専門課程の教学目標であり、以前から存在する教

学内容をベースに「社会文化」という一項を加え、教学の基本となるコミュニケーション能力、言語運

用能力、文化理解能力についてその関係性を詳しく述べている。言語知識の習得と言語基本能力

の育成が常に外国語専門教育における主導的な位置を占めているが、この新しい理念が示されたこ

とにより、日本語教学の基本的な指針に明確な新たな目標が追加され、「文化を超えたコミュニケーシ

ョン能力を持つ日本語人材の育成」という最終目標が担保されている。 

『大綱』のもう一つの特徴として、科学性、規範性、応用性が挙げられる。『大綱』には語法、語彙、

文型、専門用語、教学方法など課程についての明確な規定が示されたため、主要課程が顕在化し、

必修課程も各大学に基本的に設置されるようになった。また、全国の各大学に対しては、教材、教学

方法、教育品質の評価、効果の検証など各方面に対する思慮深い研究と着実な改革が要求される

ようになった。採用する語法演習についても検討すべき重要な課題があるため、以下の明確なルール

が定められている：(1)語法演習は日本語教師のために採用するべきである。また、いくつかの新しい

演習システムは従来からのシステムを十分にカバーすることはできず、新たな弱点や欠点が出現するこ

とになる。大多数の教師が賛同する状況でなければ、今のところ新しいシステムを採用することはでき

ない。(2)大綱で採用しているシステムは相対的に安定性がある。いくつかの新しいシステムは先進的

な研究に対応できるが、安定性には欠けるため、成熟するのを待ってから採用すべきである。(3)日本

語語法演習システムの学術問題に関する討議や話し合いは歓迎されており、真摯な研究が発展を促

すことになる。 

こうしてルールが明確に示されたことで、教学大綱と学術研究の境界が整理されるだけでなく、中国

の教育部の要求に基づく日本語専門課程の「国家標準」及び複合的に策定された『大綱』は新たな

指針として一歩進んだ段階に達しており、中国の日本語教育に新しい活力を注いでいくものと確信で

きる。  
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（五）品質評価  

中国の日本語教育は学生の専門能力と大学の教学レベルの質の評価をテスト（試験 ）という方法

で実施している。テストの形式と内容は3つの段階にわけることができる。 

第一期、20世紀 80年代以前のテストの方法は筆記試験に口頭試験を加えたものであった。この試

験方法は学生の知識レベルを把握することはできるが、学生の言語反応能力、特に発生言語の反応

能力を正確に把握することができない。当時の筆記試験は学生の語彙、文字、語法などの基礎知識

及び翻訳能力を主に調べるものであり、口頭試験は学生の口頭表現能力を主に調べるものであっ

た。 

第二期、改革開放以降は、外国語教育界は海外の筆記試験を導入し、客観的な選択問題が中

心となるものであった。同時にリスニング試験を増やし、同様の選択解答方式を採用していた。回答の

読み取りは基本的に機械が自動で行うものであり、広い範囲に普及していった。この方法を採用する

ことにより、評価の客観性と公正さを担保できるようになった。しかし、試験を受ける学生数が激増した

ことでこの試験方法を継続することが難しくなるという重要な問題が生じた。第一期の試験方法と比較

すると、この試験は発生言語の反応能力に対する評価は高まっているが、口頭表現能力と書き取り

能力の把握には弱いと言える。往々にして完全なものはないともいえるが、この試験方法には大きな差

が生じると言われており、このような試験の成績のみで、大学全体の教育教学レベルを客観的に評価

するのは難しい。 

第三期では、これまでの過程をベースにして、1994年、教育部大学外国語教学指導委員会が日

本語チームにまず全国規模の統一試験を実施するよう指導を行った。これにより、全国の各大学にお

ける日本語専門課程の現状を把握することができるため、全国統一日本語専門テストの実施（日本

語 4級、8級試験は「日本語専門 4、専門 8」と呼ばれている）が正式に決まったのである。2000年には、

教育部の認可を受け、全国日本語専門 4、8級試験が行われた。試験の目的は大学で実施する『大

学の日本語専門基礎コース教学大綱』と『大学の日本語専門上級コース教学大綱』の教学レベルを

評価することである。当該試験は2つの大綱を基にして制定されたものであり、2002年から毎年 6月と12

月に全国の大学の日本語専門課程 2年生と4年生を対象とし専門 4、8級レベル試験が実施されてい

る。日本語専門 4、専門 8試験は、試験を受ける全ての学生が、各項目で基本的な知識から実際の

問題を解決できるかどうかという点を目標にしており、単項能力だけでなく、総合能力を試す試験とな

っている。同時に、試験を通して各大学の教学の質に対する評価も実施することができるため、大学

間の交流や合同学習を促進する結果にもなり、全国の各大学は2つの教学大綱を重視し、より平準

化された質の高い教育の実現を志し、日本語を専門とする人材の育成に励んでいる。 

当該試験のために受験勉強を受けることを避け、試験のために試験を受けることがないようにするた

め、この試験による大学の順位は公表されず、学生の学位に影響することはない。 

以前から、国内の大学で自主的に実施されてきた学科試験及び国際交流基金が実施する日本

語能力試験と比較すると、日本語専門 4、専門 8試験には以下の特長があるといえる。(1)当該試験

は教育部大学外国語教学指導委員会日本語委員会の専門 4、専門 8級試験題目委員会がその実

施と問題作成の責任を担っている。（2）当該試験は統一規格試験であり、試験には聞く（リスニング能

力）、読む（読解能力）、書く（作文能力）、訳す（翻訳能力）の4項目の技能が含まれている。話す（口

語表現と通訳能力）の試験は技術的な要因により現在はその試験項目に含まれていない。条件が整

えば試験項目に加えられるだろう。（3）聞 く、読むの2項目の試験には多肢選択問題形式が採用され

ており、書く、訳すの2項目には作文解答形式が採用されているため、その信頼性と高い効果が得ら

れるテストとして保証されている。（4）題目委員会は当該試験の結果に対する追跡研究を続け、2003

年からは試験項目の分析を行っている。2004年には全面的に試験内容の改訂を行い、2005年には
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試験の全項目の分析と作文項目の分析を実施、膨大で貴重なデータと多くの問題点を発見すること

ができている。 

日本語 4、8級の試験は全国で2002年から実施されており、既に15年が経過している。日語専門課

程を開設している各大学と関係者の努力、及び社会各方面からの支持、協力により、既に軌道に乗

っていると考えることができる。時間を重ね、より良いものへと改訂を繰り返し行ってきたため、現在の中

国における日本語教育分野では権威と信頼性を兼ねそろえた試験となっている。 

（六）育成方法  

中国における日本語を専門とする人材の育成は、主に正規の大学教育によって完成する。様々な

大学で学生を育成しているため、統一された日本語専門の人材育成方法は存在しないが、知識レベ

ルと能力レベルの組み合わせから以下の数種類に分けることができる。しかし、全てが当てはまるわけ

ではない。 

1.日本語専門型。日本語を専門とし、日本語言語と文化を通して専門的な学習と教育を受けるこ

とで、日本語と文学への理解を深める育成法である。中国の日本語専門教育の基本は日本語

言語文学から徐々に発展してきたものであり、この形式による人材の育成には歴史と経験の蓄積

がある。全国の総合大学と多数の外国語専門課程大学では、基本的にこの方法で人材を育成

しており、言語と文学を中心とする専門課程を開設している。 

2.複合専門型。ある専門科目と日本語を融合して一つの複合専門を形成する方法である。この形

式での人材育成では専門的な基礎知識、基礎理論、基本技能が必要とされる。同時にしっかり

とした日本語の基礎と一定レベルの日本語運用能力が求められる。一部の外国語の大学、外

貿経済の大学、司法大学、理工大学における日本語専門課程ではこの種の人材育成方式が

採用されている。日本語課程以外にも国際貿易、会計、金融、法律、マスコミ、対外漢語教学、

情報技術、企業マネージメント、国際政治などの専門課程を開設している。 

3.二重外国語型。日本語と英語（または他の言語）2種類の外国語を学ぶことを目標として人材を

育成していく方法である。この種の方法で育成される人材は2つの学位を取得することができる。

通常は日本語を第一言語とするため、日本語専門 8級レベルに達する必要がある。第二言語は

一般的に英語であり、英語の専門大学を卒業するレベルに達することが求められる。目下、日本

語を専門に学ぶ学生は小学生、中学生、高校生の段階で英語を6年以上学習しているため、

一定の英語基礎は有しているといえる。そのためこの種の人材育成方式では成功をおさめる可

能性が高い。 

4.専門方向型。日本語専門課程を基礎として、いくつかの応用可能な専門課程を加える方法であ

り、本人の才能をさらに高めることができる人材育成法である。例えば、しっかりとした基本の上に、

渉外秘書・書記、貿易経済翻訳、高等通訳、ビジネス交渉の過程を学ぶことができる。この種の

人材育成方法は一般的に海外経済貿易に関係する大学、理工系や教師を育てる大学で採用

されている。 

5.メインサポート型。この種の形式は日本語専門課程において優秀な成績をおさめ、余力のある学

生のために増設された補習専門課程である。補習の系列課程に合格すると補習証書を取得す

ることができる。メインの専門課程を補い、学生の知識領域を拡大させ、複合的能力を持つ人材

育成を強化する狙いがあり総合的な実力を身につけることができる。一般的な補習の専門課程

には企業マネージメント、公共関係、広告、保険、旅行マネージメントなどがある。 
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これらの育成方法はいくつかの単独大学や共同大学でも採用されている。どの方法を選択したとし

ても複合型、応用型、外交事務型の人材を育成するように組まれており、日本語教学が社会との緊

密な関係を保てるようになっている。そして人々の願いや希望を反映し、経済社会の最先端に立ち、

時宜にかなった改革開放を実行し、国際経済と新世紀の社会発展の需要に応えていくことこそが、

各大学の日本語専門課程の最終目標であるといえる。 

（七）大学の種類   

正確な統計ではないが、現在の中国には日本語専門課程を有する四年制大学が466か所あり、お

およそ以下の4種類に分類することができる。 

1.外国語大学。「外国語学院」または「外国語大学」と称される大学は基本的にこの類に属する。こ

の種の大学における日本語の人材育成は翻訳能力と専門課程による言語を基本とした教育課

程を中心に据えており、聞く、話す、読む、書く、訳すの五大基本能力を習得するためのカリキュ

ラムが組まれている。このため、こうした大学の日本語専門課程の卒業生は、日本語言語能力と

実務能力が高く極めて優秀であるが、一方で知識領域が狭く感情が豊かでないともいえる。 

2.総合大学。「地名＋大学」で称されている大学は基本的にこの種類に属する。例えば、「北京大

学」、「南開大学」、「復旦大学」などがある。この種の大学の日本語の人材育成は、広く様々な

ことを知るカリキュラムとなっており、世界を理解することを重視しており、文化交流能力と素養が

高く広い知識を身につけた人材が育成できる。総合大学における日本語人材育成の特長を四

つ挙げる。 

第一として、文系の広い知識を習得する教育を提唱しており、外国語を学ぶための基礎を重要

視する。第二として、素養の訓練と蓄積を重視しており、学生の思考能力を育成する。第三とし

て、科学研究を取り上げ、問題の解決方法の発見と問題の研究能力を育成する。第四として、

文系と理系双方を重視し、補習課程を設けている。双方の学位は国内外で取得できるため、複

合型の人材を育成する条件にかなっている。 

3.師範大学。「師範学院」「師範大学」と称される大学は基本的にこの種に属する。師範大学の教

育理念と教学方法は総合大学と似ているが、基本能力がより強調されており、素養の訓練と蓄

積を重要視している。必修課程の言語基礎に力が注がれており、選択できる課程の開設範囲と

種類も多種多様となっている。その中で、教育学、教育心理学などの課程は師範大学特有の課

程であり、当該大学において日本語教師を育成していくことが考慮に入れられている。しかし、卒

業生の未来は完全に市場の選択にかかっているため、この分野における成果は大きいとは言い

難い。 

4.理工大学。「理工大学」、「理工学院」と称されている大学の日本語専門課程は実用性と科学知

識の統合を重要視している。理工大学の日本語専門課程の多くは一般的な日本語教育から始

まっており、徐々に発展を遂げてきた。その育成目標は“適用型人材┉複合型人材┉専門型人

材┉研究人材”を育成することであり、発展を続けている。理工大学の日本語教育は他の言語と

同様、ネットワーク、遠隔講義などコンピューターの補助による言語教学と科学研究分野を習得

することで、独自の優位性を保ち、多くの分野で積極的な研究を行ってきたといえる。 
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（八）教材と辞典    

改革開放以降、中国の日本語教育は急激に発展し、日本語教材と日本語の辞書も相次いで発

表され、中国の日本語教育事業の支えとなってきた。教材と課程が密接な関係を保ち、お互いがサポ

ートする形で広い範囲に普及したといえる。辞書は大・中・小と整っており、内容も豊富である。各大学

は教材を自主的に選択することができ、自身の学校特性と学生の状況と担当教師の意見に基づき、

課程の研究室の認可を受けた後、採用することができる。20世紀 80年代には、教育部外国語教材編

集審査委員会が日本語教材の作成において、積極的に主導権を発揮してきた。当時、教材の編集

審査委員会を経て大学教材を編集していた出版社は上海訳文出版社であり、全国の各大学に推奨

され使用されてきた。90年代の後半になると、改革開放に伴い、各大学で教材を自主編集するように

なったため、出版社も徐々に市場に目を向け積極的に優秀な教材を出版するようになっていった。こ

のため、中国の日本語教材の編集と出版事業は新たな局面に突入したと言える。以下に今まで各大

学が選定してきた教材と辞書の一覧を記す。（作者、書名、出版社、出版時期の4項目を付記） 

精読類  

北京大学編   日本語の基礎   商務印書館   1987 

兪彭年編   日本語   上海訳文出版社   1987 

周平、陳小芬編   新編日本語   上海外語教育出版社   1995 

孫宗光編纂   新編基礎日本語   上海訳文出版社   1996 

顧根編   精読日本語   上海訳文出版社   1987 

譚晶華総合編集   日本語総合教程   上海外語教育出版社   2008 

王健宜編集  初級精読日本語   南開大学出版社   2010 

王健宜編   中級精読日本語   南開大学出版社   2010 

王健宜編   高等精読日本語   南開大学出版社   2008 

呉侃編   高等日本語   上海外語教育出版社   2005 

語法類  

皮細庚編纂   新編日本語語法教程   上海外語教学出版社   1987 

王宏編纂   日本語常用表現方法   上海外語教学出版社   1994 

梁伝宝編集翻訳   現代日本語語法   上海外語教学出版社   1995 

胡振平編   新編日本語語法   香港通信社   ？ 

劉和民編   例解日本語語法   大連理工大学出版社   1997 

曹大峰編   現代日本語高等語法教程   山東大学出版社   1999 

語彙学類  

沈宇澄編   現代日本語の語彙学   上海外語教育出版社   1998 

孫満緒編   日本語の語彙分析   上海外語教育出版社   1991 

呉侃著   日本語語彙研究   上海外語教育出版社   1999 

鎮燕生編纂   日本語語彙学   旅行教育出版社   2003 

胡振平著   日本語複合語句   北京外語教学与研究出版社   1998 

劉耀武編   現代日本語語彙教程   上海訳文出版社   1993 
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リスニング会話類  

修剛等編   日本語ニュースリスニング教程   南開大学出版社   1992 

李進守等編   日本語会話   上海訳文出版社   1980 

呉雲珠編   新編日本語リスニング   上海外語教育出版社   2006 

許慈惠編   新編日本語会話   上海外語教育出版社   1998 

文学類  

王長新著   日本文学史   外語教学与研究出版社   1982 

譚晶華編   日本近代文学史   上海外語教育出版社   2010 

鎮德文編   日本現代文学史   南京大学出版社   1991 

宿久高著   日本中世文学史   吉林大学出版社   1992 

肖霞著   日本文学史   山東大学出版社   2008 

高文漢編   日本古典文学史   上海外語教育出版社   2007 

劉振瀛等編   日本近現代文学読解と観賞   商務印書館   1993 

宿久高編   日本文学文選   吉林大学出版社   1994 

王述坤編   日本近現代文学文選   遼寧出版社   1999 

周平編   日本文学作品文選   上海外語教育出版社   2001 

劉偉等編   日本古典文学名篇観賞分析   香港現代知識出版社   2001 

孫樹林編   日本近現代文学   大連理工大学出版社   2010 

王健宜等編   日本古典文学   上海外語教育出版社   2002 

田鳴編著   日本現代文学   南開大学出版社   2010 

王之英編著   日本近代文学   南開大学出版社   2006 

劉偉等編著   日本古典文学   南開大学出版社   2006 

翻訳類  

王健宜などによる編集著作   高等日本語通訳   南開大学出版社   2006 

羅興典編集   簡単明瞭な日中翻訳教程   上海訳文出版社   1985 

陳岩編集   新編日中翻訳教程   大連理工大学出版社   2000 

周明編集   日中翻訳教程   上海外語教育出版社   1984 

高宁編集   日中相互訳教程   南開大学出版社   2006 

陳岩編集   実用中日経済翻訳教程   北京大学出版社   1996 

梁伝宝などによる編集   新編日中翻訳教程   上海外語教育出版社   2000 

譚晶華編集   日本語通訳実務   北京外文出版社   2005 

譚晶華編集   日本語翻訳総合能力   北京外文出版社   2005 

その他の種類  

孫宗明編纂   日本文化史   上海外語教学出版社   1991 

韓立紅編集   日本文化概論   南開大学出版社   2008 

汪玉林編集   日本文化十五の説明   人民中国雑誌社   1996 

譚晶華総編集   新世紀大学の日本語専門四年制系列教材   上海外語教育出版社   2010 
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辞書類  

陳涛編集   日中大辞典   機械工業出版社   1991 

宋文軍編集   現代日中大辞典   商務印書館   1993 

尚永清編集   新駐日辞典   商務印書館   1991 

陳岩編集   中日最新中国語辞典   大連出版社   2009 

講談社編集   日中大辞典   上海訳文出版社   2002 

商務印書館編集   日本語外来語新辞典   商務印書館   1973 

簡佩芝などによる編集   日本の外来語小辞典   大連理工大学出版社   2013 

蔡文治などによる編集   世界第名ハンドブック  対外経済貿易大学出版社   2012 

史群などによる編集   日本姓名辞典   商務印書館   1979 

商務印書館編集   日本語中国語の読み方ハンドブック  商務印書館   1973 

機械工業出版社編集   日中機電工程辞典   機械工業出版社   2004 

張救卿編集   日本語同意義語分析解析   上海訳文出版社   1991 

郭華江編集   新日中擬声擬態語辞典   上海訳文出版社   2012 

呂元明編集   日本文学辞典   上海訳文出版社   1989 

楊屈人編集   日本語口語辞典   世界図書出版会社   1997 

（九）人材レベル   

中国の日本語に精通する人材（各級各種言語教育機関で実施している非学歴教育は含まない）

は、学位規格に基づき、以下の4つのレベルに分けることができる。 

1.大学生と高等職業訓練学生。大学で専門課程を選択している学生と高等職業学院の学生を

指す。改革開放後、各大学は大学専門課程に一般的に2年から3年をかけ学習を行う日本語

専門課程を設けた。1999年以降になると教育部の指示に基づき、大学や高等職業技術学院、

簡略して“高職”が設立され、大学と高職に日本語の専門課程が開設された。ここでは一般的に

応用型の日本語専門人材の育成を目的としており、日本語を基礎とした旅行、書記、秘書、ビ

ジネス、税務などの専門分野が開設されている。 

2.大本生。四年制大学で専門課程で学んでいる大学生を指し、基本的には4年間学習する。この

レベルの学生が中国における日本語専門育成の中心的な存在にあたる。主な専門課程として

は、日本語言語文学、日中翻訳、国際ビジネス、法律、経済、貿易、科学技術などが挙げられ

る。普通大学以外の独立学院、職業教育教師養成ネットワークなどでも大本生を募集している。

成人教育機関の募集に応じ部分的に専門課程を受ける四年制大学の学生を略し“専門編入

生”と呼んでいる。大本生とは普通専門課程の学生のことを言い、日本語を専門とする学生がそ

の中心を占める。（“学生の人数を参照”） 

3.修士研究生。修士課程が置かれている大学では、修士研究生を育成する。学習期間は2年、2

年半、3年に分けられている。専門課程の多くは日本語言語学、日本文学、日中翻訳、日本文

化、日本経済社会学などであり、大学の卒業生が入学することになっている。近年は教育部の

指導のもと、いくつかの大学においては2年間の日本語翻訳専門修士課程が開設されており、

応用型翻訳専門人材の育成が行われている。最近、募集人数は拡大している。（“学生の人数”

を参照） 
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4.博士研究生。博士課程が置かれている大学では博士研究生を育成する。柔軟なカリキュラムが

組まれており、一般的に3年から6年である。専門課程は日本語言語学、日本文学、日本文化、

日本社会、日中翻訳、日本語教育学などの分野が開設されており、学生は修士課程の卒業生

に加え、いまだ博士号を取得していない大学教師もかなりの数を占めている。博士研究生は日

本語専門の人材としては最高レベルに位置し、高等専門人材に属す。近年、博士号取得者は

増加傾向にあるが、募集人数は依然として少ない。博士課程を卒業すると一般的に大学の日

本語専門教師となるため、中国の日本語教師チームの根幹をなしている。 

日本語専門人材の特長として次に示す技能が挙げられる。①正確で洗練された日本語の発音、

語彙、語法、対話表現を使用できる。②日本語の口語と書面語、普通語と謙譲語を使い分け、適切

なコミュニケーションがとれる。③日本語の総合力と文体修辞技法による表現が可能である。④整った

日本語、母語、書面語による総合的な情報処理能力を持つ。⑤日本文学、言語、文化に関する豊

富な知識を有する。 

（十）国際交流  

外国語学科は国際交流の分野でコミュニケーション上の優位性が発揮できるため、数多くの大学

の外国語学科において国際交流が他の学科よりも活発である。日本語学科も例外ではない。改革以

降、中国の日本語教育における国際交流は日増しに盛んになっている。主な実績を下記に挙げる。 

1.日本語学科の大学生には留学する様々なルートがあるため、留学の機会が大幅に増加している。

また多岐にわたる留学活動が行えるため、留学生の数は増加の一途をたどっており、留学生のレ

ベルや大学も多様化している。 

2.中国では、海外の学者が参加する日本語関連の国際学術研究討論会の開催数が年々増えて

おり、発表される研究論文の質も高くなっている。2011年には天津外国語大学で、中国で開催

された日本語国際研究討論会では過去最大規模となる第十期世界日本語教育研究大会が

開催され、中国の国際化が絶えず進んでいることが証明された。この大会のテーマは、“文化を

超えて話し合う日本語教育研究”であり、日本を含む世界 26の国や地域の2,000名あまりの学者

が参加したため、世界の日本語教育研究大会の参加人数の歴史を塗り替えたとさえ言われてい

る。この会議期間中に発表された研究論文は1,100余りとなり、中国及び世界各国にとって実り

多い成果が展示されたのである。 

3.学術研究の分野では、中国の多くの大学と、日本、韓国、ロシア、香港、台湾などの教育機関と

の間で日本語教育分野における研究が密接に行われているため、教師の訪問学習も活発に行

われている。 

4.日本政府は1980年から連続して5年間、10億円の資金を投資し、中国の日本教育事業に携わ

る600名近い教師を育成してきた。これは“太平班”と呼ばれている。これらの教師の大多数が中

国における日本語教育の中堅として力を発揮しているのである。日本政府による資金と教師の

支援を受けた日本研究センターは、1985年から2008年にかけ、400名近くの教師の研修を行い、

500名あまりの研究生が修士号を取得したのである。  

5.長きにわたり試行錯誤を繰り返した結果、現在では日中両国の複数の大学間で、より深い交流

と協力による育成が展開されている。具体的なものとしては、特別協議契約や日本語専門学生

連合育成（日本語では「共同育成」と呼ぶ）がある。規定の学習を終えた学生が卒業時に取得
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する学位は、学士学位、修士学位、博士学位である。学位を授与する機関は、中国の大学が単

独で授与する場合、日中双方の大学が連合で授与する場合、日中双方の大学が単独で授与

する場合など様々である。 

6.文化交流は今もなお盛んに行われている。毎年、全国の多くの大学が定期的に様々な大会を計

画しており、スピーチ、論文、演劇、弁論、朗唱、通訳などに関する大会や四年制大学の学生と

修士研究生とで行う卒業論文大会などが挙げられる。多くの学生がこうした大会に参加するが、

優秀な学生には短期日本留学の機会が賞として与えられる。これらの活動は、教学活動が活発

になるだけでなく、学生の学習意欲と教師の教学熱意も高めることにつながる。日中双方の文化

の違いで衝突することもあるが、これはお互いの理解が深まっているともいえるだろう。 

世界が絶え間なく変化を続ける中、様々な国際間の交流により、中国の大学における日本語専門

課程の教学は国際的にみても急速に最先端の教学方法、レベル、理念に近づいており、時の変化に

遅れることなく、足跡を残している。そして、日中両国の教授、学生、職員らは、交流を通しお互いの

短所を補い、切磋琢磨しながら教学レベルを引き上げており、お互いの理解を深めている。 

（十一）就職の現状  

大学卒業後の就職へのストレスが増大し、就職環境が日に日に厳しくなっている今日において、他

の専門課程の卒業生と日本語専門課程の卒業生を比較すると、後者の学生のほうが比較的楽観的

であり、就職への見通しも概して明るいといえる。日中両国の政治経済、文化の往来により中国の経

済が急成長したことで、多くの日系企業が次々と中国市場に進出していることがその背景にある。日

本語が使える人材の需要は上昇傾向にあるため、日本語に通じている複合型人材がますます必要と

されている。多くの大学において日本語専門課程を卒業した学生の就職率は、毎年 90%以上を占め

ており、中には100%に達している大学も存在する。 

日本語専門課程の卒業生の就職口は非常に多く、政府機関、事業プロジェクト、企業など多岐に

わたる。具体的には、政府各外交部門（例えば、国家外交部、各省市外交業務、対外貿易経済委

員会、警察、税関、出入国検査など）のほか、教育関係、事業プロジェクト、不動産関連、多国籍企

業、貿易、独資企業、金融証券関連、会計士事務所、国内外弁護士事務所、メディア、広告会社、

旅行会社などである。 

中国の日本語専門教育のレベルの向上と大学間の交流が活発になったことで、一部の卒業生は

卒業後も国内や海外の大学で学習を続けている。一方で、我々は日本語専門課程の卒業生が就職

しやすい傾向にあることに今一度注意を向ける必要があるだろう。日本語に精通した多くの人材が必

要とされてはいるが、そのレベルや知識、資質に対する要求は年々高くなっている。日本語に熟達し、

良好なコミュニケーション能力を備えているだけでなく、日中両国の国民性や人民感情にも精通し、国

際経済の分野で基本知識を習得しており、国際貿易、金融業務に携わることができる能力と技能を

身につけ、外交経済部門、外資企業及び政府機関における各種業務や経営マネージメントに携わる

ことができる人材が求められているのである。そのため、単純に言語を教えるという育成方法を改革し、

社会のニーズに応えることのできる複合型人材を育成していくことこそが、日本語専門課程の今後の

目指す方向性となっている。 
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（十二）企業との関係  

日本貿易振興機構 （JETRO）及び外務省が発表した2015年日本企業海外進出調査によると、

1996年～2015年に中国に進出した日本企業数に変化が生じていることが分かる。図 2-12-1を参照。 

図 2-12-1から分かるように、1996年～2015年に中国に進出した日本企業の数は2倍を超えており、

特に2006、2009年に大きく増加している。その後、2014年～2015年にかけては緩やかな増加となって

おり、勢いが弱まってきている。 

 

 

図 2-12-1 13（筆者作成） 

各地区別に日系企業と大学の専門課程との関係を見てみると、以下のことがわかる。図 2-12-2を

参照。 

図から分かるように、日系企業が存在する地区経済の発展状況と日本語学科教育機関の設立は

相関の関係にある。日本語専門課程を開設する大学の分布と同様、日系企業の分布状況にも地区

ごとに差異があり、沿岸と内陸の差が非常に大きく、大多数は沿岸地区に集中している。中でも特に

上海における日系企業数が全体の34%を占めており、広東、江蘇、北京、天津と続く。この現象の背

景には経済社会の発展状況の差が存在する。すなわち、社会のニーズによって調整がなされ、決定さ

れる部分が大きいということである。社会経済のニーズそのものが、日本語専門教育機関の地区別分

布数に多大な影響を与えており、大学教育そのものの影響力を凌駕している。 

  

                                                   
13 データ参考、日本貿易振興機構（JETRO）及び日本外務省 2015 年度日本企業海外進出調査報告。  
詳細なアドレス：  
http: //cache.yahoofs.jp /search/cache?c=_NxBnN1PKiwJ&p=JST%EF%BC%8F%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7
%B7%8F%E5%90%88%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%
AE%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%B4%B9%E4%BB%8B&u=www.spc .jst .go.jp%2Fevent%2Fsymposium_repor
ts%2Fdownloads%2Fcrc_baba.ppt  
http: //www.mofa.go .jp/mofaj/press /release/press3_000040.html 
http: //www.mofa.go .jp/mofaj/press /release/press4_002235.html 
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図 2-12-2 14（筆者作成） 

（十三）地区別分布  

統計によると、2011年には、全国 30の省と自治区において467か所の大学で日本語専門課程が開

設されている。具体的な分布状況については図 2-13-1を参照。中国 31の省級行政区（ラサ自治区は

除く）では全ての大学に日本語専門課程が開設されている。最もその数が少ないのが新疆ウイグル自

治区であり、最も多いのは江蘇省である。このことから日本語専門教育機関の地区別分布には大きな

差異が生じていることがわかる。これは併せて、リソースの課題も生じさせており、例えば、教師数や教

材などの教育資源、メディアを活用した教育機関のPRなどが挙げられる。 

図 2-13-1 15（筆者作成） 

                                                   
14 データ参考：劉勇『従中国社会変革中走来的大学日語教育』  （南開大学出版社，2015, 44 頁）  
15  データ参考：劉勇『従中国社会変革中走来的大学日語教育』  （南開大学出版社，2015, 42 頁）  
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このほか、沿海地区と内陸地区を比較してみると、日本語専門課程を開設している大学の数に大

きな差があることが分かる。この現象の背景には、経済社会の発展状況の差が関係しており、言い換

えれば、各地の大学で開設している日本語専門課程の数と規模は、各地区の経済発展に応じて決

められているともいえる。すなわち、日本語専門課程を有する大学の地区別分布は、大学教育そのも

のによるものと言うよりは、かなりの部分が社会のニーズに依存し調整と決定が行われているのである。

このことは、社会経済の発展が日本語専門教育機関の地区別分布に与える影響力は、大学教育そ

のものによる影響力を凌駕していることを示している。  

 

三、課題と対策 

長年の努力により、中国の日本語教育事業は大きな発展を遂げ、喜ばしい成果を収めてきた。しか

し、その期間に明らかとなった課題を軽視することはできない。 

（一）教師となる人材の育成  

問題：（1）多 くの大学で競って入学希望者を募ったため、何の疑いもなく日本語専門課程が設立

されてきた。このため教師の指導レベルが低く、高レベル課程を開設することができないほど

である。（2）研究生を育成するにあたり、外国語専門教学の責務は非常に重く複雑である。

大学が学生の募集を拡大したことにより、経験のある教師に多大な負荷がかかり、一方で経

験の少ない教師が、得意ではない責務を担わなければならなくなった。その上、一部の教師、

特に若い教師についていえば、知識と経験が不足しており、学術、科学研究のレベルが低

いといえる。（3）教師育成の方向性を見極めるにはまだ時間が必要であり、競争力のある団

体もまだ存在しない。 

対策：（1）日本語教育指導委員会に対し、何回かに分け日本語専門の四年制教学に対する評価

を行うよう提案する。併せて、教育部に関係する各省教育庁に対し、今後は新たな日本語

専門課程を認可しないよう提案する。（2）育成方法の指導を強化する。（①同一の育成方

法を取り入れている経験豊富な学者らが育成の方向性と学術規範の指導要領を記したマ

ニュアルを共同制作する。②論文、研究会、科学研究中堅訓練コースなどの場で、育成方

法と規範を全国の日本語教育界へ推奨する）若い中堅教師の育成を強化する。 (①各大学

で科学研究者や幹部を育成する場合には、その研究の方向性に基づき、若い中堅教師に

対する教師指導責任制度を確立する。②地域単位で、周辺大学の経験豊富な学者らが講

座を担当し、中堅教師を対象とした育成方法と学術規範の講座を開設した上で、十分に質

疑するチャンスと交流の機会を提供する。③条件が整うのを待って、若い中堅教師の学術

研究討論会を開催し、成果発表と交流の機会を提供し、先輩学者によるサポートと指導を

仰ぐ。） (3)言語、文学、経済文化分野の博士号を持つ教授を参加させ、研究チームを編成

する。 

（二）人材育成と専門課程の設置  

問題：（1）育成方法は極めて不均等であり、大学ごとに文学、文化、言語など、その発展レベルに

は大きな差がある。 (2)経済社会の発展に伴い、日本語を使える人材のニーズも日増しに多

様化している。言語文学を主とした“聞く、話す、読む、書く、訳す”の五項目の基本技能訓

練と育成を目的とした伝統的な育成方法は、多様化する現代社会のニーズとの間に矛盾が
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生じ、本専門課程ではその歪みが特に顕著に表れている。履修単位と教師の人材構成に

限界が生じており、現在、多くの学校では日本語、日本文学、日本社会文化分野のみの専

門課程の開設を余儀なくされているため、学生の習得できる知識は限られており、就職にも

影響が出ている。 

対策：（1）積極的に高いレベルにある指導者を引き入れ、各課程の育成目標に到達できるよう指

導していく。チームを編成し、目指す方向を確立し、学術交流、定期座談会、研究討論会

を積極的に推進する。 (2)履修単位制度を積極的に改革し、タイムリーな課程システム、教

学方式を採用し、改革と調整を推し進める。また、国内の各大学や他の文化系の専門課程

よる十分な調査研究をベースに、日本語専門課程の新たな教学指導書を作成し、人材育

成方法に随時、調整を加えながら新たな方向性を明確に打ち出す。 

（三）教学状況と教学方法  

問題：（1）教学と科学研究施設には改善が必要である。研究室、教室、科学研究用の実験室など

先進的な教学設備、実験設備の不足が学科の発展にブレーキをかける要素となっている。

(2)地域の状況や資金的な制約により、ソフトウェア類の資産、例えば図書、資料データ、国

内外の学術会議に参加する機会、タイムリーに学術情報を得るルートなどが十分に満たされ

ていない。 (3)学生の大部分は0からの学習となるため、現行のカルキュラムで教学を実施しよ

うとすると“技能訓練課程”の時間が保証されず、“学習不足”の問題を生じてしまう。 

対策：（1）大学の資金力を強化し、教学と科学研究のハード設備を改善していく。積極的に各地

区と教育部が公布する様々な制度を活用、申請し、教学資金の原資を開拓していき、最大

限の支援を獲得する。（2）積極的に各ルートを開拓し、大学の図書館の図書数を増やして

いく。毎年大学の収入から一定額を取り分けて国内図書を購入する。積極的に日本の各民

間機構の支援を要請し、日本の各種民間機関からの寄贈書を入手する。 (3)教師と学生に

よる“マルチメディア班 ”を組織し、マルチメディアを駆使した授業、ネットワーク課程、ネットワ

ークデータバンク及びマルチメディアサポートなど教学手段を積極的に開発し、“技能訓練

不足”問題を効果的に解決していく。 

（四）対外交流  

問題：（1）若い教師が科学研究機構を通じ、造詣を深めるために日本へ出向く機会が不足してい

る。教師人材チームの設立による人材育成の効果は様々な制約を受けているのが現状であ

る。  

対策：（1）積極的に大学の各種資源を活用し、教師が日本で学習する機会を可能な限り増やし、

大学教師の実務素養を高めていく。また、積極的に日本との交流と協力を推進し、学生が

日本で学習できる機会を作り出すことで学生の質を高めていく。 

（五）実習と就職  

問題 ：（1）校外実習の拠点が不足しているため、本専門課程の学生の校外実習に対する要求を

満足させることが難しい。 (2)全国の日本語専門課程卒業生の就職実態は全体的に良好で
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あるが、今年はいくつかの大学で就職難が生じた。特に良い条件の仕事を見つけるのが難し

い状況にあるといえる。 

対策：（1）国内外の各種ルートを開拓し、校外実習拠点の設立に力を尽くすことで、学生が満足す

る実習制度を確立する。 (2)校内の文化系における2＋2連合育成方式により、他の文化系、

例えば法学、経済、マネージメントなどと連携して育成を行う。また日本の大学と構築した2.5

＋2の連合育成による学位の取得を継続していく。 

（六）教材と日本語試験  

問題：（1）高レベル課程は、低レベル課程との関連性が高く、内容と題材も合理的で、知識面でも

理想の教材であるといえるが、精度不足が否めない。 (2)一部の大学では応用型人材の育

成に際し試験による育成方法を採用していないため、学生が学習期間に日本語専門 4、8

級試験を受ける準備ができていない。そのため卒業生のレベルが低下している。 

対策：（1）教師による調査研究論証をベースに、できる限り早く本専門課程に適合する実際的な教

材を編集する。課程教学に適合する補助教材を使用し、学生の知識欲を満足させる。 (2)

日本語専門 4、8級の試験を標準化する。専門性を強化し、全国の日本語専門課程に普及

させる。日本語専門 4、8級試験を日本語専門の必須項目とし、卒業の重要な要素になると

発表する。 

（七）知識構成と学校構成  

問題：（1）多 くの日本語専門課程における学生と教師は、他の専門知識との連携が不足している

ため、定期刊行物の論文発表にも影響が表れている。また大学体系の影響により、一部の

教師には中国の国情から離れた個人の見解を主張したり、系統だった学問と標準化という

点で欠点が散見されるケースがある。 

対策：（1）二級学科の日本語と一級学科を母体学科と関連させ強化する。緻密な学術交流制度

を確立し、十分に討議できる機会を提供する。学者間の理解とコミュニケーションを促進する

ことで互いを補完し合い、大学の体系改善を進める。  

（八）師範大学の日本語専門課程が直面する特殊な問題  

問題：（1）2007年から国家の指導の下、無料師範生の募集が開始された。このため一部の大学で

は質が年々低下している。高校ではほとんど日本語専門課程が開設されていないため、卒

業生は将来に不安を抱いており、また今後、修士研究生はビジネス日本語を習得しようとす

る学生のみで構成されると考えられる。課程計画に大規模な調整が必要である。 

対策：（1）日本語専門課程の特徴を十分に発揮するために、社会が必要とする人材に対して科学

調査論証を基礎として、上級部門に日本語専門課程の無料師範生募集計画の取消要求

を提出する。以前の教学と科学研究の優位性を日本語専門課程に復活させる。 
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（九）課題と展望  

十数年の間、中国の日本語教育は発展を続けてきたが、同時に解決しなければならない課題と矛

盾も生じてきた。これまでの経験と規律という観点から中国の日本語専門教育課程の展望を以下に

記す。 

1.単純に言語文学を習得するという専門性から、複合、総合教育への変化を図る際には、各学科

教育との間で均衡を図る必要がある。文化、社会、経済、地域教育、研究を強化すると同時に

伝統的な外国語文学の教育も疎かにしてはならないため、成すべきことは多い。 

2.言語文学の専門的な学科の基礎知識と実用性の関係を重要視する。今後は日本語専門課程

の学生が言語技能を身につけると共に、人文知識や理論的な教学の基礎を強化し、どれもおろ

そかにしないようにする。 

3.大学教育がエリート教育から大衆教育に変化し、多くの大学が次々と学生募集を拡大していく

傾向において、日本語専門教育の質を重視する必要がある。日本語専門 4、8級試験を標準化

し、学生に対する強い要求として打ち出すべきである。  

4.中国の特色を有する日本語の研究、検証、構築を展開し、中国の日本語学者の日本語教育語

法体系に適合させていく。中国語学生に平等な教学を実施し、日本文化を理解させる。 

5.中国の日本語教育研究は他の言語と比較して欠点が多いため、改善が急務である。日本語教

師は研究に対する意識を強化し、科学研究方法を把握する努力を重ねることで、学問に対する

真摯な研究態度が更に価値のある成果を生むと考えられる。 

6.就職に圧力がかかる影響下において、日本語の上級レベルの教学難度も同様に高まっていくと

考えられるため、この問題については長期にわたり注力し、解決していくことが必要である。 

中国の領土は広大であるため、各地における政治、経済の発展は不均等であり、各大学の日本語

専門課程のレベルにも必然的に差が生じる。改革開放後の発展に伴い、中国の日本語専門課程教

育には更に多くのチャンスと挑戦の機会が与えられており、関係する部署は今こそ力を合わせ、積極

的に取り組んでいくことが求められる。関係するみなさん全てが共に努力するなら、中国の日本語専門

教育に輝かしい未来が到来すると私たちは確信している！ 
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1-8 日中歴史問題共同研究について 

歩 平  

日中歴史問題は、現代の日中関係における突出した問題のひとつといえる。特に日中戦争にまつ

わる歴史的記憶は、マスメディアによる報道と多くの世論によって政治的問題とされる傾向が強く、感

情的色彩を帯びた問題となっている。 

国際社会では、歴史論争に対し共同研究を積極的に進めることによって相互理解を深めていくと

いう手法を採用しており、多くのケースにおいて歴史的記憶を共有することに成功している。ヨーロッパ

では、ドイツとフランス、ドイツとポーランドの間で数十年にわたる歴史教科書の共同編纂が行われてお

り、バルカン半島諸国、及びパレスチナとイスラエルの間でも積極的な試みが行われている。 

戦後、特に1980年代以降、日中両国の研究者間で多くの交流や対話が実施され、大きな成果を

挙げている。しかしながら、それらの交流と対話は基本的にそれぞれの立場からそれぞれの主張を伝え

合うだけのものであり、真の意味で「共同研究」と言えるものではなかった。21世紀に入ってからは、日

中両国の研究者は歴史認識における相互理解を深め、真の意味での「共同研究」―すなわち歴史

資料の共有や歴史認識の相違に関する議論等により、相互理解を促進すると同時に、歴史認識を

互いに修正し共同編纂するという成果を挙げている。しかしながら、学術界における積極的な努力や

成果は、両国の政治的側面や国民感情等によってもみ消されてしまうことが往々にしてある。本稿は、

今世紀の日中（韓）の研究者による当分野における取り組みをまとめ、日中戦争から70年が経った今、

両国間における歴史的記憶の共有は可能か、という命題について論じるものである。 

 

一、日中歴史問題が生み出された背景 

「歴史問題」というのは現代人が日中関係について議論する際に避けることのできない問題である。

「歴史問題」と聞くと、多くの人は前世紀に勃発した日中戦争を連想するだろう。しかし、まずは戦争

責任をめぐる歴史問題の具体的な内容、その内包と外延について科学的な分析が必要となる。人々

の言うところの「歴史問題」とは、1945年の終戦時に解決されずに残されたごく一部の問題（戦争賠償、

化学兵器の遺棄、尖閣諸島問題）を除き、当時の戦争の意義を判定するものであり、戦争の罪をい

かに認め反省するかという責任問題のことである。つまり「歴史問題」とは主に「歴史認識の相違の問

題」のことであり、1945年というのは一つの重要な区切りであるともいえる。 

1972年、日中両国は国交正常化を実現した。当時、日中共同声明において、日本側は戦争を通

じて中国国民に重大な損害を与えたことについて「責任を痛感し、深く反省する」と表明した。この「反

省と謝罪」の態度は、それ以後も日中両国の政治文書において、また日本の多くの政治家の発言や

会談、演説の中で幾度も表明されてきた。しかしながら、日本社会ではそれとは反対の態度も常に存

在し、戦後の時間の推移と共にその傾向は徐々に強まり、国家間の関係に影響を与えるまでになって

いる。 

戦後 50周年直前の1993年、当時首相に就任したばかりの細川護煕氏は、かつての戦争を問う記

者からの質問に対し「私は侵略戦争であった、間違った戦争であったと認識している」と表明した。この

発言に日本の右翼と保守勢力が強く反発、日本社会を巻き込む大問題に発展し、細川首相の発言
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を批判する逆流を巻き起こす結果となった。この問題を受け発足した「歴史・検討委員会」は、侵略戦

争を否定する奥野誠亮氏 1らを顧問として迎え、細川首相の発言を激しく非難し日本の国民世論を

扇動した。当委員会は、「細川首相の発言は容認できない。是正と撤回を求める」とした声明を出し、

「東京裁判に毒された歴史観を建て直し、正しい歴史認識を確立する」 2ことを要求した。当委員会

は当時の歴史教科書に矛先を向け、戦後の日本の歴史教育はアメリカの占領政策の影響を受けて

いた点、また「左翼」による誤った教育の実施を理由に、当時の教育方針は「次世代を担う青少年に、

本国の歴史への誇りと日本人として生まれた喜びを与えることができない…さらに、自虐的な歴史認

識を押し付けるものだ。」 3と述べた。さらに当委員会は19名の保守派の学者の歴史問題に関する講

演活動を支援した。その講演の原稿を取りまとめ出版したのが『大東亜戦争の総括』という書籍であり、

歴史問題に関する右翼的思考を色濃く反映した内容となっている。 

1995年、村山富市首相は戦後 50年談話にて、日本の侵略行為にて被害を受けた人々へ謝罪し、

積極的な「アジアとの和解」の姿勢を見せた。 

「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、

植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与

えました。私は、未来に過ち無からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け

止め、ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。また、この

歴史がもたらした内外すべての犠牲者に深い哀悼の念を捧げます。」 

「平和で豊かな日本となった今日、私たちはややもすればこの平和の尊さ、有難さを忘れがちになり

ます。私たちは過去のあやまちを2度と繰り返すことのないよう、戦争の悲惨さを若い世代に語り伝えて

いかなければなりません。とくに近隣諸国の人々と手を携えて、アジア太平洋地域ひいては世界の平

和を確かなものとしていくためには、なによりも、これらの諸国との間に深い理解と信頼にもとづいた関

係を培っていくことが不可欠と考えます。政府は、この考えにもとづき、特に近現代における日本と近

隣アジア諸国との関係にかかわる歴史研究を支援し、各国との交流の飛躍的な拡大をはかるために、

この2つを柱とした平和友好交流事業を展開しております。また、現在取り組んでいる戦後処理問題

についても、わが国とこれらの国々との信頼関係を一層強化するため、私は、引き続き誠実に対応して

まいります。」 4 

村山首相の談話は、日本政府の公式の歴史的見解とされ、以後の内閣にも引き継がれることとな

った。しかし、歴史認識問題における侵略戦争を否定する言論は、多くの政治家の支持を得ており、

政治家が戦争責任に対する反省の意を示そうものなら、たちまち多くの批判や反発を受けるのが現状

である。 

この時期、日本最高裁は家永教科書裁判における最終判決を言い渡した。1996年 6月 28日、日

本文部省は歴史教科書に対する検定結果を公表し、翌年から使用する七つの出版社の中学校社

会科教科書すべてに従軍慰安婦について記載すること、またその内の六つの教科書に南京大虐殺

を記載することを決定した。さらに、23の高校歴史教科書については、すべての教科書に南京大虐殺

及び従軍慰安婦について記載することを決定した。 

  

                                                   
1 奥野誠亮、日本の保守派の政治家。侵略戦争を認め反省する全日本教職員組合に対し、常に対立の姿勢を見せている。

国土庁長官就任期間である 1998 年、靖国神社参拝を主張、また、日中戦争に侵略の意図は無かったと発言し多くの批判を

浴び、辞職を余儀なくされた。しかし、その後も同様の政治的立場を見せている。  
2 歴史・検討委員会編『大東亜戦争の総括』（展転社、1995 年 8 月 ,  443 頁）  
3 歴史・検討委員会編『大東亜戦争の総括』（展転社、1995 年 8 月 ,  3 頁）  
4 竹内実・21 世紀中国総研編『日中国交文献集』（蒼蒼社、2005 年 ,  440-441 頁）  
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教科書の「改善」問題に対し、自民党内の右派議員は「日本の前途と歴史教育を考える若手議員

の会」を結成し、南京大虐殺をいわゆる「でっちあげ」とし、さらに教科書から「従軍慰安婦」に関する

記述を削除すべきだと主張した。その突破口として『新しい歴史教科書』の編集を開始、2001年には

扶桑社版『新しい歴史教科書』が教科書検定に合格したが、日本の侵略の歴史を美化しているとさ

れ、日本の主流学会、及び中国、韓国の学術界から多くの批判を浴びることとなった。同時に各国歴

史学界の学者に、戦争に関する歴史をどのように認識するべきか、という疑問を投げかけることとなっ

た。 

 

二、様々な国の研究者による共同研究――歴史問題解決への試み 

戦争や衝突が起きた国家間には、一般的に歴史認識の相違、ならびに国家間の関係への影響と

いう問題が存在する。例えば、ヨーロッパではヨーロッパ共同体、特にヨーロッパ連合設立にあたり、ヨ

ーロッパ社会全体へ提起されたのは、他でもない「歴史的な和解」という問題である。ドイツ・フランス・

ポーランドの歴史教科書問題への取り組みは、国際間歴史共同研究を早期より実施した典型例であ

る。  

冷戦時のヨーロッパにおいて、ドイツとフランスは同じ陣営にあり、国家利益的にも大きな関わりがあ

ることに加え、両国の政治家は共にヨーロッパという枠組みの中での平和共存に関心を寄せていた。こ

ういった背景により、ドイツ・フランスの歴史教科書問題への協力した取り組みは順調に進展し、両国

が共同で参画した「教科書連合委員会」（joint Textbook Commission）が1951年に召集、また「ド

イ ツ ・ フ ラ ン ス の ヨ ーロ ッ パ 歴 史 論 争 問 題 に関 す る 協 定 」 （ German-French  Agreement on 

Controversial Problems of European History）も同年に締結されている。50年以上にわたる研

究と議論を経て、委員会は2006年に両国共通の高校歴史教科書第 1巻『1945年以後のヨーロッパと

世界』（Europe and the World since 1945） 5を完成させた。2010年までには全 3巻が完成し、両国

の教育現場での積極的な採用を推進している。これは歴史教科書問題への取り組みにおける国際

協力の最高の成果と言える。 6フランスはドイツの侵攻により大きな被害を受けた国の一つだが、「協定」

締結後の教科書は完全とは言えないにしても、教科書問題に関する両国間による大規模論争の再

燃はなく、また歴史問題に関する重大な論争も勃発していない。その主な理由は両国の利益と将来

への目標が一致していることにある。もちろん、ドイツの戦争責任に対する反省とフランスの寛容な態度

が重要であることは言うまでもない。 

ドイツとポーランドの歴史教科書問題への取り組みの始まりは、ドイツ・フランス間よりも遅く、また困

難が伴った。冷戦時代、ドイツとポーランドは異なる陣営にあり、両国の国境問題は長期間解決せず、

ポーランドが同国西部地区のドイツ国籍住民に対し強硬政策を取るなど、様々な要因によりポーランド

とドイツ（旧東西ドイツを含む）間の関係は緊張状態となり、また弱まった。しかしそうした状況下におい

ても、時代の流れと共に相互理解や協力の必要性、またその思いが少しずつ強まっていった。「ドイ

ツ・ポーランド共同教科書委員会」（German-Polish Textbook Commission）は1972年に設立された

が、それ以前にも数人の研究者、教師、宗教関係者が協力関係の形成に尽力しており、教科書共

同委員会設立時には、委員会メンバーの大多数がそれまでの労力や関連協議の内容を認知してい

る状況にあった。この協力関係が大きく進展したのは、ドイツのヴィリー・ブラント首相が「新東方外交」

                                                   
5 Claudia Schneider:  The Japanese History Textbook Issue -  V iewed through the Prism of European 
Experiences and the Current  Situation in East Asia.  
6 C laudia Schneider,The Japanese History Textbook Issue - V iewed through the Pr ism of  European 
Experiences and the Current  Situation in East Asia.この論文を提供してくれた梅笛女士に感謝する。  
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を行い、ワルシャワ条約 (1970年 )を締結した際であった。しかしながら、この協力関係には論争と困難

が伴うことが明白であり、一例として1976年に出版された『ドイツ連邦共和国とポーランド人民共和国

の歴史と地理の教科書に対する勧告』（Recommendations for History and Geography Textbooks 

in the FRG and the People’ s Republic of  Poland）に対する見解には様々なものがある。そ

の後、両国の歴史問題は1989年（東西ドイツ再統一の前後）以降、新たな解決の余地が見出される

こととなった。ドイツ・ポーランド間で国境条約が締結されると教科書共同委員会の環境も徐々に好転

し、最終的に互いの認識の相違を乗り越え、現在では教科書共同編集のひな型が据えられるに至っ

ている。（しかしながら新たな問題にも直面している）。 7 

ヨーロッパの状況と比べ、アジア、特に東アジア地域の日本、中国、韓国における歴史認識の相違

は突出した問題であるといえる。しかし、近年では日中韓の研究者の間でも、国境を超えた歴史認識

の統一を図るための有意義な試み、また努力がなされている。東アジア各国の歴史研究者や教師の

多くは、歴史教育における国際的な取り組みを積極的に行っている。それは新たな歴史教育として、

自国の歴史を世界の歴史の中の一部分とするよう努力する取り組みであり、実際に国際的な視点で

自国の歴史の発展と変化を認識するよう努めている。  

1990年代後半、日本の大学数校が日本、アメリカ、中国（台湾を含む）、韓国の研究者からなる研

究グループを組織し、東アジアの歴史認識の相違に関する問題点を議論し、「東アジアの相互認識と

誤解の表象」という報告書を提出した。 8 

同時期に日本と韓国の教育機関、及び学術団体による共同研究機構が設立された。ソウル市立

大学校・歴史教科書研究会と東京学芸大学・歴史教育研究会が「日韓歴史教科書シンポジウム」を

開催、また両国の歴史学と歴史教育に携わる10の団体により組織された「日韓歴史共同研究委員

会」などがその例である。こうした研究会は日本で90年代半ばから後半に現れた歴史修正主義の思

潮や、編集された「新歴史教科書」の狭あいな民族主義の動向を受け、東アジア各国の歴史認識の

相互理解を目標とした活発な議論を行い、東アジア共生と歴史教科書問題に関する意見書を提出

した 9。また共同研究による基礎的研究成果をそれぞれ発表した。 10 

21世紀に入ると、東アジアの研究者と教師による共同研究に進展が見られ、新たな成果が現れてく

る。  

2001年、東京大学教授・三谷博氏ら日本の研究者と、劉傑氏ら中国の研究者が「日中若手歴史

研究者会議」を開き、歴史問題を背景とした日中両国の社会変動の状況について議論した。日中の

研究者間の視点は確かに異なるが、「研究会メンバーは、双方の視点の出発点と根拠を理解すること

ができ、兄弟であるからこそ極めて異なる視点があることに気付かされた」 11。このように様々な視点の

相違があるにもかかわらず、双方の研究者は温和で理性ある対話を行うことに成功し、今後も双方の

経験と知識を活用し歴史認識に関する日中両国の若い世代の大きな隔たりを埋め合わせる試みを

                                                   
7 H.C.Klaus Zernack, After the  Wende:  The  German-Polish Textbook Project in  Retrospect;  C laudia 
Schneider, The Japanese History Textbook Issue──Viewed through the Pr ism of  European Experiences and 
the Current S ituat ion in  East  Asia.  Professor Zernack  の Georg Eckert Institute for International Textbook 
Research を参照。  
8 山室信一編『日本・中国・朝鮮間の相互認識と誤解の表象  国際シンポジウム 討議集』1998 年；上越国際大学東アジア

研究会編『歴史表象としての東アジア―歴史研究と歴史教育との対話』2002 年；二谷貞夫編『21 世紀の歴史認識と国際理

解―韓国・中国・日本からの提言』2004 年。   
9 歴史学研究会編『歴史教科書をめぐる日韓対話―日韓合同歴史研究シンポジウム』（大月書店、2004 年）   
10 君島和彦『教科書の思想―日本と韓国の近現代史』（すずさわ書店、1996 年）、鄭在貞『韓国と日本―歴史教育の思想』

（すずさわ書店、1998 年）   
11 劉傑、三谷博、楊大慶編『国境を越える歴史認識』（東京大学出版会、2006 年）   
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続けるよう希望すると同時に、現在徐々に違背する両国の若い世代に対し、対話可能な環境作りが

必要不可欠であることを痛感した。研究者らによる研究項目は以下の通りである： 

日中関係史の語り方  

日清戦争後から21ヶ条要求まで 

満州事変前夜から見た日中外交  

「田中上奏文」をめぐる論争  

満州国史の争点  

戦争中の暴力をいかに知るか―南京大虐殺  

汪兆銘と「南京国民政府」―抵抗と協力の間  

日本の歴史教科書の制度と論争構図  

歴史教科書にみる日中の相互認識  

台湾の日本時代をめぐる歴史認識  

戦争賠償問題から戦後補償問題へ 

歴史対話と史料研究  

 

2006年 3月、上記の内容は『国境を越える歴史認識』（中国語版『跨越国境的歴史認識』）として

日本と中国で同時に出版された。 12 

上述の日中若手研究者による共同研究の始まりと同時に、日中韓三国の歴史研究者と歴史教師

が共同の編集委員会を組織し、東アジア史の共同編集の試みが始まった。それらは現在に至るまで

続けられており、二つの段階において得られた成果を出版している。（第三節を参照） 

2007年、日韓の研究者間、教員間で共同研究を重ねた結果として、東京学芸大学教授・君島和

彦氏と各国の研究者は『日韓交流の歴史―先史から現代まで』を共同出版した 13。またそれ以外に

も、広島県の教職員と韓国・大邱（テグ）市の全国教職員労働組合によって組織された日韓共通歴

史教材制作チームより出版された『朝鮮通信使：豊臣秀吉の朝鮮侵略から友好まで』 14、また日韓両

国の婦人団体が共同で設立した歴史教材編集会により出版された『日韓近現代史―ジェンダーの

視点からみる』などがある。 

上述の国境を超えた共同歴史研究と教材編集の努力は、それぞれ表現の形式も共同研究の深さ

も異なるが、国境を越えた歴史認識を持つ、という目標においては共通している。つまり第一に、ヨーロ

ッパ中心主義の影響を受けた世界史の記述を取り除き、アジアに関する記述の比重を高めること。第

二に、本国の歴史と東アジアの歴史の認識問題を解決すること。特に“本国の歴史的枠組みを超え

た東アジア史”を打ち立てる、という問題を考慮することが必要である。この点においては、国境を“越

える”ということが一つの重要な概念であると言える。 

  

                                                   
12 『跨越国境的歴史認識』（『国境を越える歴史認識』中国語版  社会科学文献出版社 ,  2006 年；日本語版  東京大学出

版会 ,  2006 年）  
13 君島和彦等『日韓交流の歴史―先史から現代まで』（明石書店 ,  2007 年）  
14 日韓共通歴史教材制作チーム『朝鮮通信使：豊臣秀吉の朝鮮侵略から友好まで』（明石書店 ,  2005 年、韓国：慧眼出版

社 ,  2005 年）  
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三、共同研究と「東アジア 3 国の近現代史」の編集における努力 

2002年 3月、日中韓三国の民間団体、及び歴史研究者らが中国・南京市で国際学術会議を開い

た。会議では以下の点が提起された。すなわち、過去における日本による侵略戦争と植民地支配は

重大な歴史的教訓であり、二度とあのような戦争を繰り返さぬよう、東アジアの戦争を知らない若い世

代に歴史の真実を伝えていくべきであること、ならびに、以前のような対立関係が続くことのないよう、

東アジアの研究者は共通の歴史認識を確立し、三国の中学・高校生が使う東アジア近現代史の編

纂を共同して行うこと、の2点である。これは扶桑社の『新しい歴史教科書』とは極めて対照的なものと

言える。 

同会議を終えた後、日中韓三国の研究者数十名が共同編纂委員会を組織し、2005年の扶桑社

版歴史教科書採択の再審議の際に、三国共同編集の『未来をひらく歴史―日本・中国・韓国＝共

同編集  東アジア3国の近現代史』を出版することを決定、同時に内容を以下のような構成とすること

を決めた。 

序  章   開港以前の3国  

第一章   開港と近代化  

第二章   日本帝国主義の膨張と中韓両国の抵抗  

第三章   侵略戦争と民衆の被害  

第四章   第二次大戦後の東アジア 

 

上述の各章を三国の研究者がそれぞれ執筆し、初稿について電子メールによる意見交換を行い、

それぞれの原稿の翻訳、推敲、修正をおよそ6～7回繰り返した。また、この間、三国内で11回にわた

る討論会が開催された。初稿の議論においては3ヶ国語による比較が必要であるため、それぞれの原

稿の内容を一字一句違うことなくその他の2ヶ国語に翻訳する必要があり煩雑な作業を強いられること

が予想された。2005年 5月、基本的な歴史認識が一致したところで、『未来をひらく歴史―日本・中

国・韓国＝共同編集  東アジア3国の近現代史』が三国で同時に出版された。 15 

『未来をひらく歴史』は西洋諸国の東アジア侵入から第二次世界大戦後までの日中韓三国の歴史

を主に扱っており、戦後の日本に残された問題についても言及している。例えば靖国神社問題や、戦

争賠償などである。それらの章では各国の研究者が自国の歴史について述べ、また歴史が交差する

章節では、各国の研究者が該当箇所を分担し、共同で執筆している。またこの本には、多くの挿絵が

挿入され、囲み記事では様々な概念（用語）についての説明が掲載されている。さらに記述の根拠と

なる歴史的参考文献も挙げられており、客観的かつ公正な立場で、日中韓三国が近代において経

験した共通の歴史を記録している。 

『未来をひらく歴史』の出版は、日中韓三国で大きな反響を呼んだ。発行部数は予想をはるかに上

回り、歴史書の平均発行部数を大幅に上回ることとなった。各国の発行部数は、中国では13万冊、

日本では6万冊を超え、韓国においても5万冊にまで達している。また三国とも一部の学校にて歴史教

材の補足資料として用いられたが、三国における共通の歴史体験を収めたこの本は、教員間では驚

きと共に肯定的な反応をもって迎えられ、また学生たちにも新たな啓発を与えるものとなった。 

                                                   
15 『東亜三国的近現代史』共同編纂委員会『東亜三国的近現代史』（北京：社会科学文献出版社、2005 年。日本語版『未

来を開く歴史―日本・中国・韓国＝共同編集  東アジア 3 国の近現代史』）  
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しかし、同時に批判の声も上がった。主に下記の点が批判の対象となった。すなわち、自国の研究

者が自国の歴史について書き上げていることが明確であり、国境を超えた共通の歴史認識を確立す

るという点において十分とは言えない点、内容が戦争の歴史に偏り過ぎており、社会全体における変

遷に対する観察と分析が欠けている点の2点である。  

このような批判を受け、三国の研究者は東アジアの近現代史へのより深い研究、ならびに重要な歴

史問題に対する記述に関し「東アジアからの視点を追求」する必要があることを改めて認識し、2006年

より再び『新しい東アジアの近現代史』の編集を行うことを決定した。上述の批判へ応じるべく、新書は

上下巻の2巻構成とし、上巻では主に国際関係の変動という視点から東アジアの近現代史を紐解き、

下巻では八つのテーマから日中韓三国の人々の生活と交流を観察し記述している。目次は以下の通

りである。 

新しい東アジアの近現代史（上） 

国際関係の変動で読む  未来をひらく歴史  

1章  西洋による衝撃と東アジア伝統秩序の動揺  

2章  日清戦争と東アジア伝統秩序の解体  

3章  日露戦争と列強の覇権争奪  

4章  第 1次世界大戦とワシントン体制  

5章  日本の侵略戦争と東アジア 

6章  戦後世界冷戦体制の形成と東アジアの影響  

7章  東アジアにおける冷戦体制の変容  

8章  冷戦体制崩壊後の東アジア 

 

新しい東アジアの近現代史（下） 

テーマで読む人と交流  未来をひらく歴史  

1章  憲法――国の仕組みと民衆  

2章  東アジアの都市化――上海・横浜・釜山  

3章  鉄道――近代化と植民地支配、民衆生活  

4章  移民と留学――人の移動と交流  

5章  家族とジェンダー――男女の関係・親子の関係  

6章  学校教育――国民づくり 

7章  メディア――つくられる大衆意識と感情  

8章  戦争と民衆――体験と記憶  

9章  過去を克服し未来へ向かう 

 

『新しい東アジアの近現代史』の編集に際し、三国の研究者は歴史認識の視点を自国からアジア

に移すことを原則とした。特に下巻では、自国の状況だけでなく他国の状況についても記述する必要

があったこと、さらには東アジアという広い視点での観察と分析が必要不可欠となったため、この新書

の編集は第 1版よりも多くの困難を伴うものとなった。特に自国の視点から問題を観察し分析すること
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に慣れていた研究者らにとって、他国への理解をより一層深め、それを執筆に反映させるという要求は

並大抵の努力で達成できるものではなく、困難を極めるものとなった。そのため、新書の編集は予定さ

れていた3年を大幅に上回り、6年もの歳月を要することとなった。2012年、『新しい東アジアの近現代

史』は三国で同時に出版された。 16 

『新しい東アジアの近現代史』は6年もの歳月をかけて比較検討が繰り返され、30回以上にわたる

会議が開かれたが、実際には印刷直前まで執筆者が満足せず修正が行われた。今回出版された新

書は、相対的に言えば学術的側面がより強く出ているため、発行部数は2005年版よりも少ない。しか

し、これらの問題に注目している研究者にとっては、参考資料として大きな価値があるものであり、さら

に以前の執筆作業と比較しても、各国の研究者間の交流と相互理解を大きく深めるものとなった。 

 

四、日中両国政府が主導する歴史問題に関する対話 

上述の通り、日中（韓 ）の研究者間で歴史問題の共同研究が行われている背景のもと、歴史問題

に関する対話と共同研究に政府も注目し始め、具体的な日程に関する協議もなされた。日本と韓国

は、2002年に政府主導の歴史問題に関する共同研究を開始、2006年には日中でも政府主導の共

同研究が始まった。日中政府間で歴史問題に関する対話が始まったのは、「氷河期」に陥っていた両

国の関係を打開したいと双方が望んだからである。 

日韓両国政府は比較的早い2002年に研究者を組織して歴史共同研究を開始した。日中間の重

大な歴史問題に関する研究は、それよりもやや遅れて開始された。その原因として、21世紀に入って

から当時の日本の首相・小泉純一郎氏が6年連続で靖国神社を参拝し、中国国民の感情を刺激し

たことが挙げられる。小泉元首相は毎年参拝後に「村山談話」の遵守を表明したが、両国の関係は急

速に冷え込んでいった。特に2005年、小泉氏が非常に敏感な日である8月 15日に靖国神社を参拝し

たことで、日中関係は「氷河期」へと突入した。こうした状況は、近代の日中戦争とそれに伴う歴史認

識問題の結果であり、両国の関係発展に重要な影響を与える要因であることは明らかである。 

2006年 10月、首相に就任したばかりの安倍晋三氏は、二つの談話、すなわち、日本の植民地支配

と侵略戦争を認めた1995年の「村山談話」、並びに「慰安婦」の強行性を認めた1993年の「河野談話」

の考えを継承する意向を明らかにし、中国に対し和解を求めるメッセージを発信した。続いて、安倍首

相は膠着状態にある日中関係を打開すべく中国を訪問した。就任後ほどなくして実現したその訪中

は「砕氷の旅」と呼ばれた。その間の協議において、安倍首相と中国首脳陣は「年内に日中学術界で

共同歴史研究を開始する」ことを決定したのである。  

2006年 11月、日中指導者間における合意に基づき、ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）第 18回閣

僚会議に参加していた中国外交部長・李肇星氏は16日、日本の麻生太郎外務大臣と会見し、日中

両国で歴史問題に関する共同研究を進めること、すなわちそれぞれ10名ずつの研究者で委員会を組

織し、「古代 ・中近世史」と「近現代史」の二つのグループを設け、日中両国において交互に共同研

究会議を行うことで意見を一致させた。両国政府はそれぞれ中国社会科学院近代史研究所と日本

国際問題研究所に具体的実施を委託し、年内に最初の会議を開催、日中平和友好条約締結 30周

年にあたる2008年に研究成果の発表を目指すことを決定した。 

両国の外交トップが日中歴史共同研究について合意した枠組み協定に基づき、中国社会科学院

近代史研究所と日本国際問題研究所はそれぞれ事務局を設立し計画を始めた。さらに両国はそれ

                                                   
16 日中韓 3 国共通歴史教材委員会『超越国境的東亜近現代史』（北京：社会科学文献出版社、2013 年。日本語版『新し

い東アジアの近現代史』）   
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ぞれ10名の研究者を選抜し、共同研究委員会を組織した。また2006年 12月 26日、第 1回全体会議

が北京で開催された。 

日中歴史共同研究が始まってすぐに研究方式が明確化され、「同一のテーマにおいて意見交換を

行い、議論を深め、各自で発表する」ことが定められた。まず、開始段階で16の研究テーマを定め、双

方が同一のテーマについてそれぞれひとつずつ論文を執筆する。その上でそれぞれが相手方の論文

の内容を照合・比較し、意見交換と議論を実施、妥当だと思われる相手の意見を受け止め修正を加

え、その後も双方の論文が共存する形で発表する。このような研究方式は、それまでの国際学術討論

会とは明らかに異なるものである。最大の違いは、第一に共同研究のテーマが決まっているため議題

が分散したり、勝手な発言が出るのを避けられること。第二に相違や矛盾を避けることなく、重大な問

題について十分に議論ができることである。そのため、近現代史のセクションでは共同研究テーマ9項

目を定めるのみならず、すべてのテーマにキーワードを定め、双方ともそれらのキーワードを必ず含める

よう求めた。これは、社会的に注目されている問題を研究範囲として定め、等しく議論することを目的と

している。 

双方の議論により決定した共同研究のテーマは以下の通りである。 

1 古代中近世東アジア世界における日中関係史  

2 7世紀の東アジア国際秩序の創成  

3 15世紀から16世紀の東アジア国際秩序と日中関係  

4 思想、宗教の伝播と変容  

5 ヒトとモノの移動  経済史  

6 日本人と中国人の相互認識  

7 日中の政治・社会構造の比較  

8 近代日中関係の発端  

9 対立と協調：異なる道を行く日中両国  

10 日本の大陸拡張政策と中国国民革命運動  

11 満州事変から日中戦争まで 

12 日本の中国に対する全面的侵略戦争と中国の全面的抗日戦争  

13 日中戦争と太平洋戦争  

14 戦争終結から日中国交正常化まで 

15 新時代の日中関係  

16 日中歴史認識と歴史教育  

2007年 3月に開催された第 2回全体会議において、両国の研究者は上述の16のテーマにまつわる

論文をそれぞれひとつずつ執筆することを決定し、計 32の研究報告が完成した。16のテーマの内、前

半の7つは古代及び中近世史に属するものであり、後半の9つは近現代史である。双方の委員会メン

バー、及び外部から招聘された研究者が論文執筆を務め、2007年までに双方はそれぞれ16篇の論

文初稿を完成させ互いに交換した。2009年末までのおよそ2年間で、まずは同一のテーマを研究する

グループ間で意見交換ならびに議論が行われた。その後、古代史・中近世史と近現代史のグループ

に分かれて議論がなされ、さらに全体会議が行われた。3年にわたる取り組みにより、2009年 12月に行

われた第 4回全体会議にて、共同研究の第一段階完成が宣言され、2010年 1月、戦後に関する三つ
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のテーマ以外のすべての研究論文が世界に向けて発表された。報告書は2014年 10月に日中両国で

同時に出版された。 17 

 

五、日中歴史問題における三つの側面 

以上の点をまとめると、これまで行われてきた日中歴史問題に関する共同研究には二つの形式が

見られる。民間の研究者らが独自で組織して行う研究と、政府が主導して行う研究である。しかし、政

府が主導した場合であっても実際に研究を行うのは各国の研究者である。学術研究においては、外

部からの妨害や邪魔が入らない静かな環境が必須であり、そのような環境が整ってはじめて冷静に科

学的研究を行うことができる。さらに、各国の研究者らが密な関係を保持し、念入りな論文の編纂、活

発な議論、厳しい目線での指摘と先入観を持たずに意見を受け入れる姿勢が成功の鍵といえるだろ

う。 

しかしながら、共同研究に対するメディアならびに民間レベルにおける理解は十分とは言えず、自分

たちの記憶に基づいて考え、また感情の赴くままに研究内容についての憶測を重ねることがほとんどで

あるため、歴史認識問題に関する報道や発言は非学術的なものが多く、研究内容とは大幅な隔たり

が生じている。このような状況はそれぞれの国で一般的に見られる状況であり、歴史研究者らにのみ歴

史問題解決の責任が課せられていると言うことはできない。そのため、日中歴史問題は政治的判断、

国民感情、学術研究という、互いに深い関わりのある異なる三つの側面から成り立っているということに

注目する必要がある。日中歴史問題を扱う際には、これらの三つの側面を整理しそれぞれの側面にお

いてポイントとなる点を明確にする必要がある。 

まず、政治的側面においては、近代に起こった日中間（日本による韓国植民地支配を含む）の戦

争の意義に対する明確な態度、すなわち中国侵略や韓国植民地支配について認めているかどうか、

また、植民地主義は植民地における正常な社会的発展を妨げるものなのか、あるいは「経済急成長」

を促すものなのかを取り上げる。この問題に関する学術的分析は簡単ではない。しかしながら、この歴

史問題に対する政治家の原則的な判断は非常に重要な意味を持つ。「村山談話」に代表される日

本の政治家の態度は、日本の戦争に対する責任の正しい判断であり、この認識をもとに具体的な学

術研究を研究者に委ねるならば歴史問題は簡単に解決するであろう。しかしながら、日本の保守派や

右派の政治家たちは、「村山談話」の原則を認めず、日本の戦後の考えや反省をことごとく否定し、

侵略戦争責任をも否定する「虚言 」を繰り返しているのである。例えば1993年、首相に就任した細川

氏が、過去の戦争に関する記者の質問に対し、「私個人としては、あれは侵略戦争であり、間違った

戦争だったと考えている」との考えを述べた。ところが、本来ならば正当といえるこの発言は日本の右翼

や保守勢力からの猛烈な批判を受け、日本社会に大きな波紋を引き起こした。保守勢力は首相に対

し「東京審判を冒涜する歴史観を修正し、正しい歴史観を確立せよ」 18と要求し、この後保守派の政

治家らの言論は徐々に常軌を逸するものとなっていった。このような政治的傾向は当然のごとく両国政

治家の注目するところであるため、日本社会の平和を求める勢力と協力し、保守派や右派の政治家

が持つ戦争責任に対する誤った政治的判断に抵抗することが必要である。これらが日中歴史問題の

政治的側面において終始向き合っていかなければならない課題である。 

日中両国政府の歴史共同研究が始まった際、安倍首相は「歴史研究者の皆さんが、歴史問題に

ついての正確な記述を行ってくれることを信じている」と述べた。政治家のこのような発言は以下のよう

                                                   
17 歩平、北岡伸一編『中日共同歴史研究報告書』（北京、社会科学文献出版社、2014 年）、北岡伸一・歩平編『日中歴史

共同研究報告書』（勉誠出版、2014 年）   
18 歴史・検討委員会編『大東亜戦争の総括』（展転社、1995 年 8 月 ,  443 頁）   



◆第一部 中国の日本研究―各分野の現状 

138  

に解釈できる。一つは、歴史問題を生み出す原因は歴史研究者が未だ正確な記述を行っていないと

いうこと、二つ目は、歴史研究者が史実について正確な論述を行うとした場合、政治家は歴史研究

者の判断を厳しく受け止める必要がある、ということである。実際、戦後日中韓三国を含む多くの研究

者は日中歴史問題について多くの研究を行ってきた。それにも関わらず、未だ多くの学術的な相違が

見られるのである。政治家が歴史研究者の研究結果を尊重し、歴史研究者の「正確な記述」に基づ

いて政治的判断を行うのであれば、歴史問題が日中関係の正常な発展を妨げる要因とはならないだ

ろう。しかしながら、問題は安倍首相を含む日本の一部の政治家にある。事実、彼らは歴史研究者の

判断を尊重せず、歴史問題に対して無責任な態度を示している 19。歴史問題は歴史研究者の判断

に全て委ねられていると考えられてきたが、実際には一部の政治家が重要な歴史問題を前に言い逃

れをしているのが現状である。 

第二に、国民感情という側面においては、それぞれの歴史体験が異なることもあり国家ごとの歴史

的記憶には明らかな相違が見られる。一般的な歴史認識は、自身の戦争体験に基づいて記憶が形

成される。例えば、中国国民の「南京大虐殺」、「731部隊」及び「燼滅作戦」に関する歴史的記憶、

韓国国民の「従軍慰安婦」、「植民地支配」、「創氏改名」に関する歴史的記憶、日本国民の「広島・

長崎の原爆」、「東京大空襲」、「沖縄戦」に関する歴史的記憶を挙げることができる。とりわけ中国、

韓国の歴史的記憶において、日本は「加害者」として登場するのである。民間で歴史認識に関する交

流をしようとした場合、もしも加害国側が自身の戦争被害を強調し「加害者」意識を失おうものなら、被

害国側との間に大きな障壁を作り上げてしまうのは当然のことである。さらに政治家がこのような問題に

おいて、将来を見越した正確な判断を下せず誤った歴史的判断を続けるのであれば、一部のメディア

は再び民族主義を過度に煽るような報道を行い、民間での歴史認識の対立は深まり感情的色彩を

帯びていくこととなるであろう。 

民間における歴史認識の相違を解消するには、民間レベルで直に交流を行い、コミュニケーション

を図る機会を作ることが必要不可欠である。平和への想いや、戦争への危機感は誰もが抱いているも

のであり、この共通意識に基づき国家間でより深い交流と対話を続けていくことによって、相互理解と

いう礎が築かれていくのである。さらに、政治家と研究者は民間レベルにおいても互いに冷静な対話が

できるような環境を整えていくべきである。 

第三に学術的な側面においては、上述した政治的また国民感情の側面とは若干異なる問題があ

る。歴史研究者は一般的に歴史資料と史実を重視するが、これは歴史学の原則である。しかしながら、

それぞれの国の研究者の学術環境、学術経験、さらに学術的背景も異なっているため、歴史資料の

把握に関しまず大きな相違があり、同じ資料を扱うにしても誤りを見分けられるか、どのような方法で分

析を行うのか、また思考回路や研究方法等において相違が見られる。本稿では次章にて歴史研究の

学術的側面における課題を紹介する。 

このように歴史認識の相違や争点を見分け、異なる側面における対話を体系化することによって、

初めて有意義な話し合いが可能となるのである。これらは、歴史問題において今後日中両政府、民間、

研究者が共に向き合って行かなければならない課題である。 

 

                                                   
19 例えば日本軍が強制的に婦女を従軍させた慰安婦問題について、2007 年３月１日、安倍首相は国会にて以下のように述

べた。「“慰安婦”の強行性を示す証拠は一切なく、米国議会は慰安婦問題の決議を通したが、謝罪する必要はない。」しかし５

日になり安倍首相は参議院にて「河野談話」を継承するとした。さらに７日、安倍首相は「日本の前途と歴史教育を考える議員

の会」の決議において、「“河野談話”を見直す可能性」があることを示した。各界からの批判を受けた後の 11 日、「“従軍慰安

婦”の方々が受けた精神的な傷、彼女たちの多大の苦しみに対し、私は謝意を表明する」と述べた。その後の 16 日、日本内閣

公布の報告書で「政府が発見した資料の中には慰安婦の強行性に関する直接的な記述はない」と述べ、意見を二転三転させ

た。このような安倍首相の一貫性のない態度は慰安問題の被害者、及び諸外国政府や国際社会から猛烈な批判を受け、米

国議会や多くの国が批評を提出し、オランダ、韓国などは外交ルートを通じ日本に早期の解決を求めた。  
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六、日中歴史問題共同研究における隔たり 

日中歴史共同研究が始まった際、メディアは様々な論評を展開した。あるメディアは日中両国の政

治体制の違いから、「共同研究に大きな希望は持てない」 20とし、またあるメディアは「学術研究には静

かな環境が必要とはいえ、歴史問題はどうしてもインターネット世代の若者たちによる攻撃を避けること

はできず、日中対立は必然的なものとなる」 21と評した。そして2010年 1月 31日に共同研究報告が公

開された直後、日中両国の主要メディアは「日中歴史問題は重要な一歩を踏み出した」と強調したが、

実際にはその段階において60万字にわたる報告書を全て読み込んでいるメディアはなかったと言える。

翌日、早いものでは発表当日の夜には、目を引く見出しで日中歴史認識の「溝は依然として深い」 22、

南京大虐殺の犠牲者については「犠牲者数が一致せず」 23などと報道した。これらは全て政治的立

場や国民感情から来る発言であり、真に「純学術的」角度からのものではない。では日中歴史共同研

究の学術面における隔たりは、果たしてどこにあるのだろうか。 

まず、日中の共同研究の過程において、両国の研究者が歴史発展の必然性に関する研究を重視

するのか、それとも歴史事件の偶然性に関する研究を重視するのか、という点において比較的大きな

相違がある。 

この相違について、歴史共同研究の際に日本側の研究者として参加した庄司潤一郎氏は以下の

ようにまとめている。 

「日本側は、個々の具体的「事実」を検証するとともに、その客観的な原因に関して政策決定過程

を通して究明する傾向が強い。その結果として、当時日中間には戦争だけではなく様々な選択肢・可

能性が存在していたとされるのである。一方中国側は、近代日中関係の根底にある必然的な流れに

着目し、近代日本の『侵略』の計画性・一貫性とそれに対する中国の『抵抗』といった図式で歴史を

理解しようと試みるのである。」 24 

具体的には、「柳条湖事件」に関する日本側の研究報告では、主に関東軍の参謀、司令部、陸軍

中央部、日本政府ならびに内閣の事件発生前後の行動について述べている。例えば、参謀・石原莞

爾と高級参謀・板垣征四郎の周到な計画と目論見について、日本政府は当初陸軍の行動に同意し

なかったこと、「満州領有案に対しては陸軍指導部の急進分子ですら同調しなかった」が、最終的に

は現地軍の行動を容認せざるを得なかったこと、政府は満州への「独立国家樹立」という石原たちの

考えを積極的には支持せず、「直接交渉によって事変解決を目指す試み」がなされたが、和平への努

力は日本国内の強硬派に阻まれ成功しなかったことが述べられている。 25 

一方、中国側の研究報告では、まず「柳条湖事件は日本が大陸政策として実施した『満蒙政策』

による必然の産物である」と指摘し、その理由の一つとして日本は早くから中国の「満蒙地域」を利権

の範囲内とし、関東軍と軍部がそれぞれ中国東北部を武力制圧する計画を立案したことに注目して

いる。例えば1930年から1931年にかけて関東軍参謀本部により作成された「満蒙地域占領に関する

文書」、1931年 4月に参謀本部により作成された『昭和六年度情勢判断』、同年 6月 11日に秘密裏に

発足した建川美次をトップとする「五課長会議」、また上述の情勢判断や『満蒙問題解決方策大綱』 

                                                   
20 『読売新聞』2006 年 12 月 25 日。  
21 『産経新聞』2006 年 12 月 28 日。  
22 『読売新聞』2010 年 2 月 2 日、『日本経済新聞』2010 年 1 月 31 日。  
23 共同通信社 2010 年 1 月 31 日 17 時、『中日新聞』2010 年 1 月 31 日、『東京新聞』2010 年 2 月 1 日朝刊、『毎日新

聞』2010 年 2 月 1 日朝刊。  
24 庄司潤一郎（防衛庁防衛研究所戦史部上席研究官兼第一戦史研究センター長）「『日中歴史共同研究』の展望」（『防

衛研究所ニュース』2008 年 12 月号）掲載。  
25 『日中歴史共同研究報告書』第 2 部第 1 章（日本側）より引用。  
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を作成した状況等を研究・検討した結果、日本が中国東北部を占領したのは当然の成り行きであっ

たと結論付けた。中国側の研究はさらに、日本軍が上述の計画を実行に移し、中国東北部で戦争を

引き起こしたこと、また中国がどのように日本軍に抵抗したかについて述べている。 26 

この他、盧溝橋事件について、日本側の研究報告は主に銃撃事件発生後について述べており、

盧溝橋の最初の発砲事件は「偶発的」なものだったとしている。報告によると、参謀本部は事件の拡

大を防止するため支那駐屯軍司令官に「更ニ進ンテ兵力ヲ行使スルコトヲ避クヘシ」と命令し、更に

最初の数日間は外交ルートを通じて中国側と接触していた。しかし、陸軍内部に「拡大派」と「不拡大

派」の対立があり、軍事課長・田中新一や作戦課長・武藤章らの「拡大派」は事件勃発直後から、中

国国民政府軍に一撃を加え、国民政府の抗日姿勢の転換を迫り、一挙に日中問題を解決するとい

う「一撃論」を展開した。こうした「一撃論」は「不拡大派」を圧倒し、陸軍部内の多数派となり、「不拡

大」方針に傾いていた近衛文麿内閣に対し第 3師団を派遣するよう要請し、最終的に同意を得ること

に成功した。そのため、日本側の研究では事件の拡大の「要因は政府や世論にもあった」とし、さらに

「現地の停戦努力を無視した早い段階での派兵声明、それに同調する近衛首相や『暴支膺懲』一辺

倒となるマスメディアの論調などは、日本軍を華北侵略へ向かわせる複合的要因であった。」 27として

いる。 

一方、中国側の研究報告では、この銃撃事件について「表面的に見るならば、盧溝橋事件は日本

軍の演習時の『銃声』が引き起こしたことになっており、……この一件のみを見るならば、事件勃発は

偶発的なものであったと言えるかもしれない」としながらも、次のようにも述べている。そもそも日本駐屯

軍の豊台駐屯自体が現地中国軍との対立を生み出したのであり、盧溝橋事件発生の大きな要因と

なった。日本国内に「拡大派」と「不拡大派」による対立が存在していたのは確かではあるが、7月 11日

に内閣が「華北への派兵声明」を公布した後は、「不拡大派」の声は完全に「拡大派」の声に埋もれて

しまい、陸海軍ともに戦争拡大への道を大きく踏み出していった。盧溝橋事件後、日中両国は短期

間の交渉を行ったとはいえ、交渉期間中にも日本政府は絶え間なく大陸に派兵を続け、同時に中国

国民政府も北部へ派兵を行い、間もなく日中戦争が勃発することとなった。つまり「歴史の移り変わりと

いう過程から見るならば、盧溝橋事件の発生は必然的なものであった」 28。  

このような双方の研究報告の相違から分かる通り、日本側は二つの事件における政策決定過程を

かなり詳細に記述しており、その流動性と複雑さが容易に理解できる。歴史研究においてこのような作

業は必要不可欠であると言えるだろう。もちろん、これらは日本の研究者が日本側の歴史資料をどれ

だけ熟知しているか、その程度によるものであり、中国の研究者が中国側の政策決定について比較的

多くを記述しているのと同様である。しかし、この二つの事件を歴史研究の対象とするにあたり、最も重

要な目的はその中から真実とそこから派生する教訓を見つけだすことである。この点において、日中両

国の共同研究は研究報告の相違により対立するのではなく、相互補完をする必要があるといえるだろ

う。 

続いて、科学的な実証研究と価値的判断の関係における、両国間の研究者の相違について取り

上げる。 

日中両国の歴史認識において「南京大虐殺」は、多くの人が重大な問題の一つとして捉えている

問題であり、日中歴史共同研究が始まる際には両国のマスメディアがこの問題に関する研究者の発

言に注目した。中には、日中歴史問題は南京大虐殺の被害者数認識に帰結すると言っても過言で

はなく、両国の研究者は被害者数について激論を交わすであろうと推測するメディアもあった。 

                                                   
26 『日中歴史共同研究報告書』第 2 部第 1 章（中国側）より引用。  
27 『日中歴史共同研究報告書』第 2 部第 2 章（日本側）より引用。  
28 『日中歴史共同研究報告書』第 2 部第 2 章（中国側）より引用。  
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ところが、メディアが注目した南京大虐殺の被害者数については両国の研究者の共同研究の主要

なテーマとされなかった。その理由は、南京大虐殺の被害数は1946年に始まった東京裁判ならびに

南京裁判において、すでに判決が下されていたためであった。これらの裁判は、日本の降伏後に東京

と中国・南京で戦犯に対して行われたもので、双方で南京大虐殺が取り上げられた。両法廷での判

決において、南京大虐殺における死者数はそれぞれ「20万人以上」ならびに「30万人以上」と認定さ

れ、この数字が後に南京大虐殺の死者数を確定する歴史的根拠となったのである。 29 

両国の研究者は、大虐殺が発生した当時は、現代人には想像しがたい戦争と混乱の状況下にあ

り、記録が不完全なことも相まって状況の復元が困難であったという点に注意を払った。上述の東京・

南京裁判の際も、出来得る限りの様々な資料や証拠を収集する努力がなされたが、学術的な実証研

究をするだけの時間と条件は十分ではなかった。理論上はより正確な数字を導き出すため、更に厳密

な実証研究を行う必要があるが、そのような研究を可能にするだけの条件は現在に至るまでほとんど

改善されていない。日本では研究者自身が信頼できるとする資料に基づき被害者数を統計するため、

ある研究者によれば20万人、また別の研究者によれば数万人、というように研究者間で隔たりがある

30。実際の数字に対する研究は、今後も長期的な調査が必要であり、すぐに結論付けられるものでは

ないだろう。しかし、戸籍統計資料から当時の南京の人口を推測し、被害者の人数を推算するという

方法は、未だ非科学的かつ非現実的で不確実な方法であるとされている。 31 

十分な実証研究ができる条件を備えた上で、死者数に関する研究を続けるべきなのは当然である

が、現時点で正確な統計データが得られなかったとしても、南京大虐殺の意義を判断する妨げとはな

らない。とにかく、南京大虐殺は想像を絶する惨劇であり人の道に背いた恐ろしい暴虐行為なのであ

る。戦後の国際関係発展という大局から出発し、数字的問題が日本が戦争責任を認め反省すること

の障害であってはならず、日本が戦後の平和路線を歩む障害にもならないのである。 

日中歴史共同研究では南京大虐殺の具体的な死者数に関する新たな研究は行われなかったが、

以下の点を議論した。すなわち、日本軍は中国人被害者（一般市民の殺傷、婦女暴行、捕虜の集

団虐殺、都市建築物と住居の破壊を含む）に対し残虐な行為を行ったかという点、このような暴虐事

件が生み出された原因と教訓は何かという点、この事件に関する歴史認識の相違によりなぜ対立が

生じるのかという点である。 

上述の三点の問題を議論する上で、価値的判断が実証研究に取って代わることに疑問を呈する

者もおり、実証研究こそが唯一の科学的方法であり歴史学の研究者が明確な価値的判断をするべき

ではない、という見解も当然ながらある。そのため、日本の研究者は往々にして中国の研究者の“歴史

を鑑とし、未来に目を向ける”という表現を理解し難く感じている。日本の研究者側からすれば“歴史を

鑑とし”とは、 “侵略 ”から得た教訓に学ぶ、ということとであり、その“教訓 ”とは政治的、道徳的な価

値的判断が伴う概念なのである。そのため中国側の研究者は、実証主義を重んじる日本側の研究者

との間にこれらの見解における微妙な隔たりが存在していると感じている。しかしながら、研究者の多く

                                                   
29 極東国際軍事裁判所判決文（1948 年 11 月）は、「後の推測が明らかにするところでは、日本軍が占領を始めてから最初の

６週間以内に南京市内と付近の地区で虐殺された市民と捕虜の総数は 20 万人を超える。この推測は決して大げさなものでは

なく、埋葬団体と他の組織が提供した証拠に基づき実証されたものである」と指摘した。南京軍事法廷判決文（1947 年３月 10
日）は“26 年 12 月 12 日から同月 21 日まで、すなわち谷寿夫部隊が南京に駐屯していた期間内に、中華門外の花神廟、宝

塔橋、石観音、下関草鞋峡、及び単耀亭などで日本軍に機関銃で射殺され焼かれた跡がある中国人捕虜の数は 19 万人余り、

その他バラバラに虐殺され慈善団体等によって埋葬された数は約 15 万。総被害者数は 30 万人以上に上る。」としている。  
30 秦郁彦『南京事件―「虐殺」の構造』（中央公論新社、2007 年増補版、317-319 頁）   
31 当時の南京は人口統計が不完全であり、住民の数は 25 万人程度であったという推測があるが、これは正確ではない。南京

の現地研究者の調査によると、南京は当時の中国の首都として戸籍が管理されており、1937 年５月までの常住人口は 101.6
万人であった。淞沪抗戦の後、一部の市民は避難のため南京を離れたが、反対に上海などから南京へ逃れてきた人々もいた。

日本による占領以前、南京市内には少なくとも 50 数万人の一般市民がいたとみられ、加えて都市を守る官兵 11 万人、及び上

海、蘇州などから流入した数万の難民を合わせると、南京の人口は少なくとも 60 万人以上はいたとみられる。  
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はどのような歴史研究においても、まずはしっかりとした実証研究が必要である点、また研究により導き

出される結論とは一般的な歴史資料の積み重ねではなく、歴史研究者が判断力と思考力を稼働させ

た結果であるべきという点を認めている。つまり歴史研究者が歴史資料を検討・実証する過程そのも

のに研究者自身の分析・判断が含まれているという見方である。実際、実証研究と価値的判断を明

確に区分すること、あるいはそれらを対立させることは科学的であるとは言えない。日中両国の近代史

に重大な影響を及ぼしたあの戦争について、歴史研究者が事件の起きた時間、地点、関与した人物、

人数など、実証研究に基づくデータしか取り上げず、戦争の意義や戦争が人類に及ぼした悲劇につ

いて少しも言及せずわずかな批判的感情も持たないとしたら、それは真の歴史研究の成果と言えるだ

ろうか？ 

ある研究者が指摘する通り、「歴史認識と価値的判断は切っても切り離せないものであり、価値的

判断のない歴史認識は不完全な歴史認識である。」といえるだろう。 32 

では、南京大虐殺という問題において、歴史研究は本当に価値的判断を必要としないのだろう

か？もちろん、否である。南京大虐殺の事実を数字のみの論争にすり替える本当の目的は実証研究

を提唱することではなく、南京大虐殺の事実を根本から否定し、いわゆる「南京大虐殺の虚構」という

世論を形成することである。そして「虚構」という考えもまた、一種の価値的判断なのである。 

中国側の研究者も以下の点を認めている。すなわち、数字問題を含む多くの歴史問題において、

論証による説得力を持たせるために実証研究が非常に重要となるという点である。実証研究により得

られた論拠は、研究論文における最も重要な学術的支柱となり、価値的判断を疑いのないものにする

ことができる。この点において日本の学術研究には学ぶべき価値のある優れた伝統がある。日本側の

研究者もまた、以下の点を認めている。すなわち、実証研究はあらゆる研究方法に取って代わる唯一

のものではないという点である。個別の「事実」に対する詳細な分析が、ミクロ的実証主義という落とし

穴に陥ってしまうのであれば、マクロ的観点、すなわち問題の根本的性質を把握することができず、特

に戦争責任における「侵略」等の原則問題の回避につながり、国民感情を害する「歴史修正主義」に

陥る危険性がある。実証研究に合理的な科学的地位を与えることで、歴史学は初めて活力と生命力

を持つのである。 

 

七、日中歴史問題共同研究の意義 

日中歴史問題は長期間にわたり両国の関係に大きな影響を及ぼしてきた。特に、政治の動向に大

きく影響してきたといえる。歴史問題には上述の通り政治的判断・国民感情・学術研究の三つの異な

る側面があり、それらが相互に作用しながら日中両国の対話を困難にし、両国の複雑な関係が形成

されていった。学術研究という側面における日中歴史問題への願い、また要求を日中両国の研究者

が持っていることを考慮すると、共同研究の機会を設けることは最重要かつ最優先させるべき任務で

あるといえるだろう。学術問題は政治問題とは異なり、政治問題を解決するのと同様の手法では解決

することはできない。そのため、学術問題は学術研究における標準的な手法の範囲内で処理する必

要がある。研究者は研究を妨げる非学術的要素を極力排除し、研究結果に影響を与えることがない

ように努め、科学的手法で日中問題の具体的状況を分析することによって、両国国民間の感情面に

おける交流と政治家の判断に対し科学的根拠を提示することができる。これが、十数年にわたり続けら

れている日中韓の歴史共同研究、特に各国政府主導の下で行われている歴史共同研究のもつ意義

である。 

                                                   
32 于沛「関于歴史認識的価値判断」（『歴史研究』2008 年第 1 期）  
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歴史共同研究の意義として、まず、今回の歴史共同研究は両国の研究者間の相互理解を深め、

異なる国の歴史研究者が深く関わる新たな研究スタイルを創出した点を挙げることができる。 

共同研究において、両国の研究者は、古代ならびに中近世における日中関係を単に平和なものと

位置付けることはできず、また、近代における日中関係も単に戦争と衝突のみであったと位置付けるこ

とはできないと考えている。しかしまた両国の研究者とも、問題によっては違った観点ならびに違った解

決方法があるということを排除しているわけではない。研究者はある歴史事件への考えや評価が食い

違った際、唐代の歴史家・劉知機が述べた「善を称え、悪を忌む」 33という考えに従った。歴史には常

に積極的な面と消極的な面があり、両国の研究者間で記述や分析に関する選択や優先順位に相違

が生じることがあるが、このような認識の相違は一般的な現象であり、重要なのは「事実に基づき、真実

を求める」という原則に従って歴史の事実を分析することであって、主観的な推測や判断に頼ってはな

らない。日中両国の文化への相互作用と発展について、日本の研究者は中国文化の伝達と影響を

重視し、中国の研究者は日本文化の独自性と創造性を十分に評価した上で、そこから更に両国間

の相互作用と発展の歴史の過程に注目することができるのである。 

日中両国の研究者による戦争の意義に関する議論は、最も大きな価値があると言える。実際に日

中両国の研究者は以下の点を明確にしている。すなわち、1931年から1945年までの日中間の戦争と

は日本による中国への侵略戦争であり、この侵略戦争は中国国民に甚大な被害と損失をもたらすも

のであったという点、我々現代人はこの侵略戦争を非難し、平和を守ることを共通の願いとするという

点である。侵略戦争であることを認めるのは、日中間における根本的原則に関わる是非の問題である。

まずは互いに共通認識を持つ必要があることは明確であり、共通認識を持って初めて共同研究を始

めることが可能となる。日本側の研究者はこの問題に関し、日本の軍国主義が中国に対し侵略を行

ったこと、それにより中国国民に甚大な被害を与えたことを認めている。また戦時中の日本軍の数々の

非法行為により大勢の中国国民を犠牲にし、深刻な傷跡を残し、戦後の日中関係に関わる新たな障

害を作り上げたこと、また近年問題となってきた化学兵器の遺棄、強制徴兵労働、婦女暴行問題へ

の訴訟などについて、すべて戦争が中国国民に残した傷跡の表れであることを認めている。 

共同研究に参加した日中両国の研究者は共通の実感を抱いている。日中両国の文化的背景に

よって歴史経験と国内情勢には大きな違いがあり、それに伴い歴史の記述と認識にも相違が生じてい

ることである。これらの原因によって生じた相違は、両国間の学術界や民間における更なる交流による

解決が必要である。同時に、対話は学術的手法により冷静に行われるべきであり、双方の歴史認識

の交流を通じて相互理解を深め、互いに歩み寄り「過去の経験から学び、未来への教訓とする」という

言葉を実践する必要がある。 

歴史共同研究の二つ目の意義は、歴史共同研究は民間における国境を越えた共通歴史認識確

立へのモデルケースとなる、という点である。 

学術研究の角度から見ると、双方の具体的な歴史描写における認識と判断の間には大きな相違

が存在する。しかしこれは学術研究という側面に属するものであり、地道な実証研究とそこから得た正

確な研究結果を基盤として結論を出さなくてはならない。相違が全くないと仮定すると、学術研究の存

在価値が失われてしまう。そのため、実証研究が十分でない場合、または実証研究の基礎的な条件

が整っていない場合に異なった認識が生じるのは理解できることである。具体的な例を挙げるならば、

侵略戦争という共通の理解を前提として具体的な過程と判断、例えば戦争の原因の分析、侵略戦

争が起こった必然性、具体的な事件の偶然性などの問題は、双方が歴史問題を観察する角度や研

                                                   
33 劉知機は『史通』（第七巻『曲筆篇』）で次のように述べている。“賢者は決して争わず、勝敗とは無縁である。彼は善を称え、

悪を忌む。”  
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究方法によって相違が生じるものである。正確な歴史事実を基盤とし、問題に対する考察の視点や採

用する研究方法などに関し議論を進めていくことが必要である。このような学術研究の過程において

問題と相違があるのは当然のことといえるだろう。 

しかし、一部のメディアを含む民間レベルにおける学術研究への理解、つまり客観的な事実を尊重

したり、実証研究を基に結論を出すという手法への理解には、まだ多くの時間が必要であると言わざる

を得ない。仮にメディアが積極的に共同研究の成果を紹介するとしたら、両国国民間の相互理解は

深まり、不要な誤解は解かれ、認識の隔たりを減らし、安定した日中関係の発展に貢献することが可

能となるだろう。 

歴史共同研究の三つ目の意義は、歴史共同研究は政治的側面から日中関係における歴史問題

の位置付けに影響を与え、重要な学術的根拠を提示したという点である。 

日中の歴史認識相違の問題は主に三つに分類できる。第一に、原則に関わる是非の問題である。

例えば侵略戦争であるということを確定するにあたり共通認識の形成は必須であり、それが欠けてしま

うと共同研究は基礎を失うこととなる。第二に、それぞれが所持している歴史資料の相違により、自ずと

具体的な歴史事件の記述に相違が生じる点である。このような相違は資料の交換や交流を通じ、また

複数の史料を根拠とし複数の論点を導き出すという原則を活用することで、徐々に埋めることができる。

第三に、歴史の歩みや歴史事件へのマクロ的分析は、様々な要素や双方の研究方法の違いに作用

され、歴史観に大きな違いをもたらすという点である。我々はこのような相違について意見の交換を行

い、相互理解を深めることを目指し、最終的な共通認識の獲得は無理に行わないこととした。 

これについて以下に例を挙げる。中国側では1931年から1945年までの間、日本軍国主義への反

侵略戦争を行ったという認識から、「抗日戦争」という呼称を用いる。しかし日本では戦況が進むにつ

れ、対峙する国が中国、アメリカ、ソ連と変化していったことにより、日本の学術界と民間は以下のよう

な異なる認識を持っている。すなわち、日本の対外戦争の総称としての「十五年戦争」、あるいは「日

中戦争」、「太平洋戦争」、さらには対中国、対アメリカ、対ソ連というように戦争を区分するなど、未だ

に多くの論争が存在している。近年、数回の世論調査の結果、大多数の国民（約七割）は中国への

侵略を認めているが、アメリカ、ソ連への戦争の意義に対する認識は複雑である。しかし、日本国民の

中には依然として戦時中に用いられた「大東亜戦争」という呼称を用い中国側の研究者の認識は戦

争認識の原則からして誤りだとする者もいる。また一部の日本の政治家の侵略戦争を否定する姿勢

が日中歴史問題の根本的な原因を生み出し、是非の問題へとつながるのである。この点に関し、日本

の研究者は中国国民が辛い戦争被害を経験したことを理解していることもありこの戦争がどのような意

義をもったものであったかという判断に大きな関心を払っており、また侵略戦争であったことを認め、同

時に戦時中の歴史体験の違いから生じる歴史認識の相違という現実的な問題を提起している。 

日中歴史共同研究が始まった当時の日本の政治家の主張によれば、今後彼らは日中歴史問題

の立場について歴史学の専門家による結論を根拠としていく必要がある。当然、今回の共同研究の

成果は、今後日中の政治家が従わなければならない原則となるであろう。 

研究者間、及び政府間による日中歴史共同研究は、すでに上述の研究成果を出しているが、日

中両国にはこのような研究成果を無視するばかりでなく、共同研究という形式すら批判する者もいるで

あろう。しかし、学術界ならびに世論は共同研究の成果を積極的かつ冷静に受け止めており、これは

すなわち大多数の人がこれらの研究に対し信頼と肯定的な態度を示していることを表しているといえる。

日中歴史共同研究は、日中関係が新たな相互発展の道へと重要な一歩を踏み出すよう後押しする

ものとなったといえるだろう。 
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1-9 中国の日本研究刊行物 

林 昶  

中国と日本は海を隔てて向かいあっており「一衣帯水」が両国の関係を表す代名詞となっている。

地縁や文明・文化の関わりが、かなりの程度両国の関係と歴史に影響を与えてきた。中国と日本は、

長い歴史の中で互いに文化を吸収すると共に、恩と恨みが交錯するという国際的にも珍しい関係を築

いてきたといえる。このことから、中国社会科学院前院長の陳奎元は「昔を論じれば、中華と日本はと

きに友として、ときに敵として存在してきた。将来は、全世界の人々が切っても切れない運命共同の関

係となる。」という考えを述べている。 

日中関係の長い歴史に応えるように、中国における日本研究も熱心に続けられており、近代から発

行された日本研究刊行物には百年の歴史がある。中国の日本研究刊行物の発展の歴史については、

注意深い観察と中国の日本研究、またその媒体を振り返り、総括と一からの考察を行うことが、学術

価値と現実的な意義において非常に重要であると考える。 

本文では中国日本研究刊行物の起源について言及し、現代に至るまでの発展と変遷を論じるとと

もに、新世紀以降の中国日本研究刊行物に関する論述及びそのデータ化による成果と課題に注目

した。本文は中国にて発行される定期、または不定期の出版物であり、日本の研究と課題をテーマと

し紹介している。 

 

一、歴史回顧 

中国の権威ある辞書の定義と研究に基づき、事物の真の姿、特質、規律について探求し、歴史を

振り返る。 

日本の真の姿、特質、発展、規律についての研究は国別の研究に属し、多くの学科が関係する総

合学と言える。中国の日本研究の歴史は遠く漢の時代以前に遡る。中国で最も早く記録されている

日本語の『山海経』から『魏誌・倭人伝』、『漢書・地理誌』までが、日本正史と民間研究という2大カテ

ゴリーに相当する。近代になると、「初めて世界に目を向けた」林則徐主導による翻訳編集『マカオ新

聞』や、日本を視野に捉えた黄遵先の『日本国誌』、周作人の『日本論』、蒋百里の『日本人』などが、

外国語新聞、外国語刊行物などの媒体を介して広がっていった。このことから、刊行物と新聞という媒

体作用の影響力は非常に大きいといえる。 

刊行物には広い意味で雑誌も含まれる。この近代文化の媒体とマスメディアというツールは西洋の

宣教師より中国に伝わってきた。中でも、新聞には事態に対する迅速な伝達という優位性があると同

時に、書籍分析のように深い考察もできるという特長があるため、独自のスタイルを確立しているといえ

る。  

歴史を振り返ると、中国の日本研究刊行物は19世紀中ごろから20世紀初めにかけて新しい局面に

突入している。1857年に出版された中国において最も古い近代雑誌の一つである『六合叢談』の第

12号に『日本近事』の一文が掲載された。これが近代中国語で最も早く登場したと記録されている日

本語である。また、1872年出版の月刊誌『中西見聞録』の「各国近事」欄に「日本近事」が加えられた。

これを日本研究刊行物媒体の始まりと考えることができる。1915年、上海群益出版社が出版した中国

で最も古い日本研究刊行物である『日本潮』は、中国の現代雑誌の先駆けであり、国別に特集すると

いう新たなスタイルを切り開いていった。 
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中国で日本研究刊行物が出版されると、中国の日本研究における媒体とマスメディアの重要な道

具とみなされるようになった。日本研究刊行物は大きな意味を持ち、日本を一種の専門学問として研

究する「日本学」に押し上げた。この言葉は早くも1930年代の初頭、日本研究刊行物『日本評論』に

登場している。近代中国の先進的な知識階級と日本に留学している学生らは、日本を「橋 」として西

洋を学び、日本を「窓」として世界を観察したのである。毛沢東は『論人民民主専政』の中で「国を救う

ため、政治の改革が必要であり、そのためには外国から学ばなければならない」「日本人は西洋から学

び成果をおさめているので、中国人も日本人から学びたいと思う。」 1と述べている。 

中国の近代維新と思想文化の革新に伴い、中国の日本研究刊行物も発展を遂げてきた。日本が

中国に侵攻して戦争となった1930～1940年代に中国の日本研究刊行物は第一次ピークを迎えるこ

とになる。日中関係が史上最悪のこの暗黒時代に、中国の日本研究刊行物は日本軍国主義の侵略

行為とその罪深い本質を明らかにするとともに、日本が力を身に付けた過程を論じ、中国が戦争に勝

つための術を探ろうとしていた。戦後、中国の日本研究刊行物は一旦影を潜めたが、改革・開放後、

再び盛んになり、日中両国の力と相互関係の変化に伴い、新しい段階へ突入することになる。 

新しい中国における日本研究は1960年代中期から始まった。1963年 12月 30日、毛沢東は「外国

の研究を強化せよ」と指示した。 21964年の春と夏に、中央国際研究指導グループと国務院外国事

務室の認可を経て、外交部、中国共産党中央対外連絡部、中国共産党中央調査部、教育部に外

国問題研究機関が設立されたのである。例えば、外交部には外交学院が設立した国際法研究所、イ

ンド研究所などがある。豊富な人材と広範な資源により教育部の活動は活発になり、全国の大学に

『大学が建設する外国問題研究機関に関係する事項の通知』を公布し、全国 18か所の大学に外国

問題研究機関を設立した。その中には、遼寧大学、南開大学、吉林大学、東北師範大学、河北大

学の5か所の大学の日本研究室が創設された。河北大学と東北師範大学により発行された『日本問

題研究』と『日本問題』という2冊の不定期刊行物が新しい中国における最も早い日本研究刊行物と

して登場し、現代中国における日本研究刊行物の先駆けとなったのである。 

先代の日本研究者の血のにじむような努力と早期日本研究刊行物による飽くなき探求が、現在の

中国における日本研究事業及びその媒体の堅固な礎となっている。歴史を振り返るとき、この要素を

忘れてはならない。 

 

二、基本姿勢 

今日、日本研究は現代中国の国際問題研究分野として「著名な学説」として不動の地位を得てい

る。中日関係の全方位、多層的な進展に適用できるため、中国の日本研究の将来の展望は明るいと

いえる。研究機関も徐々に発展し学術交流も日増しに盛んになっており、豊かな経験の蓄積と新たな

視点により科学研究成果の理論も絶えず構築されている。グローバルな視点を持つ若く優秀な学者ら

が主体となり研究を行っており、これまでの「大衆日本学」とネットワークという新しい媒体による衝突が、

互いを刺激し合い切磋琢磨しているため、現代中国における日本研究の学術環境は絶えず向上し

ているといえる。 

中国の日本研究成果の主要な媒体として、日本研究刊行物が挙げられる。種類、カテゴリー、研

究分野、データ化による指標が多数存在するが、その吸収力や影響力は言うに及ばず、自己編纂に

                                                   
1 『毛沢東選集』第四巻（人民出版社、1991 年、1470 頁）  
2 毛沢東が 1963 年 12 月 30 日に中央渉外事務班と中国共産党中央宣伝部に指示を出し、1963 年 12 月 25 日に外国研

究作業の中央報告強化に関連して、新しい研究機関の建設を発表した。中国共産党中央文献研究室編集『毛沢東年譜

（1949₋1976）』第 5 巻（中央文献出版社、2013、298₋299 頁）  
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よる成果も高く評価されており、現代中国の国際問題研究刊行物において独自の特色を有している

といえる。 

（一）種類と区分  

中国における日本研究の重要な媒体として、日本研究刊行物は確固たる地位を築き上げ、堅実

な努力を続けてきたことでこれまでに例を見ないほどの発展状況にある。 

1．種類  

現代に至るまで、国内では全国規模の日本研究実態調査が3回実施されている 3。2009年に日本

研究刊行物に対して実施された調査、ならびにこれら3回の結果を踏まえ、調査主体はその発展の状

況に大きな関心を示している。 

現代中国の日本研究刊行物の勃興は中国改革開放後であり、日本研究は1980年代初中期にか

け再び活動が活発となった。日本研究刊行物も徐々に復興し、総合的な刊行物が5種類、専門的な

刊行物が9種類登場した。20世紀末の調査統計によると、日本研究刊行物はピーク時には33種類に

達したことが分かる。目下、筆者の2015年末の統計によると日本研究刊行物は17種類存在している。

日本研究刊行物の始まりは20世紀初頭であり、累計で100種類以上に及ぶ。このように中国の国別

研究刊行物は世界的に見て極めてまれな存在であるといえる。 

図 1は、1980年代、1990年代と新世紀以降における日本研究刊行物数の推移を示したものであ

る。  

 

注 ：統計は1984、1997、2015年の年末。  

図 1 現代中国の日本研究刊行物数の推移  

現代、中国の日本研究刊行物が発展した大きな原動力は改革開放である。改革開放の時流に乗

ると、1979年、早くも『日本語学習と研究』が創刊された。1980年代初中期には「日本ブーム」が到来

し、1985年には日本研究刊行物の創刊数はピークに達し、1年間で6種類の日本語研究刊行物が創

刊されている。例えば『日本学刊』（以前は『日本問題』）、『日本研究』、現在は出版を停止している

                                                   
3 日本国際交流基金会編集発行『中国における日本研究』（非売品、1987 年 5 月）、中華日本学会・北京日本学研究中心

編集『中国における日本研究』（社会科学文献出版社、1997 年 9 月）、中華日本学会・南開大学日本研究院・日本国際交

流基金『中国における日本研究（1997—2009）』（参考資料、2010 年 5 月）  
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が『日本フォーラム』、『日本』などが挙げられる。人々は刊行物の命名にもこだわったため、刊名の争

いも生じた。このような創刊ラッシュを迎え膨大な刊行物が出版されたことで、中国は「世界一」とみなさ

れるようになった。 

1990年代初中期に入ると、国家による厳しい新刊審査が行われたため、新たなスタイルの日本研

究刊行物―学術集刊（通称「代理刊行物書物」、書物式雑誌）が新しい勢力として台頭した。例えば

『日本学研究』、『日本研究論集』（『南開日本研究』の前身）、『日本学研究論叢』などが挙げられる。

日本研究刊行物が増えたことで、新世紀初期、一部の地域においては日本研究の刊名にある傾向

が見られるようになった。2011年 5月、当時、中国においては最も新しい日本研究機関となる中国海

洋大学日本研究センターが設立され、『海大日本研究』が翌年から発行されるようになった。これより

前の2009年 4月には中国理工科学最高学府である清華大学に日本研究センターが設立され、『清

華日本研究』の出版が計画され世に出る寸前までいったが、様々な原因により2014年 2月、社会科学

文献出版社が「呼びかけに応えて」学術集刊『清華日本研究』を出版している。これが現在では、中

国における最も新しい日本研究刊行物となった。 

 

表 1 現代中国の日本研究刊行物一覧  

注 ：記載は創刊された順  

 

中国に存在する数多くの国際問題研究刊行物が、日本研究論文として研究の中心となっているケ

ースがある。例えば1991年 1月創刊の『日本学フォーラム』は、現在は名前が変わり『外国問題研究』

となったが、日本研究がその内容の中心となっている。似たような例として、天津社会科学院東北アジ

ア研究所が創刊した『東北アジア学刊』が挙げられる。  
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2．区分  

現代中国の日本研究刊行物は非常に多いが、内容、類別、出版頻度、発行範囲に基づき以下

のように区分できる。 

 

表 2  現代中国の日本研究刊行物の区分  

内   容  

総合誌  
総合性刊行物  

日本青書  

専門誌  

日本経済刊行物  

日本経済青書  

日本語学刊行物  

中日関係史刊行物  

類  別  

正式出版物  
中国標準連続刊行物  

学術集刊  

非正式出版物  
書物型雑誌標準証明刊行物  

内部出版物  

出版頻度  
定   期  

2 カ月に 1 度  

3 カ月に 1 度  

半年に 1 度  

年に 1 度  

不定期  不定期  

発行地域  
国内外  

国内  

 

中国の日本研究刊行物を編集する団体は東北、華北（京津）地区に集中しており、日本研究刊

行物のバックボーンとなる研究機関、または日本研究学術団体によりその内容が決定されている。そし

てそれらの機関は、大学、社会科学院、民間学術団体という三大機関で構成されている。このうち、

中国東北、華北（京津）地区の日本研究機関の歴史が最も長い。目下、中国七大全国民間日本研

究学術団体―中華日本学会、全国日本経済学会、中国中日関係史学会、中国日本史学会、中

国日本語教学研究会、中国日本文学研究会、中華日本哲学会―が多くの日本研究刊行物を編

集している。（表 3を参照） 

 

表 3  中国全国の日本研究学術団体及び刊行物  

番号  名称  団体刊行物  

1 中華日本学会   『日本学刊』 

2 全国日本経済学会  『現代日本経済』 

3 中国日本史学会   

4 中国中日関係史学会  『中日関係史研究』 

5 中国日本語教学研究会  『日本語学習と研究』 

6 中国日本文学研究会   

7 中華日本哲学会   

近年、青書が中国社会経済においてますます重要な役割を担うようになっている。当該領域の実

態を反映する年度報告として、青書は一種の年鑑情報刊行物となっている。そして、当該分野の学

者と研究団体の権威ある学術論点を中核に据えることが重要とされている。 

中国は先進国別年度出版物－『日本青書』を2009年 8月に出版した。これより前には、『日本経済

青書』が2008年 5月に出版されている。これらは年度シリーズの定期出版物であり刊行物として編集さ
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れており、広い意味で日本研究刊行物と呼ぶこともできる。こうした青書が出版され、中国の日本研究

刊行物の種類はさらに豊富になった。新世紀初頭から今日までの十数年間にわたる研究により、徐々

に『日本青書』、『日本経済青書』という二大「発展レポート」刊行物が大きな影響力を持つようになっ

たと言われる。 

 

表 4  日本発展レポート、日本青書一覧  

番号  名称  編集者  出版機関  出版年月  

1 日本発展レポート(2000—2001) 高増傑  社会科学文献出版社  2002.7 

2 日本 :2001 高増傑  世界知識出版社  2002.8 

3 日本 :2002 蒋立峰  世界知識出版社  2003.10 

4 日本 :2003 蒋立峰  世界知識出版社  2004.9 

5 日本 :2004 蒋立峰  世界知識出版社  2005.9 

6 日本 :2005 蒋立峰  世界知識出版社  2006.10 

7 日本 :2006 金熙德  世界知識出版社  2007.7 

8 日本 :2007 金熙德  世界知識出版社  2008.8 

9 日本青書 :日本発展レポート(2009) 李薇  社会科学文献出版社  2009.8 

10 日本青書 :日本発展レポート(2010) 李薇  社会科学文献出版社  2010.5 

11 日本青書 :日本発展レポート(2011) 李薇  社会科学文献出版社  2011.4 

12 日本青書 :日本発展レポート(2012) 李薇  社会科学文献出版社  2012.5 

13 日本青書 :日本研究レポート(2013) 李薇  社会科学文献出版社  2013.5 

14 日本青書 :日本研究レポート(2014) 李薇  社会科学文献出版社  2014.3 

15 日本青書 :日本研究レポート(2015) 李薇  社会科学文献出版社  2015.4 

16 
日本経済青書 :日本経済と中日貿易経済関係の

発展レポート(2008) 
王洛林  社会科学文献出版社  2008.5 

17 
日本経済青書 :日本経済と中日貿易経済関係の

発展レポート(2009) 
王洛林  社会科学文献出版社  2009.7 

18 
日本経済青書 :日本経済と中日貿易経済関係の

発展レポート(2010) 
王洛林  社会科学文献出版社  2010.5 

19 
日本経済青書 :日本経済と中日貿易経済関係の

発展レポート(2011) 
王洛林  社会科学文献出版社  2011.5 

20 
日本経済青書 :日本経済と中日貿易経済関係の

発展レポート(2012) 

王洛林

張季風  
社会科学文献出版社  2012.5 

21 
日本経済青書 :日本経済と中日貿易経済関係の

研究レポート(2013) 

王洛林

張季風  
社会科学文献出版社  2013.5 

22 
日本経済青書 :日本経済と中日貿易経済関係の

研究レポート(2014) 

王洛林

張季風  
社会科学文献出版社  2014.5 

23 
日本経済青書 :日本経済と中日貿易経済関係の

研究レポート(2015) 

王洛林

張季風  
社会科学文献出版社  2015.5 
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（二）社会評価  

長年にわたり発展を続けてきたことで、中国の日本研究刊行物の全体的なレベルは徐々に向上し

たといえる。改革開放が進むにつれ、日本研究刊行物の視野は日に日に広がり、論文の内容と研究

領域も広がっていった。中国の日本研究と日中関係の研究分野において多くの論文が最前線に位

置している。論文の内容も深くなり、日本研究の規律理論に関する討議も活発になっていった。例え

ば、各刊行物上で関係する研究方法論が討議された結果、日本研究の方法の創新が重要視される

ようになった。また、刊行物の筆者群の構成が改善され、専門分野が多様化したことで若い学者も力

を発揮できるようになり、ベテラン、中堅、若手が連携した専門兼任チームが編成された。その活動内

容には、各機構の創新作業への積極的な参加、編集チームと査読チームの強化、健全な制度と規

約の制定、双方向からの匿名による原稿チェック、社会科学定期刊行物学術品行チェックシステムの

導入、学術規範の強化などが含まれており、刊行物の質と学術の公平性を高めるために、公正かつ

適切な条件を制定してきた。 

何代にもわたる編集者の努力により、中国の日本研究刊行物は高い学術レベルと出版品質を保っ

てきた。多くの日本研究刊行物は「中国文化中心定期刊行物」として「中国文化社会科学引用文索

引」（CSSCI）に登録されており、多様な人文社会科学事業の発展と研究評価システムを作り上げてき

た。例えば『日本学刊』、『日本研究』、『現代日本経済』、『日本語学習と研究』などがそれに当たる。 

日本研究刊行物の発表した論文は上級主管部門と社会から重要視され、刊行物そのものも高い

称賛を得ている。学術への影響も広い範囲に及んだ。多くの論文は『中国社会科学要約』、『コピー

雑誌資料』などに分冊され、ネットワークデータベースなどに全文収録されている。抜粋した内容は『人

民日報』、『経済日報』、『中国青年報』、『北京日報』、『新華要約』、『高等学校文科学術要約』、

『中国日報』、『朝日新聞』、『世界週報』などの国内外雑誌のほか、新華網、人民網、中国網などの

主流媒体に転載されたり、要約されたりしている。また、中央テレビ局、新華社ネットワークテレビ局な

どでも放映された。日本研究刊行物や掲載された論文に優秀賞を授与する省級部門や社会科学定

期刊行物ネットワークからも推奨された。例えば『日本学刊』は創刊以来、連続で3回中国社会科学

院優秀定期刊行物賞を受賞している。その機関は日本研究所の根本安雄、隅谷三喜男からの資金

と寄付金で成り立っており、その基金は優秀論文選評活動にも使われている。その影響力は広い範

囲に及ぶ。 

（三）交流研究討論  

日中両国の社会経済の発展に伴い、中国の日本研究刊行物の学術交流は活発になってきてい

る。国内交流が頻繁に行われるようになり、編集部や雑誌社主催の専門研究討論会、年末回顧会な

どが開催されており、日本研究刊行物の編集者も積極的に国外や香港、マカオ、台湾地区と交流を

重ねている。これらすべての活動は学理と実践において中国の日本研究刊行物全体のレベルを押し

上げる影響力を有している。このことから、日本研究刊行物も人々の注目を浴び、研究対象となって

おり、中でも、中国の日本研究における全国民間の学術団体―中華日本学会が主導的な役割を担

っている。 

1990年代になると、中華日本学会の協力のもと、4回の全国規模となる日本研究刊行物学術討論

会が開催され、そのうち1回は国際研究討論会として開催された。1995年 10月に中国丹東で開催さ

れた「戦後 50周年の記念及び中国日本研究雑誌歴の回顧と展望をテーマとした国際学術シンポジ
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ウム」では会議論文集『中国の日本研究雑誌歴史回顧と展望』 4が披露され、中国、香港、台湾、日

本の学者が研究討論に参加、返還前の香港における日本研究とまだ「三通（直接の郵便、通商、通

航）」がなかった台湾の日本研究刊行物のベールを解き明かした。これにより、国内外の先進的な刊

行物編集の経験が吸収され、各刊行物編集部間のコミュニケーションも密接になり、刊行物のレベル

が高まるという良い作用が見られるようになった。 

これを契機に、中国の日本研究刊行物は国境を超え世界に進出していき、その内包と外延も必然

的に充実していった。2010年 9月には、香港大学に中華日本大学研究協会が設立された。翌年 1月

には香港大学に現代言語及び文化学院が「中国日本研究の深さ及び世界との繋がり―」というテー

マで編集側の視点から見た学術シンポジウムを開催し、中国内地、香港の日本研究雑誌及び関係

する合計 11の国際問題雑誌の編集者 20名近くが出席した。出席者は日本研究刊行物や総合的国

際問題刊行物の視点から、その基本評価、歴史使命と刊行物の水準を高める方法などに対する研

究討論を行った。2012年 10月には『雑誌視点：中国日本研究の深さと世界との繋がり』 5を出版して

いる。この書籍は上述の中国日本研究刊行物の第 5回全国規模の学術シンポジウムをベースに編集

されている。この書籍の執筆者は雑誌編集の専門的な視点に立ち、中国の日本研究及び世界の日

本研究の概況と趨勢に対する評価を行っている。具体的には、中国の日本研究が国際的な立場で

発言権を得る方法、日本研究刊行物の歴史沿革と使命、創新と規範、中国内地と香港、マカオ、台

湾の交流と協力、刊行物の水準を高める方法などであり、中国の日本研究の発展に関する重要な情

報を記載しているといえる。 

2015年 5月 24日、中国の社会科学院日本研究所と『日本学刊』編集部が主催する「第 6回全国日

本研究雑誌シンポジウム及び『日本学刊』創刊 30周年記念会」が北京で開催された。国務院ニュー

ス事務室元主任・趙啓正、中国社会科学副院長・李培林、文化部元副部長・劉徳有、中国社会科

学院元副院長・武寅、中国社会科学院栄誉学部員会のメンバー等が会議に出席し、そのほかにも

国内の各大学や科学研究機関から10数名の日本問題の専門家を迎え、さらに『日本学刊』、『日本

研究』、『現代日本経済』、『日本語学習と研究』、『中日関係史研究』、『日本学研究』、『日本研究

集林』、『現代日本』、『南開日本研究』、『世界経済と政治』、『現代アジア太平洋』『東北アジアフォ

ーラム』、『東北アジア学刊』、『外国問題研究』など、中国の主要な日本研究刊行物及び関係する国

際問題研究刊行物の編集部の主任が会議に出席した。出席者らは、日本研究刊行物の発展の現

状と未来、刊行物の水準と編集の質の向上、学術研究結果を党と国家にどのように提言するかなど

をテーマに掲げ、意義深い討論を行った。会議では定期刊行物の創刊と創新、定期刊行物の編集と

ネット刊行物の設立、研究実態と成果媒体などのテーマについても論じられた。その結果、一歩踏み

込んで全世界の学術共同体の構築に積極的に参加していくことや、中国の日本研究が外を向き多く

のルートと連携しながら執筆内容を向上させること、データ化の発展歩調を速めていくことなどが提案

された。 

研究討論会の活動の1つとして、『日本学刊』編集部が「中国日本研究雑誌展」を開催し、現代中

国の主要日本研究刊行物と関係する定期刊行物、さらに前世紀初中期の日本研究刊行物の写真

製版印刷の一部、合計 57種類、70冊が展覧された。その中の22冊は創刊号であり、実物であった。 

中華日本学会は日本国際交流基金の資金のもと、代表団の日本視察を2度実施し、中国の日本

研究刊行物編集者の国際的な視野を広げ、日本と編集に関する理解を同時に深めることができた。 

  

                                                   
4 馬興国・崔新京編『中国的日本研究雑志歴史回顧与展望』（遼寧大学出版社 ,  1995）  
5 林昶編『雑誌視点：中国日本研究的深化及其与世界的鏈接』（世界知識出版社 ,  2012）  
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（四）データ化の構築  

今日、人々の生活と書物を読む習慣が変化しデータ化時代となったことで、インターネットを通じ豊

富な情報伝達技術が開拓された。6.68億人いるといわれている中国ネット利用者の数は増加を続け

ており、ネットワーク革命の勢いが増している。中国の日本研究刊行物の存在をすぐに危うくするほど

の圧力とはならないが、放っておくことのできない問題でもある。このため、積極的に行動を起し、絶え

間なく創新の努力を払い続け、データ化時代における伝統的な媒体と新興媒体の挑戦に応えていく

必要がある。 

中国の日本研究刊行物はネットワーク時代に積極的に参入している：(1)新しい読み物としてのニー

ズに応え、日本研究刊行物のネットワーク上での掲載を試みている。 (2)日本研究刊行物のデータ化

の過程で高度付加価値をつけた加工に取り組んでいる。（3）インターネットの優位性を利用し、オンラ

イン、オフライン双方における読者を増やいていくとともに、執筆者とのコミュニケーションを図ることによ

り、潜在的なテーマを掘り起こし、学会の動向につき理解を深めている。 

1.主流媒体によるインターネットの有効利用  

積極的に有効な主流媒体のインターネット活用を推進することにより、中国の日本研究刊行物にお

ける絵選び抜かれた情報を迅速に読者とネット利用者に届けることができる。例えば、『日本学刊』編

集部は日本研究所、新華網および人民網と戦略上提携し、毎回刊行物を出版する前に編集部が

新華網と人民網に推奨論文をダイジェスト版で紹介している。掲載率はほぼ100%にのぼる。オリジナ

ルの論文はウェブサイト専門家からも高い評価を受けており、日本研究刊行物の主要媒体として全面

的な支持を得ている。 

『日本学刊』は刊行物のタイトルを人民網上ではじめて公表した。『日本学刊』はネット上で「日中

間には争いがある」といった論調の中で「日中間で大規模戦争が発生する可能性はほとんどない」と

言及したが、これは学術刊行物が社会の風潮や世論を体現した例であるといえる。そして、『日本学

刊』のダイジェスト版は他のほとんど全ての主要ウェブサイトにも転載された。これには中国網、鳳凰網

など著名なウェブサイトが含まれている。さらに「輸出から国内販売へ」という事例を挙げることができる。

新華社は『参考資料』として2014年 10月にアメリカの『The Nat ional Interest』を一部翻訳して、隔月

刊行ウェブサイト文章評価『日本学刊』2014年第 2期において、著名な国際関係学者である時殷弘

が『日本政治の右傾化と中日関係の考え方及び戦略課題』として掲載した。その中で「この文章を通

し、人々は現在、対日新方策の下準備が行われていることをひと目で理解できるだろう。全文は著名

な中国社会科学院の重要な刊行物上で発表されており、その前置きとなる。」と述べている。 

現在、中国の日本研究刊行物の大部分は独自のウェブサイトを開設しているか、所属する機関の

ホームページ上でウェブサイトを開設している。例えば『日本学刊』、『日本研究』、『日本問題研究』、

『日本語学習と研究』、『日本研究集林』などがそうである。 

日本学刊行物を例に挙げる。「日本学刊ネットワーク」は、社会科学院ネットワークセンターを本部と

する「期刊方陣」の開設に伴い構築された。2013年末には、日本学刊ネットワークは第 1回となる改訂

を実施し、ウェブサイトは更に充実したものとなった。2015年の初めには、社会科学文献の掲載の要

請もあり、日本学刊網の第 2回改訂が実施され、ウェブサイトの安定性が大幅に向上した。日本学刊

網は日本研究所で管理されており、中華日本学会と『日本学刊』に基づく中国日本研究学術定期

刊行物の公式ウェブサイトとなっている。目的は『日本学刊』の影響力を拡大し、紙以外のサービスの

提供と双方の作用を強化し、日本研究学者、読者、ネット住民に迅速でタイムリーな情報を提供する

ことである。 

社会科学文献出版社の要請を受け、日本学刊網は定期刊行物の編集システムを強化してきた。

編集管理システムが稼働し、執筆者はオンライン上で専門家の原稿チェックを受けることができ、出版



◆第一部 中国の日本研究―各分野の現状 

154  

物のネットワーク化という趨勢に適用することができるようになった。ウェブサイトドメインもトップレベルか

らサードレベルまで取得し、索引機能も非常に充実しており便利である。 

日本学刊網は政治と学術の方向性を正しく導くものであり、重大理論と現実問題に注意を向けて

いる。全国の日本研究機構と著名な日本研究専門家、学者の意見をベースに、重要な文書を推奨

している。 

日本学刊網はサービス面でも充実しており使い勝手を重視した作りになっている。改訂後の日本学

刊網のホームページは美しくなり、新しいアイコンLogoが設計された。日本学刊網には現在 50近くの

項目が存在する。中でも、主なものは、『日本学刊』の新刊中日文内容概要、中英文目録、重点文

章とダイジェスト版、日本のニュースに関係する写真報道、ネット論文の5つである。タイムリーな日本学

刊の情報が見られるだけでなく、現在の中国と他の日本研究刊行物の最新目録を見ることもできる。 

日本学刊網の自慢のサービスに2014-2015年の新刊以外の刊行物全ての論文のPDFでの無料

提供がある。また、日本研究者のためにデータベースと調査閲覧を編集ツールのひとつとして準備して

いる。 

カテゴリーを増設する際に、いくつかのオリジナルニュースが日本学刊編集部により採択され、特定

のテーマとして加えられるため、『日本学刊』の論文には付加価値が加わることになる。例えば、「安倍

内閣の経済学」という単独の特集テーマを設け、関係する記事その背景の情報を集約している。 

2013年末には新華網に日本学刊網がリンクし、日本学刊網のブランド価値がさらに向上している。 

2.微信の公式プラットフォームを創設  

現在、中国の日本研究刊行物は全て微信公式プラットフォームを開設している。各日本研究刊行

物の微信プラットフォームは主に新刊発行前の目録や記事のダイジェスト紹介に用いられており、日

本研究刊行物は微信公式プラットフォームを主要な「発信力」ツールとみなしている。ニュースの情報、

各刊行物の論文には限界があるものの、非常に簡単に紙面をデータ化することができるため、刊行物

の内容を手直しする際に大きな意義を持つ。多くの刊行物は、付加価値を加えることに注力しており、

文末に文章リンクとウェブサイトのQRコードを掲載している。スキャンするとすぐにホームページに移動

できるため、深く読み込むことができ、ウェブサイトの宣伝にもなっている。 

これほかにも、多くの日本研究刊行物は微信グループを設立しており、転載などのプラットフォーム

以外に内容、情報、討論などを発信している。また、定期刊行物の審査編集者とコミュニケーションル

ートを構築しており、編集者による論文評論などが可能となり、刊行物に一定の参考情報が提供され

ている。 

3.ネットワーク改善編集作業  

現在、各日本研究刊行物の編集部が開設している双方向での編集プラットフォームと投稿システ

ムは、既に成熟しているため、刊行物を掲載するのに良い条件がそろっているといえる。ネットワークの

優位性は言うまでもなく、作業効率（例えば、これまでは編集に際し図書館を利用していたが、現在は

「百度」などの検察サイトが問題解決の手段として加えられている）も向上している。さらに各方面から

チェックを受けることができるため、編集作業は効率よく行われ、原稿をPDFに編集しネット上で伝送す

ることができるためエコロジーという観点からも有効である。 
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三、内容の変化と全体特徴 

1930～1940年代、強烈な現実指向性と抗日思想を満たすことで、中国の日本研究刊行物は急速

な勢いで成長し、第 1次ピークを迎えた。そして新中国成立後、特に改革開放が第 2次ピークを迎える

直接的な要素となったのである。これは、改革開放と指導者の積極的な推進によるものであり、現実

的には当時の日中関係が大きく影響を与えた。 

現代中国の日本研究刊行物には、主観的な考えから客観的な考えならびに科学性が向上したと

いう変化がみられる。さらに、詳しく見ていくと、1980年代～1990年代初頭にかけての発展期と1990年

代中期から今に至るまでの調整期のふたつに分けることができる。改革開放以降、中国の日本研究

刊行物は徐々に増えていき、1960、1970年代には批判する姿勢が編集のベースにあったことが問題

視されたものの、1980年代の参考にする、称賛するという編集方針を経て、現在では日本社会と経済

の発展状況を論証研究するに至っている。 

多年に渡る発展を通し、中国の日本研究刊行物で扱われる研究領域は広がりを見せており、日本

政治、外交、経済、科学技術、社会、文化、言語などの各分野にまで及ぶようになっていった。 

（一）言語研究刊行物の始まりと経済研究刊行物の勃興  

改革開放以降、中国の日本研究刊行物は飛躍的に増えた。その一つの要因として「復活式増加」

が挙げられる。『日本語学習と研究』などの刊行物はその当時の「日本ブーム」に呼応し、日本語学習

者の需要に適合したのである。その時から日本語はひそかに英語に次ぐ第二の言語となっていき、そ

れに伴い、日本研究機関から日本研究刊行物が復刊されるようになった。掲載内容は翻訳編集され、

タイムリーな評価がその中心であった。 

そして次第に、編集の主軸は経済に向けられるようになり、日本の成功経験を参考に研究すること

が、中国の日本研究刊行物の中心となっていったのである。中国の近代化を実現するためには日本

の経験を参考にし、資金調達と技術開発を行う必要があった。また、日本が国際水準に適合して経

済発展を成し遂げたことを学び、中日の経済関係を一層強化するため経済を中心に据えた研究を行

ったことで、日本経済研究論文が新しい勢力として登場したのである。近代化論も日本研究の成果を

骨組みに活発に論議されている。そして、全国唯一の経済研究刊行物である『現代日本経済 』が

1982年に創刊されたのである。日本経済研究論文として日本研究刊行物の中で確固とした地位を占

めるとともに、独自の風格を持つ存在となった。 

1980年代中後期～1990年代初頭にかけ「文化熱」が一世風靡したため「日本経済研究熱」に加

え、「日本文化研究熱」が高まっていった。現在は刊行を停止している『中日文化と交流』、『日本市

場経済』、『日本文化研究』はこの時期に誕生し、中国日本研究刊行物の発展に大きく貢献した。 

（二）総合刊行物と学術集刊の厚積薄発  

開放思想に伴い、事実に基づく真実を求める精神が人々の心に根づくようになり、これまでの思想

から解き放たれた。それは同時に、中国の日本研究刊行物の学術視野が広がり、研究成果が様々な

分野に及ぶこととなり、総合日本研究刊行物の勢いも増し、精度の高い学術論文が発表されることに

つながった。 

1990年代に入ると、日本研究はさらに深まり、日本研究についての論議が総合日本研究刊行物

上で行われるようになった。日本研究を深耕し、他の異なる分野の学科にも浸透させるため新たな研

究方法も導入された。例えば国ごとの研究を追求するのではなく、世界という観点から日本を研究した。

過去のある特定の時期の自然科学領域に目を向け、いまだ発見されていない法則と新たな観点を提
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起したのである。これにより、学術の気風が盛り上がり、中国の日本研究刊行物は日増しに成熟、学

術の実力も備わっていった。 

1990年代中期以降、特に21世紀に入ると、国際的にも地域的にも大きな変化が起こり、中日両国

には好機と同時に、課題と衝突が生じるようになった。中国の総合的国力と国際的地位の向上に伴

い、中日両国の実力が逆転、政治関係に微妙な変化が生じるようになったのである。総合日本研究

刊行物の編集軸も日本経済から日本政治へと移り、これは歴史上の「転換」期と言える。この時期の

総合日本研究刊行物には、日本政治に関する研究論文が大量に発表されており、日本の政局の動

揺と右傾化、中日政局の波乱、国民感情の悪化などがこの転換を後押しした。しかしながらその過程

においても、中日双方の関係は相互依存しており、両国の経済はトレードオフである文化的内因が反

映され、徐々に対策と応用研究分野が増えていった。とは言え、基礎理論研究は少なくなったものの、

応用研究と基礎研究は共に重要視され、その数と精度は飛躍的に向上、学術作品と見なされるよう

になった。 

『日本学刊』を例に挙げると、日本政治研究分野における掲載論文数は、新世紀に入り10年間、

国際問題に関する主要定期刊行物の第 1位を占めている（表 5参照）。また『日本学刊』の日本政治

研究論文はその分野における理論と現実問題を特集テーマとして掲げ注目を集めている。日本の政

局の変化、政治体制及び変革、政党政治、政治の右傾化、政治過程と文化など、中日関係におい

て関心が高いと思われる全てのテーマを網羅しており、戦後の日本の発展の軌跡と戦略課題が見え

てくる。 

 

表5  2001—2010年に中国主要国際問題定期刊行物に掲載された日本政治研究論文数 

刊  名  日本学刊  
世界経済

と政治  

近代国際

関係  

現 代 アジ

ア太平洋  

東北アジア

フォーラム 

日本学  

フォーラム 

国際問題

研究  

数  量  80 2 7 11 18 21 4 

注 ：『日本学フォーラム』は2009年に刊名を『外国問題 研究 』に変更している。  

資料 ：『日本学刊 』2011年第 3期、第 24ページを参照。 

 

新世紀以降、特に新世紀初頭の10年間に、中国の日本研究刊行物は国家の現実的な課題と密

接な関係を持つようなり、経世済民という社会成果を生み出すようになっていった。いくつかの中国日

本研究刊行物の母体機関は「シンクタンク（ブレーントラスト）」と位置づけられ、日本研究刊行物を日

本研究の様々な分野に適応させることが求められている。国際社会の新たな趨勢を反映し、日本研

究における重大理論と現実的な課題を注視しているのである。例えば、中国社会科学院が設立した

新プロジェクトでは、学術に所属するという定期刊行物に対する明確な要求が記されている。すなわち、

「現実的な応用研究を主要な研究単位とする学術定期刊行物」という規定があるため、年間に発表

される重大理論と現実課題の研究論文の比率が80％を下回ることがないのである。 

このため、多くの日本研究刊行物に掲載される論文は、一般的な紹介文は掲載せず、理論と現実

の融合、歴史の考察、日本国家の発展方向と戦略課題、大国との関係、地域間の協力と信頼、最

先端の理論などに主軸を置いている。新世紀の10年間における日本研究刊行物は、国別の研究とし

て日本を研究することが主流となっており、国際情勢下における日本の現実と歴史的学術面を深く研

究した系統だった論文が次々と登場した。国際的視野で日本を捉え、異なる国籍、異なる学術背景、

異なる学科分野を持つ学者らの論文を掲載した。多次元分析で日本を研究し、国際日本研究会の

結論に疑問を投げかけ、中国の日本研究をより一層深めたことにより、現在の中国の日本研究刊行

物は一大勢力に発展したといえる。新世紀以降、日本研究刊行物が発表してきた主要な論文を以

下に挙げる。 
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表 6  新世紀以降の主要な中国日本研究刊行物の国際的な論文  

テーマ 執筆者  刊行物出版  

熱戦   冷戦   温戦——国際背景下における日本政治の方向と

中日関係  

武   寅  『日本学刊』2002 年第 4 期  

国際構造の変化と未来の中国、日本、アメリカの関係  劉江永  『日本学刊』2010 年第 1 期  

発展と世界趨勢に一致する中日関係―中国とアメリカの駆け引

きにより影響を受ける中日関係  

馮昭奎  『日本学刊』2010 年第 6 期  

全世界金融危機という背景における日本とアメリカの同盟関係  耿麗華  『日本研究』2010 年第 2 期  

中国周辺の安全環境と中日関係  魯義  『日本研究』2011 年第 3 期  

東日本大地震が日本経済と世界経済に与える影響  張季風  『現代日本経済』2011 年第 4

期  

日清戦争以降の東アジア戦略構成の変化―120 年間の中日

関係及び未来予測  

劉江永  『日本学刊』2014 年第 1 期  

東亜の「戦後を脱した」東アジアと中日交流の転換  劉建平  『日本学刊』2014 年第 3 期  

中国周辺地区情勢と中日関係  張蘊嶺  『日本学刊』2014 年第 5 期  

国際戦略構成の変化と中日関係  朱   鋒  『日本学刊』2014 年第 6 期  

現在の中国、アメリカ、日本関係の戦略形勢と任務―マクロ的

な視野での討論  

時殷弘  

 

『日本学刊』2015 年第 1 期  

 

地政学思想が中国、アメリカ、日本の関係に与える影響  劉江永  『日本学刊』2015 年第 3 期  

 

相対的にみれば、日本研究学術集刊は年間での出版が多く、出版間隔を長くすることで長所を生

かし、短所をカバーしてきた。現実動態には触れず、日本の歴史、社会、文化などの基礎分野の深耕

を進めてきた。その代表が『日本学』と『南開日本研究』である。20年あまりの発展を通し、日本研究

学術集刊は日本研究機関に所属する優位性を発揮し、日本の歴史、社会、文化研究の分野を斬

新な形式で発表した。根拠は十分で、資料のベースもしっかりとした研究論文であり、中国の日本研

究刊行物をサポートしている。ページ数に限りがあるため、ここでは例を挙げることはしない。 

（三）回顧、展望に加え、史料としての機能を持つ青書  

中華日本学会、全国日本経済学会、中国社会科学院の日本研究所、社会科学文献出版社が

協力して『日本青書』、『日本経済青書』を発表し、中国の日本研究刊行物の地位は確固たるものと

なった。こうした青書は中国の社会経済において大きな影響力があり、実証性、適合性、対策性で突

出している。毎年連続して出版するという特徴が中国における日本研究の「風向計」となっており、学

術ブランドとして評価されている。 

年度データでもあり研究出版物でもある『日本青書』、『日本経済青書』では、回顧と展望について

学術的な評価が付与されている。青書が発表されると、その年の日本の動向と中日関係が主要な事

項として観測分析されるようになった。近年では、東シナ海問題の共通認識、東日本大震災、釣魚島

の主権争い、安倍内閣の経済施策、日本の集団自衛権行使の容認、新安保法などが関係する日

本国家の発展方向と中日関係に焦点が当てられているが、それらの問題は全て反映されている。同

時に、青書の動態観測と分析には一貫性があるため、いくつかの固定問題、例えば、日本の政局、

日本経済、中日関係、中日貿易経済関係、日米関係、日韓関係、日本と東南アジアなどが青書の

追跡項目となっており、史料としての特性も備わっている。目覚ましい可能性が秘められており、多くの

論文が結びつけば目を見張るような日本現代史となるであろう！ 

http://www.cnki.net/kcms/detail/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFQ&sfield=au&skey=%e8%80%bf%e4%b8%bd%e5%8d%8e&code=07930481;
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『日本青書』は主に中国社会科学院日本研究所の学者らの努力と、ある一定期間、社会科学院、

中央党学校、清華大学、国際関係学院などの科学研究機関と大学の日本問題の専門家が参画し

協力したことにより完成した。『日本経済青書』は専門書として、日本経済と中日貿易経済関係に対

する多角的な動態分析を行っている「青書」であり、主に全国日本経済学会の常務理事と理事らによ

り選稿されている。彼らは国内の科学研究機関大学などの日本経済問題研究の専門家及び学者で

ある。また、日本の内閣府、日本貿易振興機構などの公的機関に関係する人々の意見も考慮にいれ

ている。そのため、客観性、科学性、権威性を有しているという特長がある。これ以外に、青書は日本

大事記及び日本政府の機構データ図表を収録しているので参考資料としての価値も高い。 

2013年から『日本青書』、『日本経済青書』のサブテーマとして「日本研究レポート」と「日本経済と

中日貿易経済研究レポート」が設けられ、中国社会科学院所長の意見が反映されている点も青書の

研究色を強めている。2012年以降『日本青書』と『日本経済青書』は3度にわたり社会科学文献出版

社による「優秀皮書賞」を受賞しており、その実績と日に日に拡大する影響力が見て取れる。 

（四）研究視点とその方法  

中国の国家としての力が徐々に強くなってきたことと、多年に渡る試行と経験の蓄積により、中国の

日本研究刊行物の方向性も固まりつつある。これにより、中国の学者が信念を持ち自信を深めるとと

もに、経験から教訓を得て研究の視点としてきたことで国内の主体的な視点は絶えず増加していった。

1990年代になると、日本のバブル経済が崩壊したが、増長の兆しが中国にも見られ、同様の余波と苦

難に立ち向かうため欧米から学ぶとともに日本にも注意を向けるようになった。中国の日本研究刊行

物は「日本の経験」、「日本モデル」を参考にすることから、失敗から教訓を学び取る方向に変化してき

ている。一時期、日本研究刊行物では日本経済に関係する研究として、バブル経済と長期にわたる

不況、経済体制と構造改革、財政金融政策、企業ガバナンスに関する情報が取り上げられていた。 6 

中国の主体者意識は次第に強まり、研究意識は「他律」から「自律 」へと変化し「自覚 」へと向かっ

ている。 7日本研究刊行物の論題の主旨は改革開放初頭の現実実利型から、1990年代中期以降

には日本を客観的な研究対象として観察する方向へと変化し、歴史発展の視点から日本経済、政

治、社会文化を研究する一方で多元的な総合研究を行い、日本の栄枯盛衰の背景にある潜在的な

矛盾と相互関係などを理論的に捉え、客観的な分析、未来予測とともに多次元的視点における中国

の方向性を徐々に確立してきた。そして研究方法をより一層客観的に、かつその多様性を深めていき、

過分に誉めることは控え、理知的論証を増やすことで、大量の「叙述」から「道理を説く」形へと移行し

ていき、時評や紹介から論理を第一とする方向へと転換した。論証唯物主義思想を武器に経済モデ

ルなどのデータ分析研究方法を導入し、その理論機能を強化、学術視野を拡大していった。 

新世紀以降、中国の日本研究刊行物の創新とデータ化構築の歩みは加速する。多くの日本研究

刊行物編集部は独立、または連合で定期刊行物編集を行い、ネットワーク研究シンポジウムを開催し

てきた。例えば2014年 12月 15日には「日本研究定期刊行物創新研究シンポジウム及び『日本学刊』

編集委員会拡大大会」が開催され、2015年 10月 13日には、中国社会科学院日本研究所『日本学

刊』編集部が「第一回日本研究フォーラム：最先端の問題と学科建設」を開催し、中国の日本研究

刊行物の研究方法における創新課題を提起した。 

                                                   
6 莽景石『中国的日本経済研究（1997—2007）』を参照。中華日本学会、南開大学日本研究院、日本国際交流基金『中国

の日本研究（1997—2009）』（参考資料、2010 年 5 月 ,  23-41 頁）  
7 胡令遠「試論戦后我国中日文化関係研究的結構性転変及其意義——以原創性研究為中心」（『日本学刊』2010 年第 6
期 ,  136-144 頁）を参照。  
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（五）全体特性  

新世紀以降、中国の日本研究刊行物は研究対象として、多くの人に認知され、その分野では突

出してきたという特長がある。 

1.鮮明な時代の特長  

現代中国の日本研究刊行物は改革開放後に大きく広がり、現代に至るまで社会や経済、生活と

密接な関係を持ってきた。中国の社会経済の進展と中日関係の変化に伴い、何度かその発展はピ

ークを迎え、その都度、異なる影響をもたらした。総じて、中国の日本研究を推し進める作用であった

ともいえる。今日、日本研究刊行物は日本の政治、経済、社会、文化を認識する重要な窓口となって

いる。 

2.突出した中国の特色  

現代中国の日本研究刊行物には中国の特色が突出している。これは中国の実態と動態が融合し

呼応するように日本の研究がなされている証拠である。日本の研究刊行物は象牙の塔を脱出し、中

国の社会生活と密接にリンクしている。 

3.広範な研究対象  

中国の日本研究刊行物が干渉する学科領域は広範である。その研究対象と包含する内容は豊

富であり、発表される内容には、日本の政治、外交、経済、社会、文化、言語、文学、教育、哲学、

宗教、歴史などの人文社会科学のぞれぞれの分野が含まれる。その中の多くは学術深度と研究レベ

ルが相当高いといえる。雑誌類だけではなく、総合刊行物、経済研究刊行物、中日関係史研究刊行

物、日本語研究刊行物などがある。多くの総合刊行物は政治、経済、言語、文化領域を単一で取り

上げる形から、より一層広範な分野に目を向け、特に国際的視点で日本と中日の関係に注意を向け

る必要があることを自覚している。 

4.発展と斬新  

中国の日本研究刊行物は、改革開放初頭の一般的な紹介を主軸に据える形から、実用性の高

い「導入」、「参考 」へと発展し、サービスの改革開放と近代化が当面の責務となっている。刊行物の

出版過程に伴い、研究が深まり、指導思想の変化、学術創新の牽引が成し遂げられ、日本研究刊

行物の発表する論文のレベルは高まり、学術属性も強化されていった。 

（六）日本研究の新しい形勢と刊行物の使命  

今日、「日本学」を独立した研究領域として見なすことについていまだ論議が続いている。日本学は

現在に至るまで、中国国家標準学科の58の一級学科と社会基金項目に分類される22の一級学科の

どこにも位置していない。そうした意味で、中国の日本研究は新しい形勢に直面しているといえる。中

国のGDPが日本を超えたことで、中国の戦略における日本の重要性は低下している。中日政治にお

ける信頼の損失もあり、両国の政治関係は冷えており、貿易経済の投資にも影響が表れている。大衆

の好感度も年々下がり、中国の日本語学習者や日本に留学希望を持つ若者も減っている。しかしな

がら、一般国民の日本と中日関係に対する関心度は今までにないほど高まっているのも事実である。

中国の日本研究者の多くは、今日の状態を「切っても切れず、整理してもなお乱れる関係、それが日

本である。心の片隅に置いておくことはできない」と感じている。このため、国務院参事の時殷弘は『日
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本学刊』2014年第 2期の中で、日本との関係は最初から最後まで（少なくとも常に）中国の対外関係

における検討課題の最重要事項に据えるべきか否か、という点が悩みどころであると述べている。 

中国の日本研究刊行物の影響力は基本的に日本研究という狭い範囲に留まっているため、国際

言語権と国際宣伝能力の強化が期待されている。事実、中国国家全体が他国に及ぼす文化影響

力は明らかに不足しているといえる。国家ニュース出版本部ウェブサイトデータが示すように2005-2014

年の中日図書版権貿易は変化しており、全体の一部を垣間見ることができる。 

図 2  2005—2014年  中国が輸出・引用した日本出版物数の推移  

図 2が示すように、2005年に中国が引用した日本出版物は705種類ある。それに対し日本に輸出し

た出版物は15種類しかなく、その差は47倍になる！2014年にはこの状況に変化が生じ、引用が1736

種類、輸出が346種類となったが、差はまだ5倍もある。  

中国の日本研究刊行物と時代のニーズにはまだ開きがある。相対的に見て「世界一」の刊行物の

種類と創刊集中度合いを有しており、新世紀以降に「V」形変化を経験したが、新世紀の10数年間の

日本研究の成果には目を見張るものがある。しかし依然として差は大きい。（図 3、図 4を参照）。 

図 3  2001-2014年の中国国家図書館オンライン公共目録図書における「日本」をテーマにした 

作品数  

注 ：2015年 10月 16日に検索 。検索 目標 データには学術 著作 、翻訳書 籍 （文学 、芸術 、エッセイ、ノンフィクションなど）正式
に出版 されている会議 論 文集 、日 本 研究 関連 の書 籍、語法 、教 材、辞典 、指 導 書、CD-RPM映像資 料などが含 まれる。合

計 4879部、年間平均 349部である。 
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図 4  1979-2013年中国知網「中国学術定期刊行物ウェブサイト出版マトリックス」「日本」を 

テーマにした論文数推移  

注 ：2015年 10月 16日に検索 。検索 目標 データには学術 著作 、翻訳書 籍 （文学 、芸術 、エッセイ、ノンフィクションなど）正式

に出版されている会 議論文集、日本研究 関連の書籍、語法 、教材、辞典、指 導書、CD-RPM映像資料などが含まれる。  

図 4は2015年 10月に中国知網（CNKI）に筆者がログインし、「中国学術定期刊行物ウェブサイト出

版マトリックス」、「中国博士学位論文全文データベース」、「中国優秀修士学位論文全文データベー

ス」における関係する社会科学文献 8から、2013年度に「日本」をテーマにした文章を検索した。その

数は20,608部となり、1979年の688部の30倍にあたる。その中の大部分の論文は、この3つのデータベ

ースに収められている日本研究刊行物以外の学術定期刊行物、または論文が掲載されはじめて発

表されたものであった。 

図 3、図 4の図中説明にもあるように、これは詳細な分類のデータではない。しかし、その半分であっ

たとしても、2013年には年間平均 250以上の著作と1万部以上の論文が存在することになる。これは驚

くべき数字である！しかし、大多数の中国の日本研究刊行物には広い範囲に影響を与えるほどのイ

ンパクトが不足していると言わざるを得ない。特に「国際化」の指標となる国際宣伝競争力が明らかに

不足している。 9 

また一方で、中国の日本問題研究は衰えを知らず、多くの研究者、読者にとって好意的に受け取

られており、多くの学生、若い学者、職を探す者、昇進を目指す者から高い評価を受けている学術定

期刊行物ともいえる。別の観点から見ると、日本研究分野には「外来者」が「押し入っている」ともいえ

る。2003、2004年に多くの学者と媒体が参加し、社会大衆の関心事が吸収された中央の上層部も注

目する「対日新思想」が発行され大討論が行われると共に、中日韓の歴史が共同研究された。全てが

日本研究刊行物の影響で巻き起こったわけではないため、日本研究刊行物は「非主流化」を憂慮し

ていた。これと同時に現代社会ではインターネットが新しい文化宣伝の媒体と文化消費における重要

なプラットフォームになっているため、一般国民が情報を取得するための新しいルートと党の政務能力

に新たな課題が生じている。急速に発展するインターネット時代において日本研究刊行物が大きな遅

                                                   
8 中国知網（CNKI）「中国学術期刊網絡出版総庫」（「中国学術定期刊行物ウェブサイト出版マトリックス」） ,  「中国博士学

位論文全文数拠庫」（「中国博士学位論文全文データベース」）、「中国優秀碩士学位論文全文数拠庫」（「中国優秀修士学

位論文全文データベース」）における「哲学与人文科学」（「哲学と人文科学」）、「社会科学Ⅰ輯」、「社会科学Ⅱ輯」、「経済与

管理科学」（「経済と管理科学」）の 4 つの社会科学文献。  
9 日本市場を例に挙げると、東京で主に中国書籍を販売している東方書店でも『日本学刊』、『日本研究』、『日本問題研究』

の三つの中国日本研究雑誌は珍しい。  
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れをとっている。また、非常に多い中国のネット利用者は「野次馬」として中日関係と日本研究に焦点

を当て難しい問題としてみている。一般国民の日本と中日関係に対する関心度はかつてないレベルに

達している。このため、指導者が中日関係の方針を決める際、例えば中日国交などに関して民意を

「無視」することができなくなっており、インターネット時代により「大衆日本学」の制約と影響がますます

強くなっているといえる。 

注目に値する点として、このブームの中にある学者が率直に述べた「中国の遅れている日本研究」  

10が挙げられる。学術界には低レベルの繰り返し、同質性の研究、オリジナル性と実証性の損失、研

究領域の発展の不均衡と狭隘化現象などが生じており、日本研究刊行物にもその点が反映されてい

るため、中国の日本研究にも深く浸透している問題であると述べている。中国の日本研究刊行物が体

制、学術、品質を時代のニーズ、国際問題学術研究における最先端のニーズを満たすことができない

のであれば、社会経済発展の中心ニーズと世界発展の主流検討課題から大きく離れて行ってしまう。

中国の日本研究刊行物は現有の基礎のもとさらに一歩進んだレベルに進む必要がある。国際学術

界の認可を得て、新しい理論サポートと新しい突破口を追い求め、テーマ選定、方法論、データ化の

構築技術を向上させ、新しい研究領域と新しい成長点を育成し、国際日本学に貢献するための知恵

を求めていく必要がある。特に現在の中日両国の環境には大きな変化が生じているため、中国の日

本研究刊行物も形勢に伴い変化していく必要がある。中日関係が困難な時期になればなるほど、日

本研究刊行物の各方面、各段階との交流を深めていく必要があり、中国の日本研究刊行物が客観

的、科学的研究を推し進めるならば、両国民が相互理解を深める点で大きな効果をもたらすであろう。

このため、中国の日本研究刊行物ついていえば「科学性、時代性、学術性」の対日研究、一般国民

のために提供する真実、タイムリーな研究成果を発表していくことが厳粛な使命であるといえる。 

未来に向かい、中国の日本研究刊行物は正確な理論による指導、中国社会科学研究と中国の

特色である「日本学」、創新理論、人材育成を実施し、我が国のゆとりのある社会建設と世界的平和

の発展に貢献していくことが期待されている。中国の日本研究刊行物はこの崇高で美しい事業に貢

献できるのである。 

 

                                                   
10 『新世紀週刊』（2007 年第 10 期）参照。  
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2-1 中国の主な日本研究機関 

吉林大学日本研究所  

機関名： 吉林大学日本研究所  

（ Inst itute of  Japanese Studies，Ji l in university） 

住 所 ： 吉林省長春市前進大街 2699号（郵便番号 130012）  

代表者： 龐徳良（所長） 

組織機構  

吉林大学日本研究所は、「日本経済研究室」「日本政治研究室」「日本歴史・文化区研究室」の

3研究室を擁する。 

主な研究分野  

本研究所の現在の研究方向は、「日本経済」「日本政治」「日本歴史・文化」「中日関係」の4つで

ある。 

沿革  

吉林大学日本研究所は、日本問題と中日関係を重点研究する吉林大学直属の総合学術研究

機関である。1964年、国務院の認可を受け、吉林大学によって日本研究室として設立された。1979

年には、教育部の認可を受け、吉林大学日本研究所に改称された。1987年には、教育部の認可を

受け、教育部直属の「高校文科（高等教育文系）重点研究所」となった。1994年、吉林大学における

国際問題の総合研究の必要に対応するため、日本研究所と吉林大学内のその他の国別研究所が

合併し、東北アジア研究院が設立された。その核心をなす日本研究所は、日本問題の教育・研究事

業を引き続き展開することとなった。2001年、必要に基づき、吉林大学日本研究所は吉林大学日本

研究センターに再編された。2011年 12月、国別問題研究のさらなる強化という国務院と教育部の任

務要求に従い、吉林大学日本研究所として再設された。 

本研究所は、整った知識構造とはっきりとした学術的特色、高い国際化を誇る学術陣を擁する。所

内の研究員は総勢 30人余りで、そのうち教授は15人、准教授は10人、95％以上が博士学位と海外

留学の経験を有する。 

主な研究成果  

設立後の歴史が長く、研究の土台が分厚い吉林大学日本研究所はこれまでに、数多くの顕著な

研究成果を収めてきた。近年は、所長の龐徳良教授をリーダーとし、「211プロジェクト」と「985プロジェ

クト」による本学の重点学科建設を土台とし、東北アジア研究院を委託機関とし、学内の日本研究資

源を結集し、日本の経済・政治・歴史文化及び中日関係の研究において、従来の強みを十分に生

かし、特色ある研究を進め、科学研究や学科建設、人材育成、国際交流、社会貢献などで際立った

成果を収めている。2000年以降は、『現代日本企業産権制度研究：日本“公司主義”的経済学分析』

中国の日本研究組織 第二部 
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（現代日本企業の財産権制度研究：日本の「会社主義」の経済学的分析）、『日本産業国際競争力

実証分析——兼論中国産業国際競争力発展』（日本産業の国際競争力の実証分析――中国産業

の国際競争力の発展の検討）、『日韓金融制度比較研究』、『江戸時代日本対中国儒学的吸収与

改造』（江戸時代の日本における中国儒学の吸収と改造）などの学術著作 10部余りを出版し、『日本

経済藍皮書』（日本経済青書）、『東北亜地区発展報告』（東北アジア地域発展報告）、『亜太経済

発展報告』（アジア太平洋経済発展報告）などの多くの重要な学術価値と社会的影響力を持つ発展

報告の作成に参加してきた。『管理世界』『日本学刊』『当代亜太』『現代日本経済』『亜太経済』『国

外社会科学』などの国家級の権威ある学術雑誌にここ5年で発表された学術論文は100本余りに達

する。ここ5年で研究所が獲得した各級・各種の研究プロジェクトは33件にのぼり、このうち「日米・韓米

同盟と東北アジア地域協力の関係」「中国の国家安全に対する日本の安全戦略調整の影響」「中日

露の石油天然ガス資源の競争と協力研究」など5件の教育部人文社会科学重点研究基地重大プロ

ジェクト、「日本の国家経済安全の転換と中国対策の研究」や「『安倍主義』と日本外交戦略の変位

の研究」など4件の国家社会科学プロジェクトに投じられた額は総額 663万 7千元に達している。 

本学の日本学の研究レベルを高め、日本研究の学術的な力を結集し、日本研究所の最新の研究

成果を総括・発表するため、日本研究所は2014年から、シリーズ書籍となる「日本研究論叢」の出版

を開始した。第 1部の『安倍政権与日本未来』（安倍政権と日本の未来）はすでに2014年、社会科学

文献出版社から正式に出版され、好評を得ている。第 2部の『日本的国家戦略転型与日本未来 』

（日本の国家戦略の転換と日本の未来）は現在、出版社での編集作業が進められている。 

日本研究所は長年にわたって、国家の関連部門や地方政府とさまざまな形式での協力を進め、シ

ンクタンク機能を十分に発揮し、政府の政策決定における諮問に積極的に参加し、国家と地方の社

会経済の発展に重要な価値を持つ諮問研究報告を提供してきた。ここ5年で30本余りの諮問報告が

外交部や新華社、吉林省委員会・省政府などの部門の指導部の指示回答と採用を受け、良好な社

会的影響を生み、社会各界の高い評価を受けてきた。上述の研究成果は、国内の学界の幅広い認

可と評価を受け、一部の成果は、『新華文摘』『中国社会科学文摘』『高等学校文科学術文摘』など

に全文転載され、「高等学校科学研究優秀成果賞（人文社会科学）」や「孫平化日本学学術奨励

基金」などの多くの重要な学術奨励を獲得している。  

人材育成  

本研究所は、学科建設と人材育成を特に重視し、修士から博士、ポストドクターまでの整った日本

研究ハイレベル人材育成体系を形成し、中国における日本の経済・政治・歴史文化人材の重要な

育成基地となっている。本研究所には毎年、約 30人の修士課程、10人余りの博士課程の大学院生

が在籍して研究を進めている。さらに優秀な修士・博士課程の大学院生を計画的に選出し、日本の

大学での留学と研修に派遣し、大学院生の育成レベルを高めている。本研究所は設立以来、高い

能力を備えた人材を国家に向けて多数送り出し、党・政府の高級指導幹部や著名な企業家や学者

も多く輩出してきた。これらの卒業生らはすでに、国家の経済建設における中堅的な力となっている。 

交流協力状況  

日本研究所は活発な学術交流活動を行い、国内外の関連研究分野の大学・研究機構と学術交

流活動を積極的に展開し、多くの国内・国際学術会議を成功させ、国内外の関連部門と専門家の

高い評価を得ている。さらに北京大学や中国社会科学院日本所、復旦大学、南開大学など国内の

著名な大学・研究所、日本の立命館大学や関西学院大学、西南学院大学、東北大学、米国のカリ

フォルニア州立大学バークレー校などの国外の研究機構と、安定した協力関係を築いている。 
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2011年からは、「野田政権の内政・外交課題とその展望」「安倍政権の政策の選択と中日関係」

「東アジア地域の平和と発展」「全国日本経済学会 2015年次会・学術シンポジウム」など国内・国際

学術会議を相次いで主催してきた。 

日本研究所はさらに、厦門や丹東、大連、北京などに研究員を派遣し、中華日本学会や全国日

本経済学会、中日関係史学会年会などの日本問題研究関連の学術シンポジウムに参加し、論文提

出や大会での発言などを行ってきた。また中央党校の王瑞璞教授や立命館大学アジア太平洋学部

の松本盛雄教授（元駐瀋陽日本総領事館総領事）、財団法人 21世紀日本委員会副理事長で日

本総合科学交流協会会長の花井幸二氏、北京外国語大学客員教授の杉本勝則氏（日本参議院

法制局元主管）、アジア開発銀行研究所の吉野直行所長など国内外の著名な専門家や学者、社

会活動家を招き、学術講座や交流も行っている。さらに林芳正（日本参議院議員、自民党政調会会

長代理、元防衛大臣）を団長とする日本自民党国会議員代表団や、程永明研究員（天津社会科学

院日本研究所所長）・楊伯江研究員（中国社会科学院日本研究所副所長）・呂燿東研究員（中国

社会科学院日本研究所外交室主任）をそれぞれ代表とする調査研究チームによる視察も受け入れ

てきた。 

図書資料・出版物  

日本研究所は長年にわたって、図書資料などのインフラ建設を重視してきた。東北アジア研究院

東北アジア情報文献センターに委託し、本研究所は日本語文献専門書庫を持っており、同センター

における中国語・英語・朝鮮語・日本語・ロシア語 5大書庫の重要な一部をなしている。 

日本研究所はさらに、全国日本経済学会と共同で『現代日本経済』誌を出版している。1982年 1

月に創刊された同誌は、日本の経済問題を研究対象として公開発行されている中国で唯一の専門

学術誌となっている。「全国中国語核心定期刊行物」「中国人文社会科学核心定期刊行物」「中国

核心学術定期刊行物」「中文社会科学引用索引源定期刊行物」に認定されている『現代日本経済』

誌は、日本の経済問題の全面的で深度のある系統的な研究と中日経済文化交流の促進を推進す

る重要な役割を演じている。 

発展方向  

吉林大学日本研究所は今後、優れた伝統を受け継ぎ、「研究の土台を固め、資源の強みを生かし、

学術的な特色を際立たせる」という原則に基づき、学科体系の建設を絶えず進め、科学研究レベル

の向上に努める方針である。日本の経済・政治・歴史文化を中心とし、革新的な理論研究を引き続き

展開し、国内外で一定の影響を持つハイレベルな理論研究成果の産出に努める。国家の発展戦略

と重大ニーズを手引きとして、日本の政治経済と社会発展の最新の動態を注意深く見守り、国家の

対日交流に対して理論的な根拠と実現可能な案を提供する。学術交流を積極的に展開し、日本と

のハイレベルな学術交流の拡大を重点とし、国内における重要な日本研究センター、日本研究専門

人材の育成拠点としての日本研究所の建設をはかる。中国の熟語で「春華秋実」（春には花が咲き、

秋には果実が実る）というように、日本研究所はこれまで50年余りの発展を歩み、数世代の人々のたゆ

まぬ努力を経て、国内外で重要な影響を持つ日本問題研究機関として豊かな成果を上げてきた。歴

史の新たな時期においては、中国の重大戦略ニーズの把握を土台とし、理論革新を堅持し、国内外

で大きな影響を誇る理論研究センター、国家と社会に貢献するハイレベルな重要シンクタンク、応用

研究プラットフォームを目指し、吉林大学日本研究所のさらなる建設をはかっていく。 

（文責：陳志恒）   
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東北師範大学日本研究所  

機関名： 東北師範大学日本研究所  

（ Inst itute of  Japanese Studies Northeast Normal University） 

T E L ： 0431-85099589 

F A X ： 0431-85098237 

住 所 ： 長春市人民大街 5268号  

代表者： 陳秀武（所長） 

沿革  

周恩来総理の指示に基づいて1964年に設立された東北師範大学日本研究所は、中国に設立さ

れた最初期の専門日本研究機関の一つである。所内には現在、「日本経済」「日本政治」「日本史」

「日語語言文学」の4研究室が設けられ、4つの修士養成専攻を持っている。このうち日語語言文学

専攻には、博士学位の授与権限がある。現所長は陳秀武が務める。 

東北師範大学日本研究所は、国内外で高い知名度を誇り、1990年代には国家教育委員会によ

る渉外研究機関の評価で第一位に選出された。教育部が2004年 3月に設立した「日本教育専門家

グループ」においては、本研究所は東北 3省唯一のメンバー機関となった。2006年には日本国際交流

基金対中学術援助の対象機関となっている。 

本研究所は現在、教授１人、准教授 4人、講師 1人、編集 1人、職員 1人を擁する。ここ15年で出版

した著作は20部余り、ここ5年で所内教員が獲得した各プロジェクトは総計 20件に達する。うち国家社

会科学基金プロジェクトは3件、教育部人文社会科学プロジェクトは5件、吉林省社会科学基金プロ

ジェクトは3件、国際協力プロジェクトは8件、翻訳プロジェクトは1件。 

所内の全教員は今後、中日関係の変化が研究活動にもたらす挑戦に立ち向かい、国内文化の

「新常態」（ニューノーマル）と東北師範大学の総体改革の配置に適応し、科学研究と人材育成の双

方を重んじる発展の道を引き続き歩んでいく方針だ。  

主な研究方向  

偽満州国の歴史・経済・政治・文学・文化  

日本の国家意識  

日本円の国際化  

稲盛和夫の経営哲学  

日本の地方自治  

村上春樹の小説芸術  

主な研究プロジェクト 

（一 ）国家社会科学基金プロジェクト 

1．日本「海上帝国」建設研究（主宰者：陳秀武、2015年立案） 

2．村上春樹と莫言の小説の比較研究（主宰者：尚一鴎、2013年立案） 

3．近代日本の町村自治研究（主宰者：郭冬梅、2011年立案） 
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（二 ）教育部人文社会科学研究プロジェクト 

1．重点研究基地重大プロジェクト： 

幕末維新期の日本国家意識研究——坂本竜馬を中心に（主宰者：陳秀武、2012年立案） 

2．教育部人文社会科学計画基金プロジェクト： 

偽満歴史文化と現代中日関係（主宰者：尚侠、2010年立案） 

3．教育部人文社会科学青年基金プロジェクト： 

（1）日本の「万国公法」受容と「覇権体系」構想（主宰者：陳秀武、2010年立案） 

（2）村上春樹小説芸術研究（主宰者：尚一鴎、2010年立案） 

（3）『満州評論』に基づく中日領土・領海問題研究（主宰者：祝力新、2015年立案） 

主な研究成果と受賞状況  

（一 ）著作  

1．呂元明（1987年）『日本文学史』 

2．宋紹英（1990年）『日本崛起論』（日本台頭論） 

3．呂元明（1992年）『日本文学論釈 ——兼及中日比較文学』（日本文学論――中日比較文学

の視点も考慮して） 

4．尚侠訳（1998年）『大岡昇平小説集』 

5．周頌倫（1998年）『近代日本社会転型期』（近代日本社会の転換期） 

6．陳秀武（2004年）『日本大正時期政治思潮与知識分子研究』（日本大正期の政治思潮と知

識人の研究） 

7．鐘放（2007年）『稲盛和夫的経営哲学』 

8．陳秀武（2008年）『近代日本国家意識的形成』 

9．郭冬梅（2008年）『日本近代地方自治制度的形成』 

10．井志忠（2009年）『従壟断到競争』（独占から競争へ） 

11．付麗穎（2010年）『日元国際化与東亜貨幣合作』（日本円の国際化と東アジアの通貨協力） 

12．劉春英（2012年）『日本女性文学史』 

13．尚一鴎（2013年）『村上春樹小説芸術研究』 

14．陳秀武（2014年）『日本的“万国公法”受容与“覇権体系”構想』（日本の「万国公法」受容

と「覇権体系」構想） 

15．祝力新（2015年）『〈満州評論〉及其時代』（『満州評論』とその時代） 

16．鐘放（2015年）『偽満州国的法治幻象』（偽満州国の法治の幻） 
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（二 ）受賞  

1．陳秀 武 「近代 日本 における国 家意 識の形成 」（第 4回長 春市 社会 科学 成果 賞二 等賞 、

2010；東北師範大学第 7回社会科学研究優秀著作賞特等賞、2009年） 

2．陳秀武「日本大正期の政治思想と知識人の研究』（東北師範大学第 5回社会科学優秀著

作賞一等賞、2007年） 

3．「日本円の国際化と東アジアの通貨協力 」（第 6回孫平化日本学学術奨励基金二等賞、

2012） 

4．「日本近代の地方自治制度の形成』（東北師範大学特等賞、2009） 

5．「稲盛和夫の経営哲学」（東北師範大学第 6回社会科学優秀著作特等賞、2008） 

6．「日本の村上春樹研究」（吉林省第 8回社会科学優秀成果賞論文類三等賞、2010） 

人材育成  

本研究所は現在、修士課程大学院生 48人、博士課程大学院生 7人が在籍している。学生の育成

の面では、修士課程の学生に対しては先端的なテーマを取り上げることを提唱し、テーマ報告の質を

厳しくチェックしている。博士課程の学生に対しては外国語の資料を十分に利用し、偽満州国史に対

する中国の学術的立場を詳しく論じることを奨励しており、すでに多くの博士論文が国内で公開出版

されている。2001年以来の合計 170人余りの卒業生のうち、博士学位の獲得者は10人余り、修士学

位の獲得者は150人余りに達し、主な就職先は研究機関や高等教育機関、重点中等教育機関、外

事機関、著名企業などに及んでいる。 

対外協力交流  

対外交流の面では、所内の教師は近年、国内外の学術会議に繰り返し参加し、大会での発言を

行ってきた。同時に、短期の学術交流や研修のための日本訪問の人数や回数も増えている。修士課

程で在籍する大学院生は、桜美林大学や岡山大学、九州大学、大阪大学など著名な大学に相次

いで留学し、10人余りの学生が国内外の高等教育機関で博士課程での学習を行っている。東北ア

ジアの国際状況の変化に伴い、本研究所の学者も対外往来のルートを拡大し、韓国やロシア、台湾

に学術交流で何度も赴いている。 

主な国内外の学術会議の主催  

1．「戦後日本 50年」国際学術シンポジウム（1995年）  

2．「稲盛和夫経営哲学研究センター」設立大会（2000年 10月 25日） 

3．「中日国交正常化 30周年」国際学術シンポジウム（2002年） 

4．「戦後日本 60年」国際学術シンポジウム（2005年）  

5．「戦後日本 70年・東北師範大学日本研究所設立 50周年」国際学術シンポジウム（2015年） 

図書資料  

本研究所には、教育・研究専用の日本語資料室が設けられ、日本語図書 2万冊余りと10種以上

の日本語雑誌が所蔵されている。2012年からは、多くの蔵書を国内外から次々と受け、図書資料の

建設の面でもデジタル管理が始められた。 
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学術定期刊行物  

『外国問題研究』（季刊、1999-2009年まで『日本学フォーラム』）は、教育部が主管し、日本研究

所が主宰する学術雑誌で、日本や欧米など外国研究の成果を掲載することを主旨とし、中国の外国

問題の研究者と教育者に総合的な学術プラットフォームを与え、国外との交流と相互活動を強化す

るものとなっている。 

『外国問題研究』は今後も、日本に立脚し、アジアや欧米をカバーし、アフリカやラテンアメリカなど

の新興分野にも適度に目を向けながら、これらの国・地域の歴史・文明などの深いレベルの問題を重

点として研究し、デジタルメディアのプラットフォームの構築や「走出去」（海外進出）戦略を通じて「国

際化」のプロセスを推進し、『外国問題研究』を、外国問題を全面的かつ深いレベルで研究する国内

唯一の総合学術誌として発展させ、『外国問題研究』の世界における学術的な影響を高めていく方

針だ。（住所：長春市人民大街 5268号東北師範大学『外国問題研究』編集部） 

（文責：陳秀武） 
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遼寧大学日本研究所  

機関名： 遼寧大学日本研究所  

（Liaoning University Inst itute of Japanese Studies）  

住 所 ： 遼寧省瀋陽市崇山中路 66号  

代表者： 李彦学（所長） 

組織機構  

遼寧大学研究所は、日本の経済・歴史・政治・法律・文学・中日関係などの分野の研究に従事す

る学術機構で、所内には現在、事務所と資料室、日本経済研究室、日本歴史研究室、日本文学研

究室、『日本研究』誌編集部が設けられている。 

沿革  

本研究所は1964年に設立された。中共中央は1964年、「外国研究活動の強化に関する報告」を

伝達し、中央と地方に外国問題を研究する一連の機構を設立することを決定した。中国共産党遼寧

省委員会宣伝部は同年 5月 4日、省委員会に『日本問題研究所の設立に関する報告』を提出し、認

可を得た。これに基づいて遼寧省委員会宣伝部直属の遼寧日本問題研究所が設立され、「遼寧省

哲学社会科学研究所第二所」との公開名称で活動を始め、経費は遼寧省財政から割り当てられた。

文化大革命前までに研究所員は40人余りに達し、「現状研究室」と「歴史研究室」が設けられ、日本

の中国侵略史が重点的に研究され、研究紀要『日本問題』の編集・発行が行われた。文革後、研究

所は停止を余儀なくされた。 

1971年に中国と日本の関係が改善すると、周恩来総理自らが研究所の状況を打診し、遼寧省委

員会は日本研究所の回復を決定した。回復後の研究所は遼寧大学に設けられ、「遼寧大学哲学研

究所」との一時的な名称で活動を始めた。文革期にあたっていたにもかかわらず、研究所は研究面で

努力を尽くし、いくつかの研究成果を上げた。南開大学歴史学科との協力で国内最初の系統的な日

本史教材『日本通史』が編集された。研究紀要『日本問題』の編集・発行も行われた。 

1978年、中国共産党第 11期中央委員会第 3回全体会議の開催後、中国は、改革開放政策の実

施を始めた。研究所の活動はこれまでにない重視を受け、急速な発展の軌道に乗った。研究所の名

称は同年、「遼寧大学日本研究所」に改められ、遼寧省委員会宣伝部と遼寧大学党委員会の「二

重指導体制」が敷かれ、特別枠での人員編制と経費予算制度が続けられた。研究所の人員と組織

構造も拡大と整備が進み、人員は約 30人前後を保ち、そのうち研究員は27人を占め、「日本経済」

「日本歴史」「日本政治文学」の3研究室と『日本研究』誌編集部、資料室、事務所が設けられ、上述

のいくつかの方向が重点研究分野とされた。 

主な研究成果  

改革開放初期には、中日友好関係の安定的な発展と関連研究に対する中国社会の必要性によ

って、研究事業の順調な発展が促され、1980年代初期には、大量の優れた研究成果が発表された。

金明善『戦後日本経済』、易顕石等共著『九一八事変史』、馮玉忠・金明善編『日本経済法概論』、

金明善『現代日本経済問題』、『戦後日本経済危機簡史』（戦後日本経済危機略史）、『日本簡史』

（日本略史）など多くの著書を出版し、馬興国訳『日本民間故事選』など多くの訳書を翻訳出版した。

論文数 10本も執筆・発表された。この時期の研究成果には2つの特徴がある。第一に、日本社会の経

済発展の研究を通じて、中国の改革開放と経済発展に参考資料が提供されたこと。第二に、日本の

文学芸術作品の翻訳・導入を通じて、中国文化の繁栄と発展に重要な貢献がなされたことである。金

明善らが執筆した著作『現代日本経済問題』や『日本的審計制度』（日本の会計検査制度）などは、

政府関連部門の重視を受けた。金明善が日本訪問から帰国後に執筆した研究報告『日本農業現
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代化的経験与問題』（日本農業近代化の経験と問題）は、資本主義国家の農業発展に対するそれ

までの中国における認識を変え、中国の農業近代化に参考モデルを提供し、国家農業部の研究奨

励を獲得した。研究所の研究員が翻訳に参加した日本の子ども向けアニメ『一休さん』は、中国で放

映されると全国の観衆に愛されるようになった。 

1980年代中期以降、遼寧大学日本研究所は安定発展の段階に入り、「歴史 ・政治 」「経済」「文

学 ・文化」の3つの重点研究分野が徐々に形成され、大量の研究成果が収められた。代表的な著作

としては、易顕石『日本的大陸政策与中国東北』（日本の大陸政策と中国東北部）、張玉祥『織豊

政権与東亜』（織田・豊臣政権と東アジア）など多くの著作は中国学者の日本史研究シリーズに選出

され、日本でも出版された。経済分野での代表作には金明善・徐平『日本走向現代化』（近代化に

向かう日本）、金明善『現代日本経済論』があり、文学・文化研究の代表作には劉立善『日本白樺学

派与中国作家』（日本白樺学派と中国作家）、劉毅『物化的生命哲学』（物化の生命哲学）、馬興国

編著『中日文化交流事典』などがある。金明善が主宰した国家社会科学基金助成研究課題「日本

現代化研究」には、全所内の各学科の多くの研究員が動員され、日本の近代化発展が全面的に研

究され、最終的に専門書『日本現代化研究』が出版された。 

21世紀に入って以降、本学は、教育・研究体制改革政策に基づき、研究所のスリム化改革が行わ

れ、専従の研究員の数が減らされた。本研究所は、従来の組織の枠組を保って自主研究を展開する

と同時に、より多くの兼任研究員を引きつけて課題研究を進め、研究組織の機能を発揮した。この時

期は研究面でも大きな成果が収められた。ここ10年で日本経済研究室だけで国家社会科学基金助

成課題 3件の立案が成功し、その最終的な研究成果は高い社会的評価を受けた。徐平の主宰した

課題研究で出版された専門書『苦渋的日本：従“赶超”時代到“後赶超”時代』（苦渋の日本：「追い

つき追い越せ」時代からポスト「追いつき追い越せ」時代へ）は、日本の経済発展の転換を研究した近

年まれに見る著作となった。崔岩が主宰した課題の最終成果『日本平成時期経済増長与周期波動

研究』（日本平成期の経済成長と周期波動の研究）は、「2015年国家哲学社会科学成果文庫」（中

国国家社会科学基金会は毎年、ハイレベルな哲学社会科学研究成果を全国で選抜し、研究の助

成と出版の支援を行っている）に入選した。 

人材育成  

本研究所は、大学の研究機関として、人材育成の任務も背負っている。1979年、国家教育部学

位弁公室の認可を受け、「日本歴史専攻」の修士大学院生の育成を開始し、その後相次いで「日本

経済専攻」「比較文学・世界文学専攻」の修士大学院生の受け入れを始めた。1993年には「世界経

済（日本経済）専攻」の博士受け入れと学位授与権を獲得した。中国では1980年代初期、教育資源

が不足がちな一方、社会には巨大な教育需要があるという状況があった。この状況の下、研究所は、

所内の専門研究の力を利用し、社会教育活動に積極的に参加した。社会人向けの大学日本語専

攻クラスを開講し、各種出国人員のための日本語と関連専攻の研修クラスを一般に向けて開講した。

本研究所は長年にわたって、大量の優秀な専門人材を育成し、こうした人材の多くはその後、日本関

連の活動に従事している。 

対外協力交流  

本研究所は、外国問題研究機関として、日本など各国の大学や研究機関、政府など各機構との

交流・協力を積極的に展開している。所内には、日本などの国の関連機構との友好的な交流・協力

活動の展開を担当する専任者がおり、日本文化交流協会や日中学術懇談会、野村総合研究所、

九州大学、日本大学、山口大学、専修大学、関西大学、信州大学など30余りの学術団体や友好団

体、大学などと長年にわたって友好関係を保ってきた。本研究所は同時に、40余りの日本の学術団
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体の代表による訪問や調査研究を受け入れ、日本の著名な学者を招いた講義や協力研究の展開を

行ってきた。 

会議の主催  

所内の研究員の研究成果の発表と国内外の学術界との交流のため、本研究所は、各種の規模の

学術会議を積極的に開催している。1979年に主催した「中国全国日本経済学会第 1回年会 」や

1982年に主催した「中国日本史学会第 2回年会」は、学術界の先駆けと言える活動であり、中国の日

本研究事業の発展の土台を固める役割を果たした。1980年代中期以降は、自身の力を利用すると

同時に、国際交流基金などの国外機構の大きな支援を得て、大型国際学術会議を隔年で開催する

慣例を形成した。会議は毎回、当年に中日両国で注目されるホットな問題と重要研究課題をテーマ

と選んで行われた。ある学者は、遼寧大学日本研究所の開催してきた歴代の学術会議のテーマを見

れば、中国の日本問題研究事業の発展の足跡をたどることができると評価している。 

2001年以降に主催した主な学術会議  

時期  会議名  経費源  

2001/9 中日の失業と社会保障  日本国際交流基金  

2003/10 中日の経済発展過程における制度の変遷と制度文化  日本国際交流基金  

2005/10 中日民間交流と東北アジアの地域協力  日本国際交流基金  

2007/9 互恵協力発展にある中日関係――中日国交正常化 35 周年記念  日本国際交流基金  

2008/6 全国日本経済学会年会・国際学術会議  自己調達  

2009/9 国際学術シンポジウム「戦略互恵の枠組の下での中日関係の現実と未来」 日本国際交流基金  

2009/11 国際学術シンポジウム「世界情勢の変動における中日関係」 自己調達  

2011/9 国際学術会議「21 世紀の中日関係の回顧と思考」 日本国際交流基金  

2012/4 中華日本学会会長会議  自己調達  

2012/9 中日国交正常化 40 周年の回顧と展望  日本国際交流基金  

2013/10 中華日本学会・全国日本経済学会年会及び学術シンポジウム 自己調達  

2014/9 遼寧大学日本研究所設立 50 周年記念会及び学術シンポジウム 自己調達  

インフラ 

2004年に遼寧大学の新キャンパスの竣工で、本研究所の活動環境には改善が見られた。近年は

研究所側もインフラ建設を強化し、研究員と学生へのより良い学術環境の創造をはかっている。所内

には現在、共同研究室や独立の教授研究室、大学院生研究室、会議室、資料室、日本文化体験

室などが設けられ、整った設備体系が形成されている。コンピューターやマルチメディアシステムも配備

され、ネット会議や遠距離教育などの学術交流活動を国内外の学術機構と行うことができる。 

図書資料  

多年の蓄積を経て、本研究所の図書資料室は、多分野にわたる豊かな蔵書を形成してきた。日本

語図書は現在 2万 5千冊余り、中国語図書は1万冊余りで、日本語学術誌 100種余りと国内の学術誌

100種以上を毎年購入している。日本国際交流基金贈書文庫と隅谷（隅谷三喜男）文庫が設けられ

ている。図書資料室は、所内と本学の教員と学生にサービスを提供しているだけでなく、国内外の学

者にも利用され、高い評価を得ている。 
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出版物  

研究所が編集出版していた内部刊行物『日本問題』は、1985年 1月、正式な雑誌出版番号を持ち

国内外で公開で発行できる学術雑誌『日本研究』に改められた。中国で最も早期に創刊され、国内

外で大きな影響を誇る日本問題専門学術誌である。『日本研究』誌の影響を拡大し、学術問題の討

論 へと国 内 外 の学 者 を積 極 的 に引 きつけるため、『日 本 研 究 』編 集 部 は、専 門 のウェブサイト

（http:rbyj.cbpt.cnki.net）と微信（WeChat、チャットアプリ）のパブリックアカウント（JAPANSTUDIES）、

新浪微博 （Weibo、マイクロブログ）のページ（日本研究雑誌 http:weibo.Com/japanstudies1972）を

持っている。雑誌上では、日本関連問題を主題とした国内外の学者の論文が発表されている。 

（文責：崔岩）  
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中国社会科学院日本研究所  

機関名： 中国社会科学院日本研究所  

（ Inst itute of  Japanese Studies，Chinese Academy of Soc ial Sc iences） 

住 所 ： 北京市東城区張自忠路 3号東院（郵便番号 100007）  

T E L ： （010）64014021 

F A X ： （010）64014022 

U R L ： http://i js.cass.cn/ 

代表者： 高洪（所長）、楊伯江（副所長）、王暁峰（副所長） 

組織機構  

中国社会科学院日本研究所には現在、「日本政治」「日本外交」「日本経済」「日本社会」「日本

文化」の5研究室と『日本学刊』編集部、ネットワーク資料室、総合事務室が設けられている。非実体

の所属研究機関として「日本政治研究センター」「中日関係研究センター」「中日経済研究センター」

「中日社会文化研究センター」の4つを持ち、日本研究の全国的な民間学術団体である「中華日本

学会」と「全国日本経済学会」を代理管理している。  

日本研究所は58人で編成され、そのうち研究ポストは43職、研究補助ポストは8職、行政管理ポス

トが7職となっている。 

沿革  

1981年 5月 1日に正式に設立された中国社会科学院日本研究所は、中国社会科学院所属の日

本研究専門学術機構である。本研究所は、基礎理論の研究と応用対策の研究の双方の重視を堅

持し、学科建設を土台とし、問題研究を方向性とすることを強調し、学科の土台を固めると同時に、

国家の経済社会の発展と外交対策の必要性に応えることに努めている。 

本研究所の主旨は、学術研究を通じて中国の日本学建設を推進し、中日両国人民の相互理解

を増進し、中日友好を促進し、中国の改革開放と近代化建設に貢献することにある。 

近年、社会科学院に対する国家の要求に基づき、本研究所は、国家の中心的な事業をめぐって、

国家の経済社会発展と現代の哲学・社会科学学科の発展の必要に応じて、研究・人材・管理による

研究所強化の戦略を進め、管理体制・メカニズムの改革を深め、日本研究の革新体系の構築に努

めている。 

主な研究分野  

本研究所は、現代日本の政治・外交・経済・社会・文化を研究の重点とし、学科分野は日本研究

の各方面をカバーしている。 

日本政治研究は、日本の政治思想や政治制度、行政・法律、政府の政策決定過程、日本の国

家総合発展戦略などの分野をカバーしている。日本外交研究は、日本の外交とりわけ第 2次大戦以

降の日本の対外関係を研究対象としている。日本経済研究は、中国経済の発展とその直面する課

題を問題意識とし、日本経済に対して全面的な研究を行い、日本の経済動向や経済政策、経済制

度などの発展変化を追跡し、日本経済の運行メカニズムを客観的に研究・分析し、日本経済の発展

において参考に値する経験や教訓を総括している。日本社会研究は主に、日本の社会構造やマスメ

ディア、社会行動、社会階層、社会組織、社会団体、社会運動、社会政策、社会思潮、社会ジェン

ダー、社会問題などの研究分野を含んでいる。日本文化研究は主に、マクロな日本文化、日本の国

民性、倫理道徳、哲学思想、宗教信仰、風俗習慣、対外文化交流などの分野を含んでいる。 

日本研究所は、個人まだはグループの研究を土台とし、社会科学院や日本研究所の課題を担当

し、現代日本に対するテーマ研究または総合研究を進めている。さらに関連部門の委託する研究プロ
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ジェクトの受け入れや、全国の日本研究機関の間での交流や協力の展開、情報の交換、研究所や

学科をまたいだ課題研究の組織なども行っている。 

主な研究成果  

設立以来 30年余り、日本研究所は、博士を主体とした高い能力を持つ研究陣をそろえ、多くの国

家社会科学基金プロジェクトや国家重点出版プロジェクト、中国社会科学院重大課題・重点課題研

究プロジェクトを担い、学術専門書や叢書、論文、研究報告、訳書、訳文などの形で、質の高い多く

の研究成果を上げてきた。重要な学術専門書には、『論和平与発展時代』（平和と発展の時代を論

じる）、『日本政治概論』、『21世紀的日本：戦略的貧困』（21世紀の日本：戦略の貧困）、『美日関係

（1791－2001）』（米日関係）、『日本的発展前景』（日本の発展の将来）、『現代日本政治』、『21世

紀日本沈浮弁』（21世紀日本の浮き沈み）、『走向政治大国的日本』（政治大国への道を歩む日本）、

『日本外交：1945—1995』、『中日関係三論』、『中日関係報告』、『当代日本社会思潮』、『日本的新

技術革命』（日本の新技術革命）、『日本的経済体制』（日本の経済体制）、『日本経済的活力』（日

本経済の活力）、『日本高技術発展問題』（日本ハイテク発展問題）、『高技術与日本的国家戦略』

（ハイテクと日本の国家戦略）、『中日流通業比較研究』、『日本的経験与中国的改革』（日本の経

験と中国の改革）、『問題 ・対策 ・机制 ——日本経済発展的経験教訓』（問題 ・対策 ・機制 ——日本経

済発展の経験と教訓）、『日本近代成功的啓示』（近代日本の成功の啓示）、『当代日本的社会発

展与政策選択』（現代日本の社会発展と政策選択）、『日本文学史』、『日本文明』、『日本天皇列

伝』、『戦後日本叢書』、『日本政府開発援助』、『再生還是衰落』（再生から衰退か）、『日本国土総

合開発論』、『芸道与日本国民性』（芸道と日本の国民性）、『中江兆民的国際政治思想』（中江兆

民の国際政治思想）、『中国的日本研究』（中国の日本研究）、『列国志・日本』などの著書、『21世

紀的日本』（21世紀の日本、日本研究青年フォーラム）、『中日青年フォーラム』、『日本発展レポート』

などの叢書がある。このほか大量の論文と研究報告も発表されており、その一部は国内外で一定の影

響を生んでいる。 

受賞状況  

研究成果と研究報告の一部は、中央の指導と政府関連部門の重視を受けた。いくつかの研究成

果は、各級の研究機関と学術団体の学術成果賞を獲得した。例えば「日本文学史」や「21世紀の日

本：戦略の貧困」、「日本国土総合開発論」は、中国社会科学院優秀成果賞を獲得し、「芸道と日

本の国民性——茶道と将棋を例に」、「中江兆民の国際政治思想——近代日本の小国外交思想の源

流」は、「孫平化日本学学術奨励基金」の専門書賞などを獲得した。 

人材育成  

長年の努力を経て、本研究所にはすでに、年齢構造の合理的で学科分野のそろった研究チーム

が形成され、研究や学科を率いる多くの人物を育成し、今後の発展に土台を築いてきた。 

成果の産出と人材の輩出という研究機関の2大任務の一つとして、大学院生の育成は日本研究

所の重要な仕事の一部となっている。本研究所は、中国社会科学院大学院日本研究学科の職責を

履行し、現代日本研究の修士課程と博士課程の学生の受け入れと育成を担い、現代日本研究のポ

ストドクター流動ステーションを設け、中国の現代日本研究分野の人材を育成・輩出して来た。 

1981年、中国社会科学院大学院は、日本研究学科を設け、最初の日本政治専攻の修士課程の

学生を全国から募集した。日本研究学科には現在、日本の政治・行政・対外関係・経済・思想史・

社会文化などの専攻が設けられている。日本研究学科はすでに、中国による日本研究専門人材育

成の拠点の一つとなっている。日本研究学科では設立から今までに、博士課程の指導教師 8人と修
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士課程の指導教師 15人が教育事業に従事し、博士課程の大学院生 34人と修士課程の大学院生

59人を送り出してきた。 

日本研究学科は30年余りにわたって、中国の日本研究の将来を担う人材と関連専門人材を育成

し、重要な貢献を果たしてきた。日本研究学科の育成を受けた日本研究人材は、中国全国各地のほ

か日本やほかの国にも分布し、日本研究分野とその他の関連分野で幅広く活躍している。彼らのうち

には、在籍機構の中心的研究者や学科を率いる人物となっている人も多く、中国の日本研究の新た

な力となり、今後の働きが期待されている。 

対外協力交流  

日本研究所は、国内外の多くの大学やシンクタンク、政府研究機関、ニュースメディア機構と交流

協力関係を築いている。日本研究所は、開放的運営という方針を取り、国内外の機構との協力・交

流を重視している。日本研究所は、学術交流を積極的に展開し、国外の専門家や学者を講義に招

き、日本やその他の国での研究や視察、研修などの学術活動に研究員を派遣し、国外の関連機構と

資料を交換し、学術討論会を開催するなどしている。毎年派遣・招待される学者の数は、中国社会

科学院の対外学術交流人員の総数の中でも高い比率を誇り、各研究所のトップレベルにある。 

学術交流やシンポジウムは1990年代後期以来、制度化や連続開催の傾向を示してきた。「中日青

年フォーラム」「日本研究青年フォーラム」「中日政経フォーラム」などはすでに長年にわたって開かれ、

その多くでは会議論文集が継続的に出版されてきた。このうち日本日中技術留学協会の根本安雄

会長が日本研究所に設立した「根本安雄基金」を利用して開催される「中日青年フォーラム」、笹川

平和友好基金の助成を利用して開催される「日本研究青年フォーラム」、さらに松下政経塾や愛知

大学、皇学館大学、独協大学などと締結した交流合意は、日本研究所の若手研究員の成長と対日

交流に対して重要な役割を発揮した。 

中日両国の学者によるプロジェクトの共同研究での協力も、日本研究所の学術交流のもう一つの

特色となっている。日本研究所の学者が編成に参加した『現代日本（中国）経済事典』や『中国日本

学文献総目録』、『中国日本学年鑑』、「中日産業比較優勢研究」、「21世紀の中日経済協力と展

望」、「中日流通業比較研究」、「中日農業経済組織比較」などの著作や研究課題は、両国の学者

による交流と協力を土台として行われたものである。 

日本の国際交流基金や学術振興会、万国博記念協会、東京財団、笹川財団、トヨタ財団、住友

財団、米国のフォード財団、韓国の高等教育財団などの各種学術基金や財団は30年余りにわたっ

て、国際会議や学者の海外訪問、相互交流、協力出版、助成活動などさまざまな形式と手段を通じ

て、本研究所の建設を支援してきた。これらは本研究所の建設にとっての有益な補完となっている。 

主な学術会議  

本研究所は設立 30年余りにわたって、数十回にわたる大型国際学術会議を開催してきた。2010年

以降に本研究所が主催したまたは開催を担当した主な学術会議としては次のものが挙げられる。 

2010年 3月 20日、中国社会科学院日本研究所と全国日本経済学会の主催による国際シンポジウ

ム「中日経済協力の回顧と新たなスタート」が北京で開催された。 

2011年 5月 18日、中国社会科学院日本研究所の設立 30周年記念大会が行われ、「中華日本学

会年会・学科総論シンポジウム」が北京で開催された。 

2011年 9月 6日、中国社会科学院日本研究所と東京財団の主催による国際シンポジウム「東アジ

アの新局面と中日米関係」が北京で開催された。 

2012年 8月 29日、中国社会科学院日本研究所と中華日本学会、全国日本経済学会が開催を担

当した、「中国社会科学フォーラム」の一環となるシンポジウム「中日関係の展望：歴史から未来へ——

中日国交正常化 40周年記念国際学術シンポジウム」が北京で開催された。 
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2012年 8月 30日、中国社会科学院日本研究所と東京財団の主催による、「中国社会科学フォー

ラム」の一環となる国際学術シンポジウム「相互信頼と互恵を増進し共同で未来に向かう」が北京で開

催された。 

2013 年 1月 28日、中国社会科学院日本研究所が開催を担当した国際シンポジウム「中日国交正

常化 40年の回顧と展望」が開催された。 

2013年 3月 2日、中国社会科学院日本研究所と日本東京財団の共催による国際学術シンポジウ

ム「世界局面の変化における中日米関係」が北京で開催された。 

2013年 7月 23日、中国社会科学院日本研究所は学術シンポジウム「参議院選挙後の日本の内

政・外交の行方」を開催した。 

2013年 10月 25日、中国社会科学院日本研究所が開催を担当した「中日平和友好条約」締結 35

周年記念国際学術シンポジウム「条約精神を受け継ぎ、新型の関係を構築する」が北京で開催され

た。 

2013年 10月 26～27日、「第 9回北京―東京フォーラム」が北京で開催された。中国社会科学院日

本研究所は、フォーラムの協力者として初めて会議に参加した。 

2014年 8月 24日、中国社会科学院が主催し日本研究所が開催を担当した中国社会科学フォーラ

ムの国際学術シンポジウム「日本の戦略の行方と中日関係の位置づけ」が北京で開催された。 

2015年 8月 16日、国際学術シンポジウム「戦後日本の70年：軌跡と行方」が北京で開催された。こ

の会議は、中国社会科学院「中国社会科学フォーラム」の一環で、中国社会科学院日本研究所と

中華日本学会が共催した。 

2015年 10月 13日、中国社会科学院日本研究所は「第 1回日本研究フォーラム：先端問題と学科

建設」を開催した。 

2015年 12月 8日、中国社会科学院日本研究所は、「『日本戦後 70年：軌跡与走向』『中日熱点問

題研究』発表会・シンポジウム」を北京で開催した。 

インフラ 

本研究所は、中国北京市東城区張自忠路 3号にある。清代には陸軍部・海軍部が置かれ、その

後、段祺瑞の執政府となった場所である。東院の事務棟である中楼の2階と南楼の一部の施設が研

究所の事務施設となっている。 

図書資料  

日本研究所の旧図書館は、日本研究業務のための資料系統とデータベース系統からなる日本研

究情報・資料センターであり、図書センターであり、中国社会科学院図書館の日本語専門分館でもあ

った。旧図書館は、日本の政治・経済・国際関係・社会文化などに関連する特色ある専門書籍や新

聞・雑誌が重点的に収蔵されていた。蔵書の総量は6万冊余りに達し、このうち日本語図書は4万冊

余り、中国語図書は1万冊余り、中国語・外国語の定期刊行物の合本 4000冊余り、中国語・外国語

の定期刊行物は130種余に達した。蔵書は、日本語書庫・中国語書庫・定期刊行物庫の3部分から

構成され、日本語書庫は、個人文庫と本研究所の購入図書の書庫に分かれていた。 

社会科学院の機構改革に伴い、日本研究所図書館は、社会科学院図書館国際研究分館に組

み入れられ、日本研究所の機構の系列内の図書館はなくなり、ネットワーク資料室がこれに取って代

わり、中国語・外国語の定期刊行物の閲覧室だけが残された。 
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ウェブサイトと WeChat アカウント 

（1）日本研究所サイト（http://i js.cass.cn）。1998年 10月公開。日本研究所を土台とした同サイトは、

インターネットの長所を十分に発揮し、日本研究所の影響力を拡大した。国内外で影響力を持

つ中国の日本研究学術交流・情報プラットフォームの構築に努めることが建設目標とされた。日

本研究所サイトには現在、中国語と日本語の二種類のバージョンがあり、10以上のカテゴリーが

設けられ、日本研究所の各種の学術活動と研究成果を全面的に報道・反映することが主旨とさ

れている。 

（2）日本学刊網（http://www.rbxk.org/）。2009年 5月公開。同サイトには、日本研究所と中華日本

学会、『日本学刊』を拠り所として中国の日本研究学術誌の公式サイトとの位置づけがなされた。

その目的は、『日本学刊』の影響力を拡大し、紙面以外のサービスと相互活動の機能を高めるこ

ととされた。 

（3）日本学刊微信（WeChat）パブリックアカウント（WeChat： ribenxuekan）。2015年 5月公開。日本

学刊WeChatパブリックアカウントは主に、新刊の目録や文章のダイジェストを前もって発表するた

めに使われている。日本学刊のパブリックアカウントはさらに、「日本学刊群」というグループを作り、

情報交流や討論などの紙面以外のコンテンツを転載し、著者・審査・編集・読者の疎通のための

便利なルートの構築をはかっている。 

出版物  

（1）『日本学刊』。1985年 5月創刊。中国社会科学院が主管し、日本研究所と中華日本学会が共

同で主宰する学術隔月誌であり、中華日本学会の会刊となっている。 

（2）『日本青書』。毎年 5月発表。中華日本学会と中国社会科学院日本研究所、社会科学文献出

版社が協力して作成する年次情報出版物である。『日本青書』は、その年の日本の経済・政治・

外交・社会文化の総体的な情勢と焦点の問題を全面的に振り返り、日本の動態をそれ自身の

線形の発展に置いて分析すると同時に、世界の政治・経済の情勢変化という大きな背景におけ

る日本の動向に注目し、その未来の発展の予想と展望を考えるものである。 

（3）『日本経済青書』。毎年 5月発表。全国日本経済学会と中国社会科学院日本研究所、社会科

学文献出版社が協力して作成する年次情報出版物である。中国の日本経済研究界の従事者

が共同で、前年度の日本経済と中日の経済貿易関係の発展状況、焦点となった問題を回顧し、

展望した研究成果が掲載される。 

（文責：林昶） 
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中国現代国際関係研究院日本研究所  

機関名： 中国現代国際関係研究院日本研究所  

(China Insti tutes  of Contemporary Internat ional  Relat ions  Insti tute of Japanese Studies ) 

住 所 ： 北京市海淀区万寿寺甲 2号（郵便番号 10081） 

U R L ： http://www.c ic ir.ac.cn/chinese/Organ_199.html 

T E L ： +86（10）88547332/88547336 

代表者： 胡継平（所長） 

組織機構  

中国現代国際関係研究院日本研究所は、中国における日本問題研究の重要機構の一つである。

現代日本の政治・経済・軍事・社会・文化・対外関係研究に主に従事し、マクロとミクロの結合、歴史

と現実の結合を重視し、中日両国の政府と学界、民間の相互理解の増進、政治・経済・文化などの

面での交流や協力の促進に努めている。現在の所長は胡継平研究員（院長補助兼任）、副所長は

樊小菊・副研究員、所長補佐は袁沖・副研究員が務めている。「日本政治研究室」「日本経済研究

室」「日本外交研究室」「東北アジア安全研究室」などが設けられている。 

人材育成  

本研究所は、「日本政治・外交」と「アジア太平洋経済関係」の博士育成拠点を擁し、国際政治系

専攻の修士大学院生も国際関係学院（北京）と共同で育成している。博士課程指導教師 2人、修士

課程指導教師 5人を擁する。 

対外協力交流  

本研究所は、世界の主な国・地域の多くの研究機関と学術交流関係を持っている。本院の主催す

る学術会議に招待を受けて参加したり、本院を訪問したり、本院に立ち寄ったりする海外の専門家や

学者、外交人員は毎年延べ100人以上に達する。本研究所はまた、学習や研究、講義、各種の二

国間・多国間の国際学術会議の出席などで研究員を海外に派遣している。日本の多くの学術機構と

良好な協力関係を持ち、日本の「アジアフォーラム」「国際問題研究所」「朝日新聞社」などと定期交

流のメカニズムを持ち、「日本国際協力銀行」「日本財団」「防衛省防衛研究所」「日本駐中国大使

館」「三菱東京UFJ銀行」などと幅広い交流を展開している。 

研究分野  

研究所は整った研究陣を誇り、研究分野は、政治・経済・安全・外交・海洋など複数の伝統的な

問題や焦点となる問題をカバーしている。日本研究所は、政治・経済・外交・安全などの分野で国内

の政策・学術研究の最前線にある。研究成果は主に、研究報告や特別資料などの形式で関連政府

部門に提供され、また学術刊行物を通じて公開発表され、国家の国際問題・対外政策決定に知識

面でのサポートを直接提供し、中央の政策に対して高い影響力を持っている。 

主な研究成果  

研究所の近年の研究成果としては、『顛簸的日本』（激震の日本 ）、『新旧交替中的東亜格局 』

（新旧交代にある東アジア局面）、『東亜縦横談』（東アジア放談）、『跨世紀的日本』（新たな世紀に

向かう日本）、『日本首相橋本龍太郎』、『中日関係三十年』、『日本外交軌跡』、『2000年的国際経

済与日本』（訳書、2000年の国際経済と日本）、『釣魚島問題的核心：日中関係的走向』（訳書、尖

閣問題の核心―日中関係はどうなる）などがある。毎年、『国際戦略与安全形勢評価』（国際戦略と

安全情勢評価）を定期的に出版している。 
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研究員が近年発表した学術論文としては、胡継平『穏定中日関係必須克服四大障碍』（中日関

係の安定のために克服しなければならない4つの障害、『現代国際関係』）、胡継平「正視靖国神社

問題背後的中日歴史認識差異」（靖国神社問題の背後にある中日の歴史認識の差異を直視する、

『現代国際関係』）、胡継平「歴史和解与中日関係的発展」（歴史的和解と中日関係の発展、『現代

国際関係』）、胡継平「従新防衛大綱看日本安全戦略的調整方向」（新防衛大綱から見る日本の

安全戦略の調整方向、『現代国際関係』）、胡継平「美日“共同戦略目標”与日本渉台立場変化」

（米日“共同戦略目標”と日本の対台湾の立場の変化、『現代国際関係』）、胡継平「日本対朝政策

及制約因素」（日本の対朝政策とその制約要素、『現代国際関係』）、王珊 「新安保法案与日本安

全戦略困境」（新安保法案と日本安全戦略の苦境、『現代国際関係』）、王珊「安倍政権“積極平和

主義”辨析」（安倍政権“積極平和主義”の解析、『現代国際関係』）、王珊「試評析安倍政権“擺脱

戦後体制”的外交挙措」（安倍政権の“戦後体制脱却”の外交措置評価試論、『現代国際関係』）、

王珊 「簡析日本因応美新軍事戦略調整的挙措」（米国の新たな軍事戦略に応じた日本の調整措

置の分析、『現代国際関係』）、王珊 「安倍政権的“主張型外交”及其影響」（安倍政権の“主張型

外交”とその影響、『現代国際関係』）、王珊「安倍対華政策的調整与中日関係」（安倍の対中政策

の調整と中日関係、『現代国際関係』）、王珊「安倍政権対華戦略的転変及其影響」（安倍政権の

対中戦略の転換とその影響、『東北アジア学刊』）、劉軍紅「美日旁観亜投行折射其対世界陳腐的

認知」（米日のアジアインフラ投資銀行への傍観は世界に対する古い認識の表れである、『現代国際

関係』）、劉軍紅「中日関係的経済学分析」（中日関係の経済学分析、『現代国際関係』）、劉軍紅

「辺海秩序与全球体系相通相融」（近海秩序とグローバル体系の往来と融合、『現代国際関係』）、

劉軍紅「人民幣国際化与金融安全」（人民元国際化と金融安全、『中国党政幹部論壇』）、樊小菊

「新 〈日美防衛合作指針〉的構造特征与歴史邏輯」（新 「日米防衛ガイドライン」の構造の特徴と歴

史的論理、『現代国際関係』）、樊小菊「〈日美防衛合作指針〉修訂中期報告解析」（「日米防衛ガ

イドライン」修正中期報告解析、『国際資料信息』）、樊小菊「解読日本新〈防衛計劃大綱〉」（日本

新「防衛計画大綱」解読、『国際資料信息』）、樊小菊「日本高調推進“湄公河外交」（日本が推し

進める「メコン川外交」、『国際資料信息』）、樊小菊「日印提升戦略合作浅析」（日本 ・インドの戦略

協力のレベルアップに関する分析、『現代日本』）、樊小菊「日本的 TPP争論之解読」（日本のTPP議

論の解読、『中国戦略観察』）、袁沖「安倍内閣解禁行使集体自衛権的背景及影響」（安倍内閣に

よる集団的自衛権行使解禁の背景と影響、『国際研究参考』）、袁沖「日本加快部署反導歩伐」（ミ

サイル防衛の配備を加速する日本、『国際研究参考』）、袁沖「日本民主党政権下日美同盟調整的

背景及動向」（日本民主党政権下の日米同盟調整の背景と動向、『亜非縦横』）、劉雲「大国戦略：

安倍的経済与安全政策」（大国戦略：安倍の経済・安全政策、『日本学刊』）、劉雲「全球金融危機

五周年」（世界金融危機 5周年、『現代国際関係』）、劉雲「日本不動産所有税浅析」（日本の不動

産所有税の分析、『国際研究参考』）、劉雲「日本新ODA大綱与国家安全保障」（日本の新ODA大

綱と国家の安全保障、『国際研究参考』）、劉雲「完美主義者的大国夢——論安倍経済与安全戦略」

（完全主義者の大国の夢――安倍の経済と安全戦略を論じる、『中国戦略観察』）、劉雲「中日経貿

変局及未来前景」（中日経済貿易の局面変化と将来の見通し、『中国戦略観察』）、劉雲「安倍 2.0

的経済与安全戦略」（安倍 2.0の経済と安全戦略、『現代日本』）、劉雲「浅析整日経貿関係歴史、

現状及前景」（中日経済貿易関係の歴史・現状・将来の分析、『現代日本』）、劉雲「日本急需構造

改革」（構造改革を迫られる日本、『現代日本』）、劉雲 「西方資本主義制度困境面面観」（西側資

本主義制度の苦境の諸相、『領導文萃』）、劉雲 「金融開放与金融安全」（金融開放と金融安全、

『中国党政幹部論壇』）、徐永智「日本野田政府在釣魚島問題上的立場与挙措」（日本野田政権

の釣魚島問題の立場と措置、『国際研究参考』）、徐永智「琉球群島範囲解析」（琉球群島の範囲

の分析、『国際研究参考』）、徐永智「従地図等歴史文献看日本対釣魚島主権主張的荒謬性」（地
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図などの歴史文献から見る釣魚島に対する日本の主権・主張の荒唐無稽、『国際研究参考』）などが

ある。 

本研究所は中国の主流メディアにおける影響力も高い。研究員が近年に発表した評論としては、

胡継平『国家利益会否成為新軍国主義訴求』（国家の利益は新たな軍国主義の追求となるか、『人

民論壇 』）、王珊 『従 “島国 ”到 “海洋強国”——日本海洋戦略的嬗変』（「島国 」から「海洋強国」へ

――日本の海洋戦略の変遷、『社会観察』）、王珊『国際海権博弈風起雲湧』（国際制海権をめぐる

激しい駆け引き『時事報告』）、劉軍紅『“安倍経済学”難造繁栄』（「アベノミクス」での繁栄実現は難

しい、『人民日報』）、劉軍紅『日元貶値折射日美政策“時差”』（円安が表す日米の政策の「時差」

『人民日報』）、劉軍紅『日本超常量寛撹擾亜洲増長節奏』（日本の常軌を逸した量的緩和はアジア

の成長のリズムを乱す、『人民日報』）、劉軍紅『安倍経済学面臨“国考”』（アベノミクスが直面する国

家的試練、『人民日報』）、劉軍紅『日本該走什幺路？』（日本はどの道を歩むべきか、『中国国防

報』）、劉軍紅『亜太再平衡中的日美矛盾』（アジア太平洋へのリバランスにおける日米の矛盾、『中

国国防報 』）、劉軍紅 『日松綁集体自衛権 ：武力威脅亜太安全』（日本による集団的自衛権の緩

和：アジア太平洋の安全に対する武力による威嚇、『中国国防報』）、劉軍紅『日美防衛指針修向何

方』（日米防衛指針修正の行方、『中国国防報』）、劉軍紅『安倍“新安全観”及其安全戦略』（安倍

の「新安全観」とその安全戦略、『中国国防報』）、劉軍紅『仮道伐虢：中美日的力学博弈』（口実を

見つけて覇権を拡大：中米日の力のゲーム、『中国国防報』）、劉軍紅『橋下徹性奴観的背後』（橋

下徹の性奴隷観の背後、『中国国防報』）、劉軍紅『正視歴史才有日本的亜洲定位』（歴史を直視

してこそ日本はアジアにおけるポジションを得られる、『中国国防報』）、劉軍紅『日本炒中国威脅意在

拡軍争権』（日本が中国の脅威をあおるのは軍拡でのイニシアティヴを握るため、『中国国防報』）、劉

軍紅『世界経済復蘇需要新模式』（世界経済の回復に必要な新モデル、『中国投資』）、劉軍紅『全

球気候談判的理想与現実』（国際気候交渉の理想と現実、『世界環境』）、劉軍紅『安倍“詭計外交”

注定失敗』（失敗に向かう安倍「詭計外交」、『世界報』）、劉軍紅『安倍的“価値観”究竟是什幺貨

色？』（安倍の「価値観」とは一体何か、『世界報』）、劉軍紅『麻生”納粋論”是在挑戦全人類』（麻

生「ナチ論」は全人類への挑戦、『世界報』）、劉軍紅『美国”懸崖遊戯”何時走到頭？』（美国の「崖

っぷちゲーム」はいつ行き詰まるか、『世界報』）、劉軍紅『誰能挑戦美元？』（ドルに挑戦できるのは誰

か、『中国経貿』）、劉軍紅『美若用”貨幣戦争”阻碍人民幣国際化将是一種歴史錯位』（「通貨戦

争」による米国の人民元国際化阻止は歴史的な間違い、『中国経貿』）、劉軍紅『反制日本：中国

“政経不分離”』（日本への反撃：中国「政経不分離」、『中国経営報』）、樊小菊『日本拡張海洋権

益：実力政策 +宣伝戦』（日本の海洋権益拡張：実力政策＋プロパガンダ、『世界知識』）、樊小菊

『従 “普天間問題”看美国的駐亜洲軍事基地』（「普天間問題」から見る米国のアジアにおける軍事

基地、『世界知識』）、樊小菊『日本海上拡張還要走多遠？』（日本の海上拡張はどこまで行くか、

『瞭望 』）、樊小菊『沖鳥礁之争考験日本国際形象』（沖ノ島の争いが日本の国際イメージに投げか

ける影、『瞭望』）、袁沖『安倍強推安保法再耍両面派』（安倍の安保法強行は再度の二枚舌、『法

制日報』）、袁沖『日美 “演出”背後難掩分岐』（日米の「演出 」の背後に隠された相違、『中国国防

報』）、劉雲『日本経済深陥構造性困境』（日本経済が陥った構造的苦境、『人民日報』）、劉雲 『両

箇債務危機，哪箇更凶険』（2つの債務危機、どちらが深刻か、『世界知識』）、劉雲『日本経済陥入

構造性困境』（日本経済の陥った構造的苦境、『大衆日報』）、劉雲『中日求存之道』（中日の求める

生存の道、『中国報道』）、徐永智『日本新防衛預算的啓示』（日本の新防衛予算が示すもの、『中

国国防報』）などがある。 

（文責：劉雲）  
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北京大学日本研究センター 

機関名： 北京大学日本研究センター 

（Center for Japanese Studies, Peking University）  

住 所 ： 北京市海淀区頤和園路 5号北京大学王克楨楼  

T E L ： 010-62751971 

F A X ： 010-62751971 

代表者： 李寒梅（センター長） 

組織構造  

本研究センターには、「指導メンバー合同会議」と理事会、『日本学』編集委員会が設けられている。

指導メンバー合同会議は、センター長と副センター長、秘書長（事務長）、副秘書長（副事務長）から

なる。理事会は、理事長と副理事長、常務理事、理事からなる。 

現在の指導メンバー 

名誉センター長： 王学珍  

理事長： 李玉  

センター長： 李寒梅  

副センター長： 宋成有、金勲、白智立、範士明、于鉄軍  

秘書長： 梁雲祥  

沿革  

1988年 4月 22日に設立された北京大学日本研究センターは、学部や学科をまたいだ北京大学の

総合的日本研究機関である。その主旨は、▽北京大学の日本研究を強化・促進する、▽中国の日本

研究の発展を推進し、中日両国民の間の相互理解を深める、▽中日両国社会の繁栄と東アジア地

域の平和と発展を促進する――ことである。その任務は、▽日本学関連の重要課題研究と研究成果

の出版での連携をはかり、これを実施する、▽学術会議や学術講座などの学術活動を開催する、▽学

術論文集『日本学』を編集出版する、▽学外や国外の日本学研究機関や学者との学術交流・協力

を組織・推進する――ことである。研究センターのメンバーは、北京大学の各学部・学科・研究所で、

日本の政治・経済・文化・歴史・社会・言語・文学・思想など各分野の教育と研究に従事する人員か

らなる。同時に、国内外の著名な人物を顧問として招き、国内外の学者を特約研究員として招いてい

る。  

主な研究成果  

本研究センターが近年出版した日本研究の著作には、『日蔵漢籍善本書録』、『北京大学図書館

日本版古籍目録』、『日本起源考』、『新編日本近代史』、『中日茶文化交流史』、『現代日本新宗

教』、『21世紀中国与日本』（21世紀の中国と日本）、『全球化与中国、日本』（グローバル化と中国・

日本）、『文明視角下的中日関係』（文明の観点からの中日関係）、『中日文化沖突与理解的事例

研究』（中日文化の衝突と理解の事例研究）、『伝統文化与中日両国社会経済発展』（伝統文化と

中日両国の社会経済発展）、『日本外交与中日関係』（日本外交と中日関係）、『中国的中日関係

史研究』（中国の中日関係史研究）、『中国的日本史研究』（中国の日本史研究）、『中国的日本研

究雑誌史』（中国の日本研究雑誌史）、『中国与周辺及“9.11”後的国際局勢』（911以降の中国と

周辺の国際情勢）、『青年学者日本研究論集』、『北京大学学報・日本研究特輯』（北京大学学報・
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日本研究特集）、訳書『折焚柴記』（折たく柴の記）などがある。中国政府の開催した「中日歴史問題

の共同研究」には本研究センターの多くの学者が参加し、単独または協力で研究報告 9本を執筆し

た。 

主な学術会議  

北京大学日本研究センターは1988年から2015年まで、上記の主旨と任務をめぐって努力を重ね、

各活動を積極的に展開し、科学研究や人材育成、対外交流などの面で豊かな成果を上げた。この

間に主催した学術会議は27回に達し（国際学術会議 14回、国内学術会議 13回）た。代表的なものと

しては、国際学術討論会「国際文化交流――大化の改新 」、国際学術討論会「中日民俗比較研

究」、国際学術討論会「東アジアの伝統文化と近代化」、国際学術討論会「21世紀の中国と日本」、

国際学術討論会「21世紀の中国と日本、アジア」、国際学術討論会「中日民間交流の未来—経済と

文化を中心に」、「近代以来の中日相互認識」、「東アジアの行政文化比較」、「中日国交正常化 40

周年の思考」、「中日関係の歴史と現状、展望」、「中日経済関係の現状と展望」、「日本の戦略文

化・安保政策と中日の安全関係」などが挙げられる。  

学術講座  

本研究センターが開催した学術報告・講座は44回にのぼり、代表的なものとしては、香山健一「ア

ジア太平洋の時代と中日関係の未来」梅原猛「日本の伝統と近代化」、安藤彦太郎「戦前日本の教

育制度とファシズム思想」、岸陽子「日本女性作家の中国観」、本沢二郎「不安を誘う日本政治」、高

畠通敏「橋本内閣の行政改革」、村田忠禧「釣魚島問題、日本外交世論から見た中日関係」、卓南

生「東南アジア国家と日本の関係」、馮昭奎「日本の目下の政治・経済情勢」、周永生「中日の東中

国海の争いについて」、湯重南「歴史問題の中日共同研究について」などがある。 

本研究センターは1994年から、カルビー日本研究基金会と共同で連続講座「解読日本」を開き、

日本の著名な学者や政治家を招き、日本の政治や経済、文化などの分野での重要な課題について

の学術講演を行ってきた。小熊英二「日本の民族主義：近代から現代まで」、立花隆「1940年体制の

起源と崩壊日本の3度目の革命の行方」、石原信雄「日本の統治機構」、藤原帰一「記憶戦争」、榊

原英資「日本経済の構造改革」、川勝平太「グローバル経済史と近代日本文明」、堺屋太一「日本

で進む知価革命」、田中康夫「日本の地方行政改革」、竹中平蔵「日本の経済改革と政策決定過

程」などが挙げられる。 

本研究センターとカルビー日本研究基金会はさらに、若手教師と大学院生、学部生の課題研究

の助成と指導でも協力し、人材育成を推進している。1994年以来、教師研究助成プロジェクトは68件、

大学院生の助成・指導は329人、完成課題は329件で、学部生の助成・指導は144人、完成課題は

144件だった。出版した論文集は21部、優秀論文集は1部で、論文は合計 563本に達した。このほか

日本研究センターは2001年、「池田大作研究会」を設立し、「21世紀東方思想の展望」などの国際

学術討論会を開催し、会議論文集と『池田大作研究論文集』を出版した。 

対外協力交流  

本研究センターは、学者の日本への訪問・研修・講義での派遣や、日本人学者の訪問受け入れな

どを通じて、積極的に対外交流を展開し、日本の各界との協力を強化し、北京大学の日本研究のさ

らなる展開を推進してきた。 

日本学術界とも広範に協力し、企業界とも一定の協力を持っている。主に、日本の大学や研究機

関、日本国際交流基金、カルビー日本研究基金会などと学術交流や人材育成、研究協力などを展

開した。 
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出版物  

本研究センターの編集出版する学術論文集『日本学』（編集委員会：梁雲祥〈常務〉、李寒梅、宋

成有、金勲、白智立）は2015年までに19号を出版している。 

インフラ・図書資料・ウェブサイト 

日本研究センターは、北京大学王克楨楼にある。 

図書資料は、北京大学図書館国際関係学院分館にある。 

ウェブサイト：http://web5.pku.edu.cn/cjps/gaik6.html 

E-mail：scy@pku.edu.cn 

（文責：李寒梅）   
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清華大学日本研究センター 

機関名： 清華大学日本研究センター 

（Research Center for Japanese Studies,  Tsinghua University） 

住 所 ： 北京市海淀区清華大学明斎 341（郵便番号：100084） 

代表者： 曲徳林（センター長）、李廷江（常務副センター長）、王孫禺（副センター長） 

沿革  

清華大学日本研究センターは、清華大学内の大学級研究センターであり、清華大学社会科学学

院を所属先としている。本研究センターの設立準備は21世紀初めに開始された。中日関係の変化の

影響を受け、長年の起伏に満ちた準備活動を経て、清華大学日本研究センターは2008年、大学学

務委員会の正式な設立認可を受けた。最初は清華大学人文社会科学学院（2014年人文社会科学

学院は人文学院と社会科学学院に分かれた）に所属し、後に社会科学学院に所属するようになった。

2009年、清華大学日本研究センターの成立大会が行われた。本研究センターは、中国の大学で比

較的後期に設立された日本研究機関の一つである。清華大学には日本語言文化教研室が設けら

れ、日本語の学部生と大学院の修士・博士課程の大学院生が在籍している。学内の教師のうち500

人近くが長期または短期で日本に留学したことがあり、各学科にはそれぞれ日本研究で著名な学者

がおり、人文科学から社会科学までをカバーしている。さらに文系と理系の融合した学科をまたいだ研

究を行う専門家や学者もいる。 

組織構造  

清華大学日本研究センターは現在、特別招聘教授 1人と兼任研究員 30人を擁し、そのうち教授は

20人、准教授は10人、ポストドクターは10人である。 

研究分野  

本研究センターは、現代日本を重点研究分野とし、日本と中国、日本と世界の研究に取り組んで

いる。本研究センターはここ数年、限られた資源を活用し、グローバル化を視野とした、学科をまたぎ、

文系と理系の融合した、清華大学の特色を備えた日本研究の展開に努めている。 

主な研究成果  

社会科学文献出版社の支援の下、本研究センターは、『清華東方文庫』（社会科学文献出版社

出版）を編集出版し、これまでに次の13部の著作を出版してきた。 

1．『近代中日関係源流』 

2．『王泰平文存』（王泰平文集） 

3．『江培柱文存』（江培柱文集） 

4．『西方社会科学理論与日本研究』（西側社会科学理論と日本研究） 

5．『東亜区域合作与中日韓関係』（東アジア地域協力と中日韓関係） 

6．『清華日本研究』 

7．『解読日本外交』 

8．『戦後中日関係口述史』 

9．『晩清中国社会変革与日本』（清代末期の中国社会の変革と日本） 

10．『辛亥革命与亜洲』（辛亥革命とアジア） 
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11．『満州事変：政策的形成過程』（満州事変：政策の形成過程） 

12．『東亜視野下的東北史地研究』（東アジアの視野の下の東北歴史地理研究） 

13．『経暦与思考：従東京反帝大同盟起記述』（経験と思考：東京反帝国主義大同盟からの記

述） 

このうち2015年に翻訳出版された『満州事変：政策的形成過程』（緒方貞子著・李佩訳 /胡連成

校正 /李廷江監修）は、社会科学文献出版社の2015年の「優秀翻訳図書賞」を受賞した。 

人材育成  

本研究センターは設立準備当時から、清華大学の実際の状況に基づき、いくつかの面での試みを

行い、初期的な成果を上げてきた。 

（1）日本語の学部生を選抜し、日本の著名企業（キヤノンや全日空など）での実習や、日本の大学

（早稲田）での留学に派遣した。このプロジェクトでは2008年から現在までに、100人近くの学生が

8回にわたって派遣され、国際的人材の育成の新たな道が開かれた。これらの学生は、将来の日

本研究の強力な予備軍となり、すでに一部の学生は中国内外の著名大学の大学院に合格し、

学習し研究を深めている。清華大学の日本語専攻の学生に在学時から与えられた国外の企業

への研修や大学への留学の機会は、新たな地平を切り開き、国内外の同一学科の先頭に立つ

試みと言える。 

（2）本研究センターは、ポストドクタープロジェクトを設立し、各学部・学科の指導教授との共同育成

という形式を取り、学科をまたいだ人材の育成方法を探求している。これまでに十数人のポストド

クターの学生を受け入れ、プロジェクトが輩出した学生は、雇用機関の高い評価を幅広く得てい

る。  

（3）本研究センターは2009年から「清華大学日本研究高級養成班」を開講している。全国の若手研

究員を対象とし、国内外の国際問題研究の大家を招いて行う講座である。歴史から現実まで、

理論から実践までを取り上げる同班は、毎回 2日から3日の日程で40人から50人前後が参加して

行われ、これまでに7回開催されている。この養成事業は、中国の日本研究の新たな世代に向け、

日本研究の情報や資源を提供するだけでなく、視野の開拓や学習方法の検討、専門家や同業

者との出会いなどのさまざまな意義を持つプラットフォームと便利な手段を提供し、参加学生や社

会の評価を得ている。 

（4）本研究センターは2015年、「清華大学日本研究センターハーバード東アジアフォーラム」を開催

し、国内の若手学者に対する国外の専門家の指導を組織し、海外進出の試みとし、英語圏の

学者との交流の展開と強化をはかった。ハーバード大学でアジア問題を研究する4つのセンター

の責任者と主要な学者 10人近くがこの学術報告に参加して指導を行い、この試みを高く評価し

た。 

学術交流  

センター設立から歴史が浅く、経験に乏しいなどの実情と、中国の日本研究の現実を考慮し、清華

大学日本研究センターは学術交流で、（1）専攻の交流と専攻をまたいだ交流の結合、（2）学術的な

交流と現実的な交流の結合、（3）学内の交流と学外の交流との結合、（4）国内交流と国外交流の結

合――の4つの「結合」の方針を取っている。本研究センターはさらに、（1）内部の討論会と公開シンポ

ジウムとの結合、（2）大中型会議と小型会議との結合、（3）会議の自主開催と共同開催の結合、（4）

個別の交流と総体としての交流の結合――にも配慮している。本センターの主旨は、長所によった短

所を補い、相互利益をはかることにあり、学術発展の促進を目的としている。近年の実践を通じて、学
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術交流においては、旧態依然のやり方を続けるのではなく、時代の変化に適応し、革新意識を常に

持ち、形式ではなく内容を重んじなければならないということがわかっている。 

学術会議など 

本研究センターは設立準備中の2003年から、学内の各級指導部の強力な支援を受け、各種の学

術会議や講座を積極的に展開してきた。統計によると、これまでに開催された各種の学術会議は100

回を超え、参加人員は累計 1万人を超えている。例えば辛亥革命 100周年の2011年には、清華大学

（開催準備：日本研究センター）と日本の神奈川大学は中国史学会の支援の下、三者の協力で、

『辛亥革命とアジア――辛亥革命 100周年記念国際学術シンポジウム』を横浜の神奈川大学で開催

し、出席人数は1000人を超えた。国内外の同様の記念活動の中でも、民間による自主開催などの特

徴で際立った会議となり、国際社会の幅広い評価を得た。開催後に出版された中国語・日本語の会

議論文集も国際学術界の評価を得た。 

図書資料  

本研究センターは設立が遅く、各方面で取り組まなければならない課題に追われ、資料蓄積の面

ではその他の類似機関と大きな差がある。現在、各種の資料文献・図書の蓄積と拡充を迫られており、

各方面の支援を必要としている。 

（文責：李廷江）   
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北京日本学研究センター 

機 関 名 ： 北京日本学研究センター 

（Beij ing Center for Japanese Studies） 

住 所 ： 北京西三環北路 2号北京外国語大学 216信箱（郵便番号 100089） 

TEL/FAX： （010）88816585 

U R L ： http://www.bjryzx.org/ 

代 表 者 ：  徐一平（センター長）、郭連友（副センター長）、笠原清志（日本側センター長） 

組織機構  

北京日本学研究センターは、中国側事務室と日本側事務室、図書資料館、日本語言研究室、

日本語教育研究室、日本文学研究室、日本文化研究室、日本社会経済研究室を設けている。中

国側の専任教授・研究員は15人である。 

沿革  

北京外国語大学東キャンパスにある北京日本学研究センターは1985年、「全国日本語教師養成

班」（俗称「大平班」）として設立された。 

本研究センターは30 年余りにわたって、中日両国の政府機関の強力な支持と北京外国語大学

の直接的な指導の下、人材育成や日本学研究、図書情報、対外サービス、中日文化交流などの分

野で大きな成果を上げてきた。 

本研究センター設立の目的は、中国の日本語教育と日本学研究事業に向け、「日本を研究する

専門レベルの日本語教師と日本学研究人材」を育成することだった。30年余りにわたって、1000人以

上の修士や博士などのハイレベルな教育・研究人材と中堅教師を国家のために育成し、中国の日本

語教育と日本学研究に際立った貢献を果たしてきた。 

主な研究分野  

本研究センターには現在、15人の専任研究員がおり、そのうち教授は10人（博士課程指導教官 5

人）、准教授は2人、講師は3人である。「日本言語」「日本語教育」「日本文学」「日本文化」「日本社

会」「日本経済」の6つの方向から、幅広く立ち入った教育・研究活動を展開し、大量の研究成果を

産出してきた。「全国日本語言語・文学重点養成学科」「北京市日本語語言・文学重点学科」に認

定されているほか、教育部の「地域・国別研究基地・日本研究センター」としても認定されている。 

主な研究成果  

徐一平（1994）『日本語研究』（人民教育出版社） 

周維宏主編（1997）『中日農村経済組織比較』（経済科学出版社） 

王克非（1996）『中日近代対西方政治哲学思想的摂取：厳復与日本啓蒙学者』（近代中国・

日本の西洋政治哲学思想の摂取：厳復と日本啓蒙学者、中国社会科学出版社） 

王暁秋（1997）『近代中日関係史研究』（中国会科学出版社） 

金煕徳（1998）『日美基軸与経済外交：日本外交的転型』（日米基軸と経済外交：日本外交の

転換、中国社会科学出版社） 

李国慶（1999）『日本農村的社会変遷：富士見町調査』（日本農村の社会変遷：富士見町調

査、中国社会科学出版社） 
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施建軍（2001）『漢日主題句構造対比研究：兼論主題句的計算機処理』（中国語・日本語の

主題句構造の対比研究：主題句のコンピューター処理、世界知識出版社） 

図書資料  

30年余りの努力を経て、本研究センターは、中国国内屈指の「日本学研究専門図書館」を形成し

てきた。日本国際交流基金の強力な支援を受け、所蔵の日本語図書文献は17 万冊余りに達し、国

内の日本研究機関で最大の蔵書を誇り、カバーする分野が最も広い専門図書館となっている。図書

館にはさらに、「高崎文庫」「孫平化文庫」「小孫文庫」「徳川文庫」「大平文庫」「野村文庫」「松村文

庫」「桐山靖雄文庫」「丹羽文庫」「昭恵文庫」の10 文庫が設けられている。 

対外交流協力  

本研究センターは、対外サービスと中日文化交流でも際立った貢献を果たしている。本研究センタ

ーはここ30年で、日本の12大学と学際交流合意を締結し、海外の25大学と学部・学科交流合意を締

結してきた。これらの国際交流と協力関係は、本研究センターの人材育成や学術研究に、より幅広く

堅固な土台を築いてきた。 

出版物  

本研究センターの主要出版物には『日本学研究』と『日本学論叢』がある。『日本学研究』はすでに

連続 23号、『日本学論叢』は連続 11号が出版されている。 

社会奉仕活動  

本研究センターはさらに、中国の日本語教育や日本研究、日本文化理解を助ける多種多様な社

会活動を展開してきた。主な活動としては、「中国日本学研究『カシオ杯』優秀修士論文選出活動」

の発起設立、三菱商事の援助を受けた、中国国内各大学の日本学修士・博士課程の大学院生の

受け入れ、地方の大学での講演事業の展開、公開講座や特別講演報告会の定期開催、日本の茶

道・落語・狂言・歌舞伎・香道・浪曲などの各種伝統文化の公演開催、日本映画の講演・放映活動

の開催、日本社会・日本文化への理解を深めるための大学生・社会人向けの活動開催――などがあ

る。  

本研究センターはこれまで、各関係者の力強い支持と援助を受け、30年にわたる輝かしい発展を

実現してきた。日本学研究センターは今後も、課せられた使命に背くことなく、前進を続け、進取を怠

らず、人材育成や学術研究、図書資料、国際交流などの分野でさらなる貢献を果たしていく。 

（文責：郭連友） 
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南開大学日本研究院  

機関名： 南開大学日本研究院  

（Japan Inst itute of  Nankai University） 

代表者： 宋志勇（院長）、劉岳兵（副院長） 

住 所 ： 天津市南開区衛津路 94号  

T E L ： 022-23505186 

F A X ： 022-23505753 

U R L ： http://www.riyan.nankai.edu.cn/ 

基本概況  

南開大学日本研究院は、全国の高等教育機関で唯一の院（学部）級総合日本研究・ハイレベル

人材育成の実体機関であり、中国の日本研究の重要な拠点となっている。日本研究院は、1964年に

呉廷璆氏が創設した南開大学歴史学科日本史研究室、1988年に設立された南開大学日本研究セ

ンターを土台として発展した。研究院には現在、専任の研究員が14人おり、そのうち教授は6人、准教

授は6人、講師は2人で、全員が博士学位を保持している。さらに入江昭や山田辰雄、高原明生ら著

名な日本人学者を客員教授として招いている。図書資料員と管理人員 5人が勤務している。研究院

は、専任研究員を中心とし、学内外の兼任研究員を補助とし、両者がしっかりと結びついた研究・教

育体制を取っている。行政上は、大学直属の中間研究機構となっている。 

本研究院は、「日本歴史文化」「日本経済」「日本政治・対外関係」の3研究部、『南開日本研究』

編集部、事務室、資料室からなる。 

本研究院は、学術研究を重んじると同時に、現実的な日本問題と中日関係の研究にも積極的に

目を向け、これに参加しており、教育部によって「国別・地域研究基地」に認定されている。 

主な研究分野  

本研究院の研究分野は3学科に分かれている。「歴史文化研究部」には研究員 8人が在籍し、日

本通史・時代史・専門史の研究と教育に主に取り組んでいる。この学科は、日本研究院のうち歴史が

最も長く、実力の最も高い学科と言える。呉廷璆氏が主宰し1994年に発表された100万字にのぼる

『日本史』は、中華人民共和国建国以来の最高レベルの日本史通史著作として学術界に認められ

ており、20年の長期にわたって輝きを失わず、再販を重ねている。さらに兪辛焞・米慶余教授による日

本外交史研究、王家驊教授による日本儒学研究、武安隆教授による日本文化史研究、王振鎖教

授による戦後日本政治史研究はいずれも、中国国内と日本の学術界の高い評価を得ている。 

楊棟梁教授が主宰し2010年に出版された全 10巻の叢書『日本現代化暦程研究』（日本近代化過

程研究）は、全研究院の研究力を結集し、10年の時間をかけて完成された最新の代表的成果であり、

国内と日本の学術界の高い評価を得て、天津市社会科学一等賞に輝いた。 

2012年には、楊棟梁教授が主宰した教育部社会科学重大難関攻略プロジェクトの成果として『近

代以来日本的中国観』（近代以来の日本の中国観、6巻）が出版された。この成果は、教育部第 7回

大学（人文社会科学）研究優秀成果賞二等賞を獲得し、学術界でも高い評価を得て、南開大学の

日本史研究の高い実力を示した。 

このほか楊棟梁教授の日本経済史研究、李卓教授の日本社会史研究、趙徳宇教授の日本文化

史研究、宋志勇教授の中日関係史研究、劉岳兵教授の日本思想史研究などはいずれも豊かな成

果を収め、学術界の高い評価を得た。若手の研究者の成果では、臧佩紅・准教授の日本教育史研

究、温娟・准教授の近代日本農村研究、劉軒・准教授の日本経済史研究、王玉玲博士の日本中

世文化研究が良好な成果を収め、注目を集めた。 
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「日本経済研究部」には3人の研究員が在籍し、日本経済・日本経営・日本金融などの分野の研

究と教育に主に取り組んでいる。経済研究部は研究院の新興学科だが、莽景石教授の日本経済研

究や鄭蔚・准教授の日本金融研究、張玉来教授の日本企業経営研究はいずれも、ハイレベルな研

究成果を収め、学術界の評価を得ている。 

「日本政治・対外関係研究部」も研究院内の若手によって構成され、4人の研究員が在籍し、日本

政治・外交・中日関係などの分野の研究と教育に主に取り組んでいる。宋志勇教授の中日関係史と

日本外交研究、喬林生・准教授の日本政治・政党研究、尹暁亮・准教授の日本経済外交・エネル

ギー政策研究は、学術界で一定の影響を及ぼしており、見通しの明るい研究分野となっている。 

近年の主要（省部級）研究プロジェクトの立案状況  

プロジェクト名  代表者  プロジェクト資金源  立案年  

「歴史和解」の根本問題——近代以来の日本

の歴史教科書問題  
臧佩紅  教育部人文社会科学プロジェクト 2010 

女子教育と東アジアの近代化  李卓  教育部人文社会科学重大プロジェクト 2010 

東アジア一体化の歴史的遺産と現実的選択  莽景石  教育部人文社会科学重大プロジェクト 2011 

東アジア 3 カ国の早期西洋学の進化経路の

研究  
趙徳宇  教育部人文社会科学重大プロジェクト 2012 

中日の古代社会構造の比較研究  李卓  国家社会科学基金プロジェクト 2012 

日本の近現代農業政策の研究  温娟  国家社会科学基金プロジェクト 2013 

戦後日本の国有企業民営化の研究  楊棟梁  教育部人文社会科学重大プロジェクト 2013 

新編日本史  宋志勇  国家社会科学基金重大プロジェクト 2013 

日本の潜在的核武装の研究  喬林生  国家社会科学基金プロジェクト 2015 

近代日本の対外侵略戦争の思想論理  劉岳兵  教育部人文社会科学重大プロジェクト 2015 

主な研究成果  

2003年の設立以来、本研究院は、20件以上の国家・省部級科学研究課題を主宰してきた。これ

には教育部哲学社会科学研究重大難関攻略プロジェクト1件、国家社会科学基金重大課題 1件、

教育部人文社会科学重点研究基地重大プロジェクト4件、縦断的研究経費 300万元余りが含まれる。

2003年から出版された著作は50部余り、発表した学術論文は400本余りにのぼる。省部級優秀成果

賞の受賞は20件を超え、このうち教育部二・三等賞は各 7件、天津市社会科学成果賞一等賞は3件、

二等賞は4件。国際交流の面では、学術シンポジウム40回余りを主催し、200人以上が海外に派遣さ

れ、中国国内外の専門家 300人近くによる講義訪問を受け入れた。 
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近年主催した主要学術シンポジウム 

会議名  種類  開催年  

東アジアモデルと地域発展：世界金融危機下の再思考  国際学術シンポジウム 2010 

災害対応と東アジア協力——3•11 大地震一周年  国際学術シンポジウム 2012 

中日関係の歴史と現状、展望  国際学術シンポジウム 2013 

20 世紀東アジア国際関係の変遷  国際学術シンポジウム 2013 

日本近代化転換における改革と統治  国際学術シンポジウム 2014 

日本の対外侵略の歴史的教訓と現実的思考  国際学術シンポジウム 2015 

文明の対話と比較：中日の儒学を中心に 国際学術シンポジウム 2015 

人材育成  

本研究院は、「世界史」（日本史方向）と「世界経済」（日本経済方向）の修士・博士課程の大学

院生、「国際政治」（日本政治・外交方向）の修士課程の大学院生を受け入れている。このうち日本

史は、研究院が、国内で最も早期に博士学位授予権を得た機構となった。研究院は50年にわたって、

日本研究やその他の分野に従事する多くのハイレベル人材を国家に輩出してきた。研究院は、大学

院生向けの奨学金を設けており、優秀な博士・修士課程の大学院生を選抜し、日本への短期または

長期の研修に派遣してきた。2003年から2015年までに、186人の修士課程の大学院生と113人の博

士課程の大学院生を育成し、多くの卒業生がすでに、全国の日本研究機関と大学の学術的な中堅

勢力となっている。 

対外交流  

本研究院は、中国国内外の学術交流活動を積極的に展開している。日本や韓国などの多くの大

学や関連研究機関とは密切な往来を保っている。東京大学や早稲田大学、国学院大学などと密切

な交流関係を保っているほか、慶応大学東アジア研究所や東北大学文化研究科、韓国高麗大学日

本研究センターなどの機構とは交流合意を締結している。2003年以来、国内の学術シンポジウム30

回余りと大型国際学術シンポジウム10回余りを主催した。教師や学生をさまざまな形式で訪問・講義・

研究のために海外派遣したほか、国内外の著名な学者を研究院での講義に招いてきた。 

インフラ 

本研究院は、独立した日本研究院棟を持ち、延床面積は2000平方メートル以上に達する。国際

会議ホールや貴賓レセプションルーム、客員教授研究室、学術交流室、会議室、接待室、事務室、

教室、個人研究室が設けられている。 

図書資料等  

本研究院は、総面積 400平方メートルの図書資料室を持つ。中国語・日本語の蔵書は4万冊近く、

中国語・日本語の定期刊行誌は40種余りに達する。「日本国際交流基金文庫」「日本経済広報セン

ター文庫」「日本オムロン社文庫」「家永三郎文庫」「立石信雄文庫」「江口圭一文庫」「旗手勲文庫」

「栗原健文庫」「池井優文庫」「兪辛焞文庫」「宮川俊彦文庫」などが設けられている。 

本研究院が発行する『南開日本研究』は、『日本研究論集』をもとに2010年に作られた総合日本

研究学術刊行物で、中国国内外の学者の日本研究関連の最新研究成果を掲載し、現在までに19

号が出版されてきた。中国の日本研究学界において大きな影響力を誇っている。 

本研究院のウェブサイト（www.riyan.nankai.edu.cn）は、本研究院の基本状況と研究・人材育成の

動態などを国内外にすばやく紹介するプラットフォームとなっている。 

（文責：周志国）   
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天津社会科学院日本研究所  

機関名： 天津社会科学院日本研究所  

（Tianj in Academy of  Soc ial Sc iences Inst itute of Japanese Studies） 

住 所 ： 天津市南開区迎水道 7号（郵便番号 300191） 

代表者： 程永明（所長） 

沿革  

天津社会科学院日本研究所は、中国科学院天津歴史研究所日本史研究室を前身とする。天津

歴史研究所は1958年、日本史研究室は1962年に設立された。日本史研究室は、中国で最も早期

に設立された日本研究機関の一つとして、日本史と日本の中国侵略史の研究を展開した。1979年 3

月に天津社会科学院が設立されると、天津歴史研究所日本研究室はこれに併合され、日本問題研

究所と改称された。同研究所は1983年 8月に日本研究所と改称された。日本研究所は当時、専任

研究員 30人近くを擁し、聶長振や呂万和、盛継勤、王金林、周啓乾ら中国国内の日本史研究で著

名な学者が名を連ねていた。研究所下には、「日本史研究室」「日本経済研究室」「日本教育研究

室」などが設けられた。 

組織構造  

本研究所は現在、専任研究員 9人を擁し、そのうち研究員は3人、副研究員は4人、補佐研究員は

2人である。 

研究分野  

本研究所は、「当代（現代 ）日本」をめぐる学科建設に取り組んでいる。日本の政治・経済・社会・

文化・外交などの各方面をカバーするこの学科は、一種の総合研究学科と言える。学科の分類から

考えると、歴史学における世界史の国別史の一部とも言えるし、法学における国際問題研究中の一

部とも考えられ、歴史学と国際問題研究の交わった学科と言える。 

「当代日本」は2005年、天津社会科学院によって院重点支援学科とされ、2012年には院重点学

科として認可された。現在、首席専門家と学科リーダーを務める天津社会科学院院長の張健研究員

は、日本政治外交を主な研究方向としている。学科を構成する人員の具体的な研究方向は以下の

通りである。 

1、日本経済問題研究 2人：（1）程永明。日本の企業経営や日本企業の海外発展戦略、中日

経済貿易関係などを研究方向とする。（2）平力群。日本経済と中日経済制度比較を研究

方向とする。 

2、日本政治外交・中日関係研究 4人：（1）田慶立。中日関係と日本外交を研究方向とする。（2）

龔娜。日本皇室と日本外交、日本政治を研究方向とする。（3）董順擘。近現代の中日朝

（韓 ）関係史や日本シンクタンク研究などを研究方向とする。（4）劉樹良。日本の国家安全

戦略や中日関係などを研究方向とする。 

3、日本社会問題研究 3人：（1）周建高。中日都市化比較研究など。（2）田香蘭。日本の社会

保障・老齢化問題の研究など。（3）師艶栄。日本青少年問題研究など。 

2015年 12月 11日、天津社会科学院日本研究所と東北アジア研究所を研究主体とし、天津社会

科学院は、「東北アジア地域協力研究センター」を設立した。同センターは、各方面の強みを統合し、

東北アジア地域の政治・外交・経済・人文交流などで、学科や部門、地域、国境をまたいだ総合研

究を展開している。 
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主な研究成果  

1979年以来、本研究所の研究員は論文書籍数十部を出版し、国家課題 6件と省部級課題 20件

余り、院級課題 30件余りを担当してきた。発表した研究論文は千本近い。そのうち省部級賞の受賞

は17件、院級賞の受賞は30件余り。代表的な論著としては、『簡明日本古代史』（王金林著）、『簡明

日本近代史』（呂万和著）、『日本天皇制及其精神構造』（日本天皇制及びその精神構造、王金林

著）、『日本人的原始信仰』（日本人の原始信仰、王金林著）、『漢唐文化与古代日本文化』（漢唐

文化と古代日本文化、王金林著）、『日本両次跨世紀的変革』（日本の2回の世紀をまたいだ変革、

王金林・張健等著）、『戦後日本国民経済基礎構造』（盛継勤著）、『日本近現代経済簡史』（周啓

乾著）、『日俄関係簡史：1697～1917』（日露関係簡史、周啓乾著）、『当代日本与中日関係』（現代

日本と中日関係、馬黎明等著）、『戦後日本的経済外交（1952-1972）』（戦後日本の経済外交、張

健著）、『戦後日本経済的恢復、調整与起飛』（戦後日本経済の回復と調整、飛躍、張健著）、『裕

仁天皇伝』（程永明著）、『中日経貿関係六十年（1945-2005）』（程永明、石其宝著）、『当代日本

企業経営理念研究』（程永明著）、『日本的聯合国外交研究』（日本の国連外交研究、連会新著）、

『日本人善学性格分析』（学びに長けた日本人の性格の分析、周建高著）、『日本的終身学習』（日

本の終身学習、周建高著）、『日本近現代対華関係史』（田慶立等著）、『近代以来日本的中国観

（第六巻：1972-2010）』（近代以来の日本の中国観、田慶立・程永明著）、『日韓老年社会福利政

策研究』（田香蘭著）、『日本風険投資研究 ——制度選択与組織行為』（日本ベンチャー投資研究

――制度の選択と組織行動、平力群著）、『昭和天皇的思想与行動研究』（昭和天皇の思想と行動

の研究、龔娜著）、『日本政界人士中国観的演進譜系（1972～2012）』（日本政界人の中国観の進

化の系譜、田慶立著）などが挙げられる。 

近年の研究成果  

2011年から2015年までに本研究所は216件の研究成果（専門書 6部を含む）を達成してきた。一人

当たりの成果数は年平均 4件を超え、学術論文は、『日本学刊』『現代日本経済』『日本研究』など数

十種の刊行物に発表されてきた。 

研究中プロジェクト 

1、国家社会科学基金プロジェクト4件：「国家の革新系統に支えられた日本の新興産業発展の

制度配置の研究」（平力群）、「『産学官研』を拠り所とした日韓両国の高齢者サービス産業

発展メカニズムの研究」（田香蘭）、「日本企業の海外進出戦略における共同支援体系の研

究」（程永明）、「戦後日本の国家アイデンティティ構築の思想リソース研究」（田慶立）。 

2、天津市哲学社会科学計画課題 2件：「社会史の視野の下での日本青少年の引きこもり問題

研究』（師艶栄）、「日韓両国の高齢者サービス産業比較研究」（田香蘭）。 

3、天津社会科学院課題 3件 ：「平和憲法の視野の下での日本の『集団自衛権』問題 」（劉樹

良）、「戦後日本のアイデンティティ構築の根拠となった思想リソース研究」（田慶立）、「日本

住宅保障体系研究」（周建高）。 

人材育成  

本研究所は長年にわたって、各種の手段を通じて、研究員に対する育成事業を強化してきた。手

段としては、学科建設経費を利用した、国内外の学術シンポジウムへの研究員の積極的な参加と研

究成果発表の支援、各種学術や日本語の研修・学習への研究員の参加の奨励、研究員の海外で

の研修や視察の支援、研究員のさらなる学習の奨励――などが挙げられる。同時に所内では学術サ

ロンをしばしば組織し、学術理論の先端問題や研究テーマの選定、論文の修正、課題申請の論証な

どを取り上げて検討し、研究水準と研究成果の質を向上させている。 
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学術交流  

本研究所は、南開大学日本研究院と中国社会科学院日本研究所、復旦大学日本研究センター、

黒竜江社会科学院東北アジア研究所、遼寧大学日本研究所、吉林大学東北アジア研究院、河北

大学日本研究所、東北師範大学日本研究所などの研究機関と良好な協力関係を保持している。本

研究所はさらに、中国日本史学会事務所の所在地でもあり、中華日本学会や全国日本経済学会、

中日関係史学会などとも密切な学術的連絡関係を保っている。また本研究所は近年、国外の学術

界との交流も重視し、東京大学や東京工業大学、日本環日本海経済研究所、日本国際交流基金、

三井物産戦略研究所、日本総合研究所、山梨学院大学、国学院大学、韓国高麗大学日本研究

所、韓国仁川発展研究院、ロシア科学アカデミー極東研究所日本研究センターなどの国外の学術

機構や著名な学者と密切な学術交流・協力関係を構築してきた。 

本研究所の研究員による海外研修人数は近年、目立って増加している。沖縄大学地域研究所や

日本中国研究所、アジア経済研究所、科学技術振興機構中国総合研究交流センター、PHP総合

研究所、三井物産戦略研究所、東京財団、日本総合研究所、日本経済新聞社、国立歴史民俗博

物館、国際交流基金、韓国社会保障部、高麗大学日本研究センターなどでの研修・訪問への派遣

が相次いで行われ、学術情報の相互交流が強化された。 

学術会議・講座  

本研究所が近年開催した学術シンポジウムには次のものが挙げられる。東北アジア研究所とは毎

年、中露国際学術シンポジウム「東北アジアの安全と協力」を毎年定期的に共催し、これまでに10回

以上が開催されている。2007年 7月には、学術シンポジウム「東アジア3カ国の言語と文化の共通性と

個性」を文学研究所と共催した。2011年 6月には、韓国高麗大学日本研究センターと南開大学日本

研究院との共催で「中韓日本研究フォーラム」を開いた。2012年 12月には、学術シンポジウム「中国

日本史研究の現状と展望」と「中国日本史学会 2012年年会」を組織・開催した。2013年 4月には、韓

国済州平和研究院と共同で、学術シンポジウム「東北アジア地域の安全と協力」を開催した。本研究

所はこのほか、早稲田大学名誉教授の毛里和子氏や東京工業大学教授の橋爪大三郎氏、行政学

専門家の堀江正弘氏、著名な憲法学者の滝井一博氏、元日本参議院元法制局主幹の杉本勝則

氏、山梨学院大学の熊達雲教授、ロシア科学アカデミー極東研究所副所長の盧佳寧教授、韓国高

麗大学日本研究所所長の崔官教授など著名な学者や有名人を招き、学術講座を開催した。 

図書資料  

長期の学術研究を経て、本研究所は、大量の学術資料を蓄積してきた。天津社会科学院図書館

が所蔵する日本語書籍は5万冊近くにのぼる。日本史や日本経済の分野の蔵書は特に多く、多くの

雑誌は1960年代から継続して収蔵されている。またここ20年は、国際交流基金「渡辺健基金図書寄

贈」プロジェクトからの寄贈図書を毎年受け入れ、これまでに図書 3000冊余りを受け取ってきた。本研

究所は、「渡辺健基金図書寄贈」プロジェクトの中国における唯一の寄贈先であり、これらの図書は、

本研究所の研究事業の展開に大きな役割を果たしてきた。日本国際交流基金と「渡辺健基金」、渡

辺氏のご家族には、日本研究所全所員を代表し、深い感謝を捧げたい。 

ウェブサイト 

本研究所は2011年にウェブサイトを開設し、日本研究所や「当代日本」学科、研究員の研究動態、

学術活動などを公開している。 

サイトアドレス：http://www.tass-t j.org.cn/ribenyanj iusuo/Pages/shouye.aspx。 

（文責：程永明）   
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河北大学日本研究所  

機関名： 河北大学日本研究所  

（ Inst itute of  Japanese Studies,  Hebei University）  

住 所 ： 河北省保定市五四東路 180号  

代表者： 張玉柯（所長）、裴桂芬（副所長）、馬文秀（副所長）、崔巍（副所長） 

組織構造・沿革  

河北大学日本研究所の前身である河北大学日本問題研究室は、1964年の国務院外事弁公室

『高等教育機関における外国問題機構設立に関して』と中華人民共和国教育部『高等教育機関に

よる外国問題研究機構設立の関連事項に関する通知』の精神に基づき、同年に特設された日本問

題研究の総合的機構であり、中国の高等教育機関において最も初期に設立された外国問題研究専

門機構の一つである。 

本研究所はここ50年、次のいくつかの段階を経て発展してきた。 

（1）スタート段階（1964—1966年）。本研究所は設立初期、次の2つの活動を主に展開した。第

一に、若手・中堅の研究員の学習と育成。研究員の日本語レベルを高めるため、「日本語

研修班」を特別に開講し、研究員の業務能力を短期のうちに大きく向上させた。第二に、現

実を出発点とし、『日本問題研究資料』（内部発行）を編集出版した。中国国内で最も初期

に出版された外国問題研究専門刊行物の一つであり、研究室の影響を拡大しただけでなく、

政府関連部門への政策決定の提案も行った。この時期の効果的な活動は、同機構のその

後の発展に重要な意義を持つものとなった。 

（2）激動段階（1967—1977年）。（文化大革命の）十年の動乱期、河北大学日本問題研究室は

大きな衝撃を受け、研究員は反革命やスパイのレッテルを貼られ、ある者は研究室を離れる

ことを余儀なくされ、研究活動は停滞に陥った。1972年の中日国交正常化後、とりわけ周恩

来総理の温かい関心を受け、一部の外国研究機関が次々と再生された。1973年 3月、河北

大学日本問題研究室は正式に回復され、研究員が続々と帰還し、科学研究活動は再び正

しい軌道に戻って行った。 

（3）再建段階（1978—1999年）。河北大学日本問題研究室は1978年、河北大学日本研究所と

改称され、組織管理体系の充実化と整備が進んだ。研究所下には、日本経済研究室と日

本教育研究室、日本政治研究室、『日本問題研究』編集部、資料室、事務室が設けられた。

科学研究の面では、日本研究所学術チームはこの時期、日本の国民所得倍増計画や財

政・租税体制、物価問題、バブル経済、経済周期、教育史、国家教育政策・措置、政治史、

政府機構・政党などの面での系統的で立ち入った研究を行い、中国の改革開放事業と経

済社会の発展に欠かすことのできない手本と参考を与え、政府の政策決定のためのハイレベ

ルなシンクタンクとしての役割を十分に発揮した。 

（4）調整・急速発展段階（2000年―現在）。高等教育改革のニーズに対応するため、河北大学

日本研究所は2000年、当時の経済学院と人口研究所と合併し、新たに河北大学経済学

院を形成した。河北大学日本研究所の名称は対外的に残された。研究所はこの後、経済

研究方向だけを残し、教育などの研究方向の学科リーダーはほかの学部や学科に転入し

た。 

河北大学日本研究所には現在、16人が勤務し、そのうち教授（研究員）は7人、准教授は5人であ

る。9人は博士学位を取得しており、3人は博士課程での研究を進めている。 
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研究分野・学術的影響   

日本経済は、日本研究所が特色ある分析で伝統的に強みを持つ研究方向であり、政府のマクロ

経済政策や物価、財政、金融、対外経済貿易関係などを中心として研究を展開している。 

改革開放初期には、『国民収入倍増計劃』（国民所得倍増計画）、『高速発展的日本工業』（急

速に発展する日本工業）、『日本壟断資本』（日本独占資本）、『戦後日本財政』、『戦後日本税制』、

『戦後日本物価史』などの一連の成果が、孫執中教授を筆頭とした学術チームによって出版され、国

内外に幅広い学術的な影響を及ぼしただけでなく、中国政府のマクロ経済政策の決定と経済社会の

発展に重要な参考価値を持つものとなった。『国民収入倍増計劃』は、中央書記処と鄧小平同志に

送られ、中国における20年でのGDPの4倍化計画の制定に理論的根拠と参考となる貴重な経験を提

供した。80年代中期のマクロ経済調整の時代を背景として、裴桂芬教授は、『日本戦後初期的反通

貨膨脹政策』（日本戦後初期の反インフレ政策）を発表し、当時の国家経済体制改革委員会の高い

重視を受け、中央財経指導グループや中央外事指導グループなどの機構に内部参考資料として提

供され、良好な社会的効果を生んだ。 

1990年代には、孫執中教授らが、日本の「バブル経済」問題をめぐって、国家社会科学基金プロ

ジェクト「日本『バブル経済』崩壊の影響と日本経済の発展見通し」を担当し、この後に出版された『日

本泡沫経済新論』（日本バブル経済新論）は河北省社会科学優秀成果二等賞を受賞した。張玉柯

教授と李甦平教授が中心となって作成した専門書『和魂新思』は、21世紀に向かう日本社会・経済

の展望を研究したものであり、国家社会科学基金重点プロジェクトサブ課題の研究成果として、河北

省社会科学優秀成果賞を獲得した。裴桂芬教授が『世界経済調研』誌上に発表した「従日美構造

協議看中美経済戦略対話」（日米構造協議から見た中米経済戦略対話）は、中央指導部に送られ、

政策決定に参考を提供した。李赶順教授が担当した『環境負荷を軽減する社会経済体系の構築と

対策実施の研究』は、日本住友財団の全面的な支援を受けた。馬文秀教授の専門書『日美貿易摩

擦与日本産業構造調整』（日米貿易摩擦と日本の産業構造調整）は、教育部人文社会科学研究

計画基金プロジェクトの成果として、河北省社会科学優秀成果二等賞を獲得した。 

学科建設・人材育成  

1980年代、河北大学日本研究所の諸先輩にあたる専門家と学者は、自身の研究分野での努力と

探求を進めるだけでなく、人材育成も高く重視した。本研究所は1985年、中国社会科学院世界経

済・政治研究所との日本経済方向の修士課程の大学院生の共同育成を開始し、中国社会科学院

や中国人民大学などの著名な大学や研究所からハイレベルな専門家や学者を招いて授業を行い、2

期にわたって5人の修士課程の大学院生が中国社会科学院の修士学位を取得した。 

経済社会の発展と専門人材の育成の必要性に対応するため、本研究所は1992年、4年制の日本

語（経済）学部専攻を全国で初めて創設した。1996年、大学の統一配置の下、同専攻は外国語学

院へと編入された。 

長期にわたるたゆまぬ努力の下、本研究所から出発した世界経済学科は1994年、河北省省級重

点学科に認定され、修士課程の大学院生の受け入れを開始した。その後、1999年と2004年、2009年

にそれぞれ、省級重点学科の審査を通過し、1999年には優秀省級重点学科との評価を受けた。世

界経済専攻はさらに2003年、博士学位の授予権を獲得し、河北省において経済学博士学位の授与

機構がなかった局面の打破を実現した。2010年からは、西側経済学専攻の修士課程の大学院生の

受け入れを開始した。2014年までに、「世界経済」と「西側経済学」の修士学位授与課程は、全日制

修士課程の大学院生 316人（うち留学生 4人）と、社会人修士学位申請人員 347人、大学教師の在

職修士学位学習人員 70人を浮きれた。世界経済の博士学位授与課程は、博士課程の大学院生 95

人を受け入れた。世界経済専攻は現在、ハイレベル人材の育成基地として定着している。   
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国内外の学術交流  

学術的影響の拡大と学術的地位の向上を有効に進めるため、本研究所は、各種の学術交流活

動を積極的に展開してきた。1992年には、中日国交正常化 20周年を記念するため、研究所は日本

大学経済学部と北京香山で「中日経済国際学術シンポジウム」を共催した。シンポジウムの模様は、

中国中央電視台（CCTV）などのメディアによってニュースとして報道された。2002年には、中日国交

正常化 30周年を記念するため、研究所は、「中日経済・社会発展国際学術シンポジウム」を主催した。

40人余りの中日両国の専門家・学者が一堂に会し、中日経済の焦点となる問題をめぐって全面的な

議論を繰り広げた。同年にはさらに、中国社会科学院日本研究所と共同で、「日本問題研究雑誌シ

ンポジウム」を開催した。研究機関や大学、雑誌社などの40人余りの代表が全国各地からこの学術活

動に参加した。2005年には、中日両国の学者が再び、「循環経済・エコシティ発展国際学術シンポジ

ウム」に集まり、経済社会の持続可能発展の理論問題と実現のメカニズム・手段をめぐって、幅広い討

論を繰り広げた。2014年には、河北大学日本研究所設立 50周年を祝うため、学術シンポジウム「変

革中の日本経済と中日経済貿易関係」を開催した。全国の各日本研究機関から80人以上がこのシ

ンポジウムに参加した。 

『日本問題研究』 

河北大学の雑誌『日本問題研究』は1964年、内部刊行物として創刊された。1966年には「文革」

の打撃を受けて発行停止を余儀なくされたが、1973年に出版を再開し、1987年には中国国内外で公

開・発行されるようになった。 

創刊当時の『日本問題研究』は主に、高等教育部や教育部、外交部、国務院外事弁公室、対外

文化連絡委員会、国家科学技術委員会、科学院、対外経貿部、省党委員会、省政府、外国問題

関連の研究機関に対して、内部交流の参考を提供するものとして発行され、発行数は600部とわずか

ながら、日本国会図書館にも収蔵された。1978年の対外開放政策の実施後は、多くの機関や部門

が『日本問題研究』の提供を求めるようになり、発行部数は1000部に増やされ、外国問題研究の全国

唯一の専門誌として北京図書館の内部研究刊行物のリストに載った。1993年 6月、河北大学日本研

究所は、「第 2回全国日本研究定期刊行物工作会議」の開催を担当した。全国の各主要日本研究

雑誌社からの20人近くの責任者や関係者が一堂に会し、日本研究定期刊行物の質とレベルを高め

るための措置をともに検討した。 

2009年、雑誌の主宰機関が河北大学日本研究所から河北大学期刊社に変更され、2014年には

隔月誌に改められた。本誌は、学術性に重きを置き、時代性を際立たせ、外国の知識を中国に役立

てることを強調し、中国の実際のニーズと結びつけた日本研究を展開し、経済・社会・文化など日本

の各側面を観察し理解する窓口を読者に提供し、中国の改革開放と近代化建設に貢献した。『日本

問題研究』は近年、質量ともにさらに向上し、国内外の学術界に大きな影響を与え、「RCCSE中国核

心学術定期刊行物」と「CSSCI（拡張版）ソース定期刊行物」に相次いで選ばれた。 

（文責：呉宇） 
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中国海洋大学日本研究センター 

機 関 名 ： 中国海洋大学日本研究センター 

（Center of Japanese Studies, Ocean University of  China） 

住 所 ： 山東省青島市嶗山区松嶺路 238号中国海洋大学嶗山校区（郵便番号 266100） 

T E L ： 86-532-66787078 

E - m a i l： hdrbyj@126.com 

代 表 者 ： 修斌（センター長） 

組織構造・発展沿革  

中国海洋大学日本研究センターは、本学が設置した研究機関である。研究員は23人にのぼり、ほ

とんどが日本留学経験のある博士か、日本で研究活動に1年以上従事したことのある研究員である。 

センター内には、語言文学研究室と歴史文化研究室、中日関係研究室、海洋問題研究室、政

治・社会研究室、経済・管理研究室、事務室（資料室を兼ねる）が設けられている。 

本研究センターの前身は、中国海洋大学が2005年に人文社会科学研究院に設立した日本研究

センターである。その後、2010年 3月に中国海洋大学日本研究センターとして正式に設立され、同年

5月に正式に発足した。本センターは、文学・新聞伝播学院を拠り所として建設された。 

主な研究分野と建設状況  

中国海洋大学日本研究センターは、山東半島沿岸地域で唯一の総合的日本研究機関である。

本研究センターは、高水準から出発して全面的な推進をはかると同時に、「海洋」と「地域」という特色

の際立った研究を進めている。日本の海洋分野の歴史と文化、海洋戦略、中日の海洋問題、島嶼

問題の研究を重視すると同時に、山東半島・青島地域と日本との歴史的な関係や現実的な発展、

東北アジアの地域協力、東アジア海上シルクロードの研究も重視している。本研究センターはすでに、

中国国内の日本研究界で独自の分野を切り開き、国内の海洋問題や海洋をめぐる中日関係の分野

での日本研究の重鎮としての地位をほぼ築き、青島と山東半島の海洋エリアにおける日本研究と中

日学術交流の重要な窓口の一つとなっている。 

代表的な研究成果  

本研究センターは、豊かな研究成果を上げ、設立以来出版された各種の学術専門書や訳書は60

部余り、『日本学刊』『世界歴史』『中国社会科学』『新華文摘』などの中国国内外の定期刊行物に

発表された論文は100本余り、提出された各種の研究報告や専門家による提案は20本余りに達し、

海洋日本問題のシンクタンクとしての役割を効果的に発揮してきた。提出された研究諮問報告の一

部は中央指導部の同志の指示回答を受け、一部は国家関連部門によって採用され、上級部門の政

策決定とりわけ対日関係処理において積極的で建設的な役割を果たした。 

本研究センターの研究員が主宰・担当した国家社会科学基金重大プロジェクト・一般プロジェクト

は5件、教育部プロジェクトは10件余り、山東省・国家海洋局などのプロジェクトは10件余りに達し、中

国海洋発展研究センターや各種の横断的課題、国際協力課題も多数ある。研究成果は、国家教育

部大学人文社会科学優秀成果二等賞や山東省・青島市社会科学優秀成果賞 10件余り、孫平化

日本学術賞などを獲得している。 

修斌教授は、現在の研究センター長を務め、文学・新聞伝播学院院長と行遠書院執行院長を兼

任している。修斌教授は学術職としてさらに、中華日本学会常務理事や中国日本史学会常務理

事・日台琉分会会長、中日関係史学会理事、中国海洋発展研究会理事、中国海外交通史学会

理事、中国国際問題基金会海洋研究センター専門家委員会委員などを兼任している。中日関係史

や中日文化交流史、東アジア海洋問題を主な研究分野とする。著書には『近代中国的尼採与明治
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日本』（近代中国におけるニーチェと明治日本）、『中日関係多維透視』（中日関係の多元的パース

ペクティブ）、『国際海洋政治専題研究』（国際海洋政治特別研究）、『海洋歴史地理論』などがあり、

『海大日本研究』の編集長を務めている。 

中国海洋大学海洋文化研究所所長を兼任する曲金良教授は、国内の海洋文化研究の提唱者

であり、東北アジアの海洋歴史文化研究の遺産分野で際立った成果を上げている。主宰したプロジェ

クトは、国家社会科学基金重大プロジェクトや教育部基地重大プロジェクト、教育部藍皮書（青書）プ

ロジェクトなど多数に及ぶ。 

管穎准教授と趙成国准教授は、島嶼問題や日台関係、アジア太平洋海洋歴史文化などの分野

の多数の課題を参加者・主宰者として担い、重要な成果を上げた。 

宋寧而准教授と姜春潔准教授は、日本の海洋文化と海洋社会の分野の多数の課題を主宰者・

参加者として担い、日本の「海民」と呼ばれる人々に関する研究で専門書と訳書を出版した。 

林少華教授は、著名な翻訳家・学者であり、著書に『村上春樹和他的作品』（村上春樹とその作

品）、『為了霊魂的自由——村上春樹的文学世界』（魂の自由に向けて――村上春樹の文学世界）、

『落花之美』（落花の美）、『郷愁与良知』（郷愁と良知）など、訳書に『ノルウェイの森』や『海辺のカフ

カ』など40部余りに及ぶ村上春樹の作品、『心』『羅生門』『雪国』『世界の中心で、愛をさけぶ』など日

本の名著 70部余りがあり、大きな影響を誇っている。  

朱自強教授は著名な児童文学研究家で、著書には『日本児童文学導論』（日本児童文学序論）

などの専門書がある。日本の児童文化や国語教育に関する優れた研究で知られ、中日両国の学者

を組織して共同翻訳した日本のベストセラー児童文学作品『ズッコケ三人組』は幅広い支持を受けて

いる。 

牛月明教授の『中日文論互動研究―以“象 ”根詞的考察為中心』（中日文書相互作用研究―

「象 」を元にした語の考察を中心に）や黄英准教授の宮沢賢治研究や琉球沖縄文学研究、張小玲

准教授の日本作家の中国観研究なども、本研究センターの近年の重要な成果と言える。   

学術交流・人材育成など 

本研究センターは設立以来、国内外・大陸部内外の研究機関と頻繁な交流を繰り広げてきた。演

講会や学術報告会、学術シンポジウムをしばしば開催しているほか、専門家を招いた講座の開設も行

っている。報告や公演に招かれた学者には、劉江永や宋成有、王暁秋、王新生、蒋立峰、湯重南、

李卓、王勇、謝必震、李金明、鞠徳源、頼正維、鄭海麟、黄自進、陶徳民、姜克実、庚欣、進藤栄

一、村田雄二郎、山田吉彦、松浦章、片山恭一、芳井研一、浜下武志、松岡環、小谷哲夫、麓慎

一、諏訪一幸らが挙げられる。本研究センターが主催または共催した学術会議には、「中国の日本研

究ハイエンドフォーラム」（青島）、「第 12回中国琉球歴史関係国際学術シンポジウム」（青島）、「日本

海洋戦略問題シンポジウム」（青島）、「東中国海の安全情勢と中日関係討論会」（青島 ）、「中日関

係の新動向シンポジウム」（上海）、「第 2回日本学フォーラム」（青島）などが挙げられる。本研究センタ

ーは、国内の研究機関と学術交流を行うほか、海洋政策研究財団や新潟大学環東アジア研究セン

ター、琉球大学法文学部、関西大学東アジア文化研究交流センター・東西学術研究所、神戸大学

海港都市研究センター、神奈川大学日本常民文化研究所、環日本海経済研究所、日本国際問題

研究所などと交流関係を保っている。本研究センターの研究員は、中国国内外の日本研究機関と関

連大学の学者と頻繁に交流し、視察や会議参加のため日本や韓国、香港・台湾地区、欧米などを

訪れている。本研究センターの教授が文学・新聞伝播学院や外国語学院、法政学院と共同で指導

した大学院生は毎年 30人余りに達し、近年は20人余りが博士課程での学習のために日本に留学し、

そのうち8人が両国政府の博士奨学金を獲得している。 
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学術刊行物  

本研究センターは毎年、学術誌『海大日本研究』を出版し、国内外に向けて公開発行している。 

センター内には図書資料室が設けられている。 

（文責：修斌） 
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復旦大学日本研究センター 

機関名： 復旦大学日本研究センター 

（Center for Japanese Studies, Fudan University）  

住 所 ： 上海市邯鄲路 220号（郵便番号 200433） 

U R L ： http://www.jsc.fudan.edu.cn/ 

代表者： 胡令遠（センター長） 

機構概況  

本研究センターは1990年 7月に創設された。「日本政治」「日本経済」「日本社会文化」の3研究室

のほか、行政事務室や図書資料室、国際交流室、『日本研究集林』編集部などが設けられている。

専任研究員と研究補佐・行政管理人員 12人を擁する実体研究機関である。学内外には80人余りの

兼任研究員を擁し、日本と国内の多くの著名な学者や実業家が客員教授または顧問として招かれて

いる。 

本研究センターの歴代センター長は、鄭励志、陳建安、樊勇明、郭定平である。 

本研究センター設立の最初の目的は、近代化を迅速に実現した日本の経験や教訓を研究し、中

国の参考とすることだった。中日関係の特徴及び中国経済の中心としての上海の現実に基づき、日

本経済と中日経済関係が主要な研究方向として確立された。冷戦終結後は、中日経済関係を重点

とする調整がなされると同時に、日本の政治や外交、社会文化などに対する総合的で全面的な立ち

入った研究が展開された。日本研究のハイレベル人材の育成が進められ、政策決定への提案も行わ

れている。 

本研究センターの総体目標は、中国江南地域の日本研究の中心、中日関係のハイレベル人材育

成の中心、日本研究図書資料の中心となることである。 

対外協力交流  

本研究センターは、東京大学や京都大学、慶応大学、早稲田大学、東北大学などの日本の有名

大学や日本国際問題研究所や東京財団、防衛研究所などの日本の著名なシンクタンク、中国社会

科学院日本研究所や北京大学、南開大学、遼寧大学、吉林大学、中共中央対外連絡部、中国外

交部、駐日大使館・領事館などの国内外の関連機関と緊密な長期協力関係を築いている。このうち

慶応大学と関西大学、同志社大学の「上海事務所」と池田大作思想研究センターは、本研究センタ

ー内に設立されている。 

本研究センターは、日本国際交流基金の支援を受け、連続 25年にわたって国際学術シンポジウム

を開催してきた。近年のシンポジウムとしては次のものが挙げられる。 

2010年「東アジア共同体の構築における中日の競争と協力」 

2011年「環境問題と経済持続可能発展」 

2012年「グローバル局面の変動下の中日経済関係の行方」 

2013-2015年「冷戦後の日本政治・経済・社会体系の変容と中日関係に対するその影響」 

（政治外交、経済、社会文化）  

学術成果  

一、代表的専門書：本研究センターの専任研究員はこれまでに、専門書 12点を出版してきた。代

表的著作としては次のものが挙げられる。 



2-1 中国の主な日本研究機関 

 203 

（1）胡令遠『東亜文明的共振与発展』（東アジア文明の共振と発展） 

（2）徐静波『近代日本文化人与上海』（近代日本の文化人と上海） 

（3）戴暁芙『日本的銀行兼併与経営』（日本の銀行の合併と経営） 

（4）張浩川『中国中小企業の挑戦－｢小さな｣世界企業への道』 

（5）賀平『貿易政治学研究』 

（6）高蘭『冷戦後日本対華外交思想与実践』（冷戦後の日本の対中外交思想と実践） 

二、復旦大学日本研究叢書（論文集シリーズ）：22部を出版  

三、学術論文責：国内外の権威ある核心学術誌に200本余りの論文を発表  

四、学術雑誌：本研究センターは創設すぐ、年 2回発行の学術誌『日本研究集林』を創刊した。中

国江南地域で唯一の日本研究の総合専門雑誌として、20年余りにわたって重要な影響を及

ぼし続けている。  

研究プロジェクト 

本研究センターの専任研究員は近年、31件の研究助成課題を獲得してきた。代表的なプロジェク

トとしては次のものが挙げられる。 

（1）胡令遠：教育部哲学社会科学重大難関攻略課題「戦後日本の政治・外交の実質と未来の

発展形勢研究」 

（2）徐静波：教育部哲学社会科学重大難関攻略課題「国内外の人文交流を深める戦略配置

と運用メカニズムの研究」 

（3）張浩川：国務院発展研究センター「日本のエネルギー戦略の政策決定メカニズムとその参

照」 

（4）賀平：国家社会科学基金青年プロジェクト「中国のアジア太平洋における地域を超えた開放

協力戦略の研究」 

（5）戴暁芙：日本学術振興会「東アジア地域の分業の発展と日本の産業・企業再編の動向」 

近年のシンポジウム 

中日関係に緊急事態や重大な変化が生じた際には、必要に応じて、小中型の特別シンポジウムを

主催・共催し、すばやく提案を行い、中日関係の建設的な発展に貢献している。代表例としては次の

ものが挙げられる。 

（1）2014年「日本政局と中日関係に対する消費税率引き上げの影響」 

（2）2013年「自民党新政権の対中政策と中日海洋関係の発展の趨勢」「中日経済関係の新動

向：TPPと中日韓 FTA、安倍新経済政策の視点から」「転換期の日本の対中認識と対中政

策シンポジウム」 

（3）2012年「在中日本企業の現状と問題——中日経済交流の転換期に」 

（4）2010年「非従来型の安全保障と持続可能発展」「万博と上海・大阪の経済発展」 
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国内外の著名専門家や政官・企業界の要人との近年の交流  

一、政官界要人  

（1）2014年 3月、日本の元副首相で外務大臣を務めた衆議院議員の岡田克也氏が来所。 

（2）2000年 11月、日本駐中国大使の谷野作太郎氏が来所。 

（3）2013年 11月、中国外交部の元副部長で駐日大使を務めた徐惇信氏、中国商務部アジア

司副司長の宋燿明氏、日本国駐上海総領事の小原雅博氏、日本外務省元欧亜局長で

駐オランダ大使を務めた東郷和彦氏らが、本研究センターの開催した「第 23回国際学術シ

ンポジウム」に参加。 

（4）2012年 1月、東京大学名誉教授で熊本県知事の蒲島郁氏が来所し、「地方分権時代の日

本政治：政治学者兼政治家の視点」と題した講座を行った。 

（5）2011年、日本参議院議員で新党改革代表、元厚生労働相の舛添要一氏が来所し、「辛亥

革命と中日関係」と題した講演を行った。 

（6）2009年 5月、中国駐日本大使の崔天凱氏が来所。 

二、学術界  

（1）2013年 11月、政策研究大学院大学の白石隆一学長が来所。 

（2）2011年 5月、国際日本文化研究センター所長の猪木武徳氏が来所。 

（3）2010年 11月、著名な経済学者で復旦大学名誉教授の伊東光晴氏が本研究センター設立

20周年の式典に出席。 

（4）2010年 9月、慶応義塾大学法学部の国分良成部長が来所。 

（5）2010年 3月、京都大学人文科学研究所の山室信一教授が来所し、講義を行った。 

（6）2009年 6月、財団法人平和・安全保障研究所の渡辺昭夫教授、早稲田大学現代中国研

究所所長の毛里和子教授が来所。 

（7）2009年 4月、高麗大学日本研究センター所長の崔官教授が来所。 

（8）2009年 9月、香港大学現代語言文化学院院長の王向華氏が来所。 

（9）2012年 3月、台湾大学日本研究センター長の徐興慶教授が来所。 

人材育成  

（1）カリキュラム：本研究センターの専任研究員は、学部生と大学院生に向け、「日本経済概論」

「現代日本経済」「現代中米日関係特別研究」「日本社会・文化」などの9科目を開設してい

る（このうち日本経済専攻のカリキュラムは日本語を使った授業という新たな試みを行ってい

る）。 

（2）大学院生の指導：日本経済や中日関係などを研究方向とする博士・修士課程の大学院生

50人余りを指導（日本人・韓国人留学生や共同育成で日本に派遣した大学院生を含む）。 

（3）博士課程の学生によるフォーラム：北京大学現代日本研究センター・南開大学日本研究院

と共同で、博士課程の学生による日本研究フォーラムを開催（2016年までに10回開催）。 
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社会貢献  

（1）地方への貢献：「長江デルタ日系企業経営状況追跡調査データベース」などのプロジェクト

を実施し、日本の対中貿易・投資を積極的に促進し、中国にある日系企業と国内業界によ

る対日交流展開に向け、各種研修や情報サービスを提供している。 

（2）国家への貢献：本研究センターは、中共中央対外連絡部や外交部、商務部、上海市人民

政府、国家海洋局東中国海分局などの政府機関と積極的に協力を展開し、関連政策の決

定のための意見や政策の提案をすばやく提供している。本研究センターが作成を組織した

『2014：中日関係の現状と未来の趨勢 —マルチレベルと中長期戦略の視角から』や戦略報

告『中日関係：2015』は、幅広い評価を得た。 

（3）産学研（産学官）結合、日本企業の名を付けた講座：本研究センターは、三井物産（上海）

や三菱東京UFJ銀行、三菱商事（上海）、みずほ証券、JTBなどの日本の大企業と長期的な

協力関係を築いており、日本企業の名を付けた授業や高級・一般公開講座などを復旦大

学内で毎年開き、産学研の結合を促進し、学生の好評を得ている。 

受賞  

（1）本研究センターの創設者である鄭励志教授は、中国の著名な日本経済専門家であり、上

海政治協商会議の副主席、全国政治協商会議の常務委員、台湾民主自治同盟上海市

委員会主任委員などの要職を歴任してきた。2015年には日本政府の「旭日中綬章」を獲得

し、その前には「日本外務大臣賞」も受賞している。 

（2）本研究センターのセンター長補佐を務める賀 平准教授による専門書 『貿易政治学 』は、

2014年度の上海市哲学社会科学著作三等賞、2014/2015年度商務部商務発展研究成

果賞論著類優秀賞を獲得した。 

設備  

日本国際交流基金や日本衛材株式会社、三井物産（上海）、三菱商事（上海）などの日本の団

体の支援を長期にわたって受け、日本研究センターは現在、1500平方メートルの独立した研究・事務

棟を擁している。センター内には、日本の著名経済学者で復旦大学名誉教授の伊東光晴氏の寄付

によって建設された300平方メートルの図書資料館が設けられ、所蔵する日本語図書は6万冊余りに

達する。年間購読している中日の学術誌・新聞は20種余り。本研究センターはさらに、独立したウェブ

サイトとデータベースを擁している。 

（文責：胡令遠）   
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浙江工商大学東アジア研究院  

機関名： 浙江工商大学東アジア研究院  

（ Inst itute of  East Asian Studies（ IEAS），Zhejiang Gongshang University） 

住 所 ： 浙江省杭州市下沙高教園区学正街 18号  

代表者： 王勇（院長） 

組織構造  

本研究院は、浙江省哲学社会科学発展計画指導グループが指定した「浙江省哲学社会科学重

点研究基地」であり、国際交流基金が認定した「海外日本研究重点支援機構」であり、浙江工商大

学が評定した「大学級重点人文研究基地」及び「大学級協同革新センター」である。本研究院の設

ける研究機構には主に、「東アジア歴史文化研究センター」「東アジア国際関係研究センター」「東ア

ジア経済貿易研究センター」がある。東アジア歴史文化研究センター下には「日本文化研究所」「書

籍之路（ブックロード）研究所」、東アジア国際関係研究センター下には「日本研究センター」「韓国学

研究所」が設けられている。業務機構には、研究院事務室と浙江省中日関係史学会会長機関兼事

務所、中華日本学研究協会事務所、浙江省中韓経済文化交流研究会会長機関兼事務所、中日

交流「心連心」杭州窓口、梅田善美日本文化研究基金事務室などがある。専任人員は9人で、その

うち教授が3人、准教授が3人、講師が2人、行政人員が1人である。 

沿革  

浙江工商大学東アジア研究院は、浙江工商大学日本文化研究所を母体として2011年 2月に設

立された。同研究所は1989年、「杭州大学日本文化研究センター」として創設され、1998年に杭州大

学が浙江大学に編入されたのを受け、「浙江大学日本文化研究所」と改称された。2004年の再編後、

「浙江工商大学日本文化研究所」となった。 

1989年 8月、王勇教授が杭州大学日本文化研究センターを設立し、センター長に就任した。数

年後、杭州大学日本文化研究所に改称された。 

1993年 6月、浙江省教育委員会によって省級研究機関に認定された。 

1998年 9月、「浙江大学日本文化研究所」に改称され、所長には王勇教授、副所長には王宝

平教授が就任した。 

2004年 8月、日本文化研究所は、浙江工商大学が新設した「日本語言文化学院」に大学級研

究機関として所属するようになり、「浙江工商大学日本文化研究所」に再度改称し、所長は当

時の日本語言文化学院の院長である王勇教授が兼任した。 

2006年 4月、浙江工商大学日本文化研究所は正式に、日本国際交流基金によって「海外日本

研究重点支援機構」に認定された。 

2007年 3月、王勇教授が専任の研究所所長に就任し、陳小法准教授が研究所副所長に就任

した。 

2011年 2月、日本文化研究所を土台として「浙江工商大学東アジア文化研究院」が設立され、

2013年 12月に「東アジア研究院」に改称された。王勇教授が院長、陳小法准教授が副院長を

務めた。 

2014年 4月、東アジア研究院は、浙江省哲学社会科学重点研究基地に認可された。 

2014年 6月、国際交流基金と合意を締結し、中日交流「心連心」の杭州窓口が設立された。 
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2014年 12月、東アジア研究院は、大学級協同革新センター「東アジア関係・発展協同革新セン

ター」に認定され、これは2015年 7月、「東アジア研究・周辺外交協同革新センター」に改称され

た。 

主な研究分野  

本研究院は、「東アジアの歴史文化」の研究を根幹とし、現在は「東アジアの国際関係」の動向を

重視し、「東アジアの経済貿易」分野の開拓に努めている。 

主な研究成果・受賞状況  

2015年までに研究院メンバー（兼任含まず）が出版した大型叢書は十数種、専門書は100部以上、

発表した論文は600本以上に達する。これらの論著の半分近くは外国語で発表された。このうち王勇

教授の編著した『中日漢籍交流史論』は、国家教育委員会第 1回人文社会科学優秀成果二等賞を

獲得した。王勇教授と周一良教授、厳紹璗教授が共同編集した10巻本『中日文化交流史大系』は

アジア太平洋出版協会（APPA）の学術類金賞、呂順長教授の『清末浙江与日本』（清代末期の浙

江と日本）は第 3回孫平化日本学学術奨励基金専門書類三等賞、陳小法・江静両教授の共著によ

る『径山文化与中日交流』（径山文化と中日交流）は第 6回孫平化日本学学術奨励基金専門書類

三等賞、張新朋准教授の『惇煌写本〈開蒙要訓〉研究』は2012-2013年度中国社会科学出版社優

秀図書賞、王勇教授の『書籍之路』（ブックロード）研究の連続的成果は2015年度国際交流基金賞

（日本）を獲得した。本研究院メンバー（兼任を含まず）が2006年から主宰した研究課題は70件余りに

及び、そのうち国家級課題は11件、省部級課題は十数件あった。大型課題「域外漢典研究」は浙江

省財政の重点支援を受け、2011年度国際交流基金の立案と助成も獲得した。王勇教授が率いて申

請した「東アジア筆談文献整理・研究」は2014年度国家社会科学基金重大プロジェクトとして立案さ

れた。 

人材育成  

（1）大学院生  

本研究院の修士専攻学科「アジア・アフリカ言語文学」は「日本学」「韓国学」「東アジア学」の3

方向に分かれ、全世界から学生を募集している。邱均平『2013-2014中国大学院生教育・学科

専攻評価報告』では、この修士学科の教育水準は、この専攻を開設している28大学の中で4つ星

の評価を獲得し、浙江工商大学のすべての大学院生の専攻でトップとなった。本研究院は同時

に、本学日本語言文化学院と共同で「日本語語言文学」と「翻訳学」の2つの専攻の修士課程の

大学院生の育成をはかっている。2015年末時点の本研究院在籍の修士課程大学院生は15人

である。 

（2）教師育成  

2007年から、中国社会科学院日本研究所と共同で「中国大学教師日本歴史文化高級講習

班」の開講を開始し、これまでに9回を実施してきた。このうち第 3・第 5・第 6・第 7・第 8・第 9回はそ

れぞれ、鄭州大学・広東外語外貿大学・香港大学・四天王寺大学・西北大学・湖南師範大学と

協力して開催され、講習班を修了した学員は延べ400人余りに達した。 

（3）特別講座  

本研究院は、「五洲演壇」「東アジア文化演壇」を不定期に開催しているほか、「アジア共同体

の文化的基礎 ——ブックロードの視点から」「アジア共同体講座」「東アジア芸術文化講座」などの

連続特別講座を定期的に開催している。 
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（4）論文コンクール 

東アジア学の研究を促進し、中日韓の文化交流を強化し、若手研究人材を育成するため、本

研究院（所 ）は1999年から毎年、「日本思想文化研究」優秀論文選出活動を開催しており、これ

までに13回が実施されてきた。2013年からは毎年、「アジア研究」優秀論文選出活動を開催して

いる。 

国外との交流・協力状況  

本研究院はこれまで長期にわたり、国際学術交流活動を積極的に展開してきた。すでに日本の早

稲田大学や関西大学、神奈川大学、韓国のソウル市立大学校や仁荷大学校、檀国大学校、江原

大学校など12の海外の大学と学部（研究所）級の学術交流合意を締結している。日本の東京大学

や京都大学、日本大学、法政大学、国際日本文化研究センター、文部科学省国文学研究資料館、

韓国の延世大学や高麗大学、韓国学中央研究院、韓国国史編纂委員会、江原韓国学研究院、

米国のコロンビア大学などの大学や研究機関とは密接な学術交流を持っている。本研究院の専任研

究員を講義や視察、会議、研修で不定期に海外派遣しているほか、大学院生を日本や韓国への留

学に定期的に派遣している。さらに毎年、優秀な修士課程の卒業生を選出し、日本での博士課程へ

の無試験入学に推薦している。 

近年主催した主な国内外の学術シンポジウム 

本研究院は、日本の早稲田大学や神奈川大学、関西大学、二松学舎大学など協力し、二国間・

多国間の国際学術シンポジウム30回以上を開催してきた。主な学術シンポジウムは次の通り。 

 

会期  テーマ 

2010.06.18～20 国際学術シンポジウム「中日の戦略的相互信頼と戦略協力」 

2010.09.10～13 国際学術シンポジウム「東アジアの漢字文化の起源——言語・文字から文献・典籍まで」 

2010.09.26～29 国際学術シンポジウム「東アジア文化交渉学方法論」 

2011.07.28～31 国際学術シンポジウム「東アジアの漢籍遺産——奈良を中心に」 

2012.01.13～15 国際学術シンポジウム「古典籍中の高僧伝」 

2012.03.08～10 国際学術シンポジウム「浙江地域の仏教美術と日本の北九州」 

2012.10.26～29 「挑戦と応対——中国及び浙江の経済社会の発展に対する東アジア情勢の影響」 

2012.10.31～11.02 国際学術シンポジウム「東アジアにおける韓国学」 

2013.01.18～20 国際学術シンポジウム「東アジアの歴史と文化」 

2013.02.01～03 国際学術シンポジウム「文化の衝突と融合――東アジアの視点から」 

2013.03.14～16 国際学術シンポジウム「中世禅宗文化及びその周辺」 

2013.05.11 国際学術シンポジウム「日本研究のグローバール化と地域化」 

2013.09.13～17 国際学術シンポジウム「漢文筆談：東アジア独自の視覚交流方式」 

2013.09.14～17 国際学術シンポジウム「西湖情緒：東アジアの名勝の誕生・伝播・移動」 

2014.03.20～23 国際学術シンポジウム「東アジアの霊魂観」 

2014.06.09 学術シンポジウム「浙江と東アジア文化——雪舟等楊と杭州西湖」 

2014.11.15 ハイエンドフォーラム「東アジアと世界」 

2015.03.14～15 国際学術シンポジウム「異域の眼——日本人の漢文旅行記研究」 

2015.03.19～22 国際学術シンポジウム「東アジア文化交流——人と物の交通を中心に」 
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2015.06.06 学術シンポジウム「第 3 回東アジア筆談研究会——朝鮮通信使と日朝の筆談」 

2015.11.07～08 学術シンポジウム「中国文化に対する日本の吸収と革新」 

2015.12.19～20 国際学術シンポジウム「東アジア文化交流——妖異、怪異、変異」 

インフラ 

独立した事務スペースを持ち、研究室・閲覧室・資料室・会議室などを含むその面積は  600平方

メートル余りある。 

図書資料状況  

国内外の図書資料を豊富に所蔵し、歴史文化と東アジア筆談史料を特色とした蔵書は6万冊を超

え、外国語原版の専門図書は5万冊近くに達する。長期にわたって定期購読している中国語・外国

語の専門定期刊行物は数十種に及ぶ。 

ウェブサイト 

東アジア研究院（http://dyyjy.zjgsu.edu.cn/） 

出版物  

本研究院は毎年、『東アジア経緯』（季刊 ）や『成果要報（シンクタンクダイジェスト）』（年刊 〈不定

期〉）などの内部刊行物を長期的に出版している。 

（執筆人：薛暁梅）  
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四川外国語大学日本学研究所  

機 関 名 ： 四川外国語大学日本学研究所  

（ Inst itute of  Japanese Studies Sichuan Internat ional Studies University） 

住 所 ： 重慶市沙坪壩区烈士墓壮志路 33号（郵便番号 400031） 

T E L ： 86（23）65385261 

E - m a i l： sisuryx@163.com 

代 表 者 ： 楊偉（所長）、王宗瑜（副所長） 

基本概況  

四川外国語大学日本学研究所は、四川外国語大学日本語学科を母体とした研究機関として

2006年に設立された。住所は「重慶市沙坪壩区烈士墓壮志路 33号四川外国語大学内」である。所

長は楊偉、副所長は王宗瑜が務める。所長や副所長ら4人の専任研究員のほか、兼任研究員 12人

を擁する。これらの人員のうち教授は3人、准教授は11人、講師は2人で、それぞれが日本留学の経

歴を持ち、日本語教育や日本文学、日本文化、文化人類学、国際政治などさまざまな研究分野で

それぞれの強みを持つこれらの研究員は、本研究所による全面的な国別研究を支える力となってい

る。  

西南地域で最も初期に設立された日本学研究所である本研究所は、横との連携を積極的に構築

し、客員研究員や名誉研究員などの制度を設け、重慶及び西南地域の学外の研究力と積極的に連

携し、横断的研究課題を共同で完了させてきた。例えば著名な中日文化研究専門家で法政大学日

本学研究所に在籍する王敏教授は、本研究所の名誉所長として、一連の重要課題やシンポジウム

の計画実施に参加またはこれを主宰してきた。西南大学の譚建川教授や重慶大学の陳愛華博士、

雲南大学の趙毅達博士らはいずれも、本研究所の客員研究員として、本研究所の研究活動や学術

会議に積極的に参加し、本研究所の学術力の重要な一部をなしている。 

主な研究成果  

本研究所は設立時から、「日本文化」「日本政治」「日本社会」を出発点として総体的な国別研究

の「日本学」への移行をはかるとの目標を掲げてきた。中国における西部大開発政策の全面的推進

を背景として設立された日本研究機関として、本研究所は長期に渡り、西南地域の日本研究のネット

ワークの構築と西南地域における日本学建設の推進に努めてきた。長い歴史や豊かな学術的蓄積を

持つ北京・天津・上海地域の日本研究機関と比べれば、本研究所は大きく遅れて設立された後発者

である。そのため本研究所は、本地域の日本研究の特色を形成することを重視し、ほかの地域とは異

なる研究課題を探求し、独自の歴史的資源を掘り起こし、特色研究によって研究全体を率いる方法

を取り、西南をリードして全国に向かうとの目標の実現を着実にはかってきた。本研究所員は現在、国

家社会科学基金プロジェクト2件を担当し、国家社会科学基金後期（研究後）助成 1件を獲得し、重

慶市社会科学研究プロジェクト2件と大学級重点研究プロジェクト2件、一般プロジェクト6件を担当し

ている。さらに「四川外国語大学日本学研究所叢書」6部とその他の研究著作 5部を公開出版し、重

慶市社会科学優秀成果 3等賞 2件を獲得している。 

国内外の協力交流  

本研究所は、国内外の研究機関との協力を積極的にはかり、上海や北京などの地の研究機関や

学会と密切な学術関係を保っているほか、日本の法政大学国際日本学研究所と長期的かつ全面的

な協力体制を構築し、（1）毎年 1回の大型国際学術シンポジウムを共同開催し、（2）人員を相互に派

遣して学術訪問を行い、（3）研究課題を共同で計画・実施し、『詩人黄瀛』や『宮沢賢治と中国』、青

木保作品集などの翻訳出版を行った。 
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図書資料  

国際交流基金の西南地域における唯一の固定支援機構である本研究所は近年、400万円近くに

のぼる日本語原文の贈書を研究での使用のために受け取っているほか、三菱商事やその他の民間・

個人からも贈書を受け、元の蔵書と合わせて現在、約 6千冊の日本語蔵書を有している。 

目下の研究重点  

西南地域の日本学研究の拠点である本研究所は近年、本地域の歴史資源の掘り起こしを重視し、

主に以下の課題を中心として、西南地域における日本学の建設を着実に推進してきた。 

1、本研究所は、本学の日本語学科の創始者の一人である中日混血の詩人・黄瀛に注目し、

中日文化交流史におけるそのユニークな文化的意義を掘り起こし、現代世界のグローバル化

と多元文化共生というコンテクストにおいて複数の視点からの考察を行った。その研究は、通

常の歴史的人物の研究という価値を持つだけでなく、文学研究であると同時に文化研究でも

あり、さらには日本を含む異文化理解の研究という意味を持つものとなった。本研究所は、黄

瀛及びその詩人としての友であった草野心平や宮沢賢治の研究に取り組み、1920年代の東

北アジアの歴史的なコンテクストにこれを置き、文化の越境と多文化間アイデンティティをキー

ワードとした研究を進め、同分野の研究の空白を埋めた。中日文化交流史をリンクさせるもの

となるとともに、現代の焦点となる話題ともつながり、学術界の高い重視を受け、国家社会科学

基金プロジェクトと日本国際交流基金の重点助成プロジェクトに認定され、『詩人黄瀛』、『宮

沢賢治与中国』（宮沢賢治と中国）、『詩人黄瀛与日本現代主義詩歌研究』（詩人黄瀛と日

本モダニズム詩歌研究）などの一連の成果を生んだ。本研究所はこれを契機とし、異文化理

解の課題研究を展開し、日本かめのり財団と国際交流基金の賛助の下、青木保の『異文化

理解』『多文化世界』『日本文化論の変容』などの一連の著作を翻訳出版した。 

2、西南地域に立脚した日本学研究所として、本研究所は、日本人と中国西南地域との関係に

特別の注意を払ってきた。「重慶地域に対する近代日本人の印象に関する研究」「近代以来

の日本文学における重慶のイメージの研究」などを主軸として、「清代末期の渡日留学生の研

究 ——四川地域を中心に」「日本人教員と四川」などの研究を展開してきた。「清代末期の日

本人の重慶訪問の記録 ——村田省蔵を例に」「日本人教師小林久平の1906年の両湖（湖

南・湖北）・川黔 （四川・貴州）訪問 」「中国近代軍制の発祥地と民主主義の中継地 ——雲南

陸軍講武堂の創設と発展を手がかりに」などは、その段階的な成果と言える。中日両国関係

が谷間に陥った際には、上記の研究は、歴史の事実の検証と歴史人物の考察を通じて、西

南地域と日本の文化・歴史上のかかわり、近代以来の日本人の「重慶（あるいは西南地域）の

イメージ」の形成と変化、重慶（あるいは西南地域）人の「日本のイメージ」の形成と変化、さら

にはこれらの変化の背後にある文化・政治的要素と社会歴史的要素を検討した。本研究所

は、日本と本地域との関係を中心とした研究の展開を重視すると同時に、本地域には拘泥せ

ず、地域性の超越をはかり、翻訳論や比較文化イメージ論、文化交渉学の視野から出発し、

中日両国の文化的かかわりの歴史を考察することによって、中日間の相互の影響と深い関係

を学術的に証明した。『文化・越境・表象——中日文化交流研究』の出版は、この研究の具体

的な成果となった。 

3、本研究所の近年の研究の重点である「日本の政治家の中国観とその行動」は、上記の研究

の延長線上にある。この研究は、中国国内ではまだあまり研究されていない村田省蔵や有田

八郎、風見章などを中心とし、その中国観と行動の変化とその原因を考察するものであり、当

時の歴史的コンテクストに戻って政府官僚以外の民間の外交人物の理解をはかり、戦前と戦

後の中日民間交流史を描き出すことに重点が置かれている。「盧溝橋事変前の日本財界人



◆第二部 中国の日本研究組織 

212  

の世界情勢の認識 ——村田省蔵 1937年『年頭所感』を中心に』や『1950年代初期の日本の

財界人と社会主義陣営の間の距離——村田省蔵の中国認識とそれを水泡と化したモスクワ行

き』などはその段階的成果である。   

4、日本研究の視点と方法論を中心とした研究も本研究所の研究の重点である。中国とりわけ西

南地域の日本研究者のほとんどは、日本語教育や日本語学、日本文化、日本文学などの伝

統学科を出発点として総合的な日本研究に入っており、全体的な研究の方法と視野を失い

がちで、日本の全体としてのイメージに対する客観的な認識と総合的な把握が困難となってい

る。この局面を打開するため、本研究所は、日本研究の方法論をもう一度見直し、習慣化され

た研究姿勢を改変する必要があると考え、比較文化論と学際的視野を重視した「地域研究と

しての日本学」を提唱した。『作為区域研究的日本学（上）（下）』（地域研究としての日本学）

の出版は、この研究の部分的成果を示すもので、地域研究における学際的な研究方法と三

角測量法の重要性を探求し、地域研究におけるイデオロギーの働きに対する冷静な分析と考

察を行った。この研究の深化と延長となるのが、両者の現状に対する考察、とりわけ研究者の

主体性や問題意識、研究姿勢、方法論を通じた、「中国の日本研究と日本の中国研究の比

較研究」を課題とした比較研究であり、両者が互いに参照体系となる可能性を探り、日本研

究のあるべきモデルを模索する研究である。 

西南地域で最初の日本学研究所である本研究所はこのように、西南地域に立脚し全国に向かうと

いう基本方針を貫いている。その上で、沿岸地域との差を少しずつ縮め、国家の西部開発政策に奉

仕すると同時に、中日文化交流と異文化理解への貢献にも努めている。本研究所はこのため、ただち

に完璧となることは求めず、自身の特色から出発し、本地域が最も関心を寄せる課題から入手し、方

法論上のブレークスルーを実現し、国別研究の全体的な枠組を取り入れ、自身をプラットフォームとし

て、西南地域の学術交流を推進し、中国西南地域の日本研究のリーダーとしての役割を果たす。 

学術研究の重要な一環として、本研究所は2008年から、法政大学国際日本学研究所と協力し、

ほぼ毎年 1回、大規模な国際学術シンポジウムを開き、西南地域の日本研究者を主体としながら中

日両国の著名な学者を同時に招き、関心の共通する話題をめぐって討論し、西南地域の日本学の

構築に向けた研究拠点と交流プラットフォームとしての積極的な役割を演じている。 

 

四川外国語大学日本学研究所主催の国際シンポジウム一覧  

開催  テーマ 開催日  主な参加者  職務  

第 1 回  
詩人黄瀛と多文化間アイデ

ンティティ 
2008.10. 26-27 

1、辻井喬  

2、王敏等  

3、川村湊  

4、大塚常樹  

5、栗原惇  

6、岡村民夫  

日本中国文化交流協会会長  

法政大学国際日本学研究所教授  

法政大学国際文化学部教授  

御茶水女子大学教授  

実践女子大学教授  

法政大学国際文化学部教授  

第 2 回  

中国西南地域から考える日

本 ——中国西南地域と日本

学の可能性  

2009.10. 17-18 

1、安孫子信  

2、田中優子  

3、佐藤保  

4、井上優  

5、加藤久雄  

6、王敏  

法政大学国際日本学研究所長  

法政大学社会学部教授  

お茶の水女子大学前学長  

国立国語研究所教授  

奈良教育大学副校長  

法政大学国際日本学研究所教授  
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第 3 回  

日本学研究の方法論とその

実践—日本研究の視点と姿

勢を中心に 

2010.11. 6-7 

1、李廷江  

2、浜森太郎  

3、楠本徹也  

4、王暁平  

中央大学法学部教授  

三重大学名誉教授  

東京外国語大学准教授  

帝塚山学院大学教授  

第 4 回  
地 域 研 究 としての日 本 学

1——学際の角度から 
2011.10.22－23 

1、毛里和子  

2、菱田雅晴  

3、小秋元段  

4、高柳俊男  

5、王敏  

早稲田大学名誉教授  

法政大学法学部教授  

法政大学文学部教授  

法政大学国際文化学部教授  

法政大学国際日本学研究所教授  

第 5 回  
地 域 研 究 としての日 本 学

2——事例研究を中心に 
2012.12. 1－2 

1、鈴木貞美  

2、坪井善明  

3、梅森直之  

4、小秋元段  

5、曾士才  

6、金原瑞人  

国際日本文化研究センター教授  

早稲田大学政治経済学術院教授  

早稲田大学政治経済学術院教授  

法政大学文学部教授  

法政大学国際文化学部教授  

法政大学社会学部教授  

第 6 回  文化の越境と他者の表象  2013.10.19－21 

1、島田雅彦  

2、藤井省三  

3、劉建輝  

4、細穀博  

5、小秋元段  

6、王暁平  

芥川賞選考委員、法政大学教授  

東京大学文学部教授  

国際日本文化研究センター教授  

南山大学人文学部教授  

法政大学文学部教授  

天津師範大学文学院教授  

第 7 回  
文化交渉の視野における日

本学  
2015.3. 6－7 

1、村田雄二郎  

2、大塚英志  

3、小口雅史  

4、王敏  

5、金俊壌  

6、小秋元段  

東京大学総合文化研究科教授  

国際日本文化研究センター教授  

法政大学国際日本学研究所長  

法政大学国際日本学研究所教授  

新潟大学人文学部准教授  

法政大学文学部教授  

（文責：楊偉）  
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各研究機関からの協力のニーズ 

中国社会科学院日本研究所  

中国社会科学院日本研究所の対外協力の形式としては、国際会議、研究者の渡航、双方向交

流、共同出版、義捐活動などにおよび、中国国内・国外の基金およびその他機関が提供するプログ

ラム助成と寄付金を受容している。 

中国現代国際関係研究院日本研究所  

中国現代国際関係研究院日本研究所は日本の学術界と関係する問題について深く交流し、会

議、インタビュー、訪問学者などの多様な形式を利用できることを希望している。 

北京大学日本研究中心  

学術交流、共同研究、共同プログラムなど。 

清華大学日本研究中心  

交流協定や図書資料などの方面における支援を希望している。 

南開大学日本研究院  

日本の関係機関、企業と協力し共同研究あるいは委託研究を実施したい。 

天津社会科学院日本研究所  

日本の関係研究機関あるいは研究者と日本の関連問題をめぐる共同研究を展開することを希望

する。 

日本の幾つかのシンクタンク、企業と長期の学術交流システムを構築し、応用、リサーチ、コンサル

ティングに関する研究を展開したい。また、複数の著名な研究者を招へいし講座の開設や学術交流

を進めていきたい。 

浙江工商大学東アジア研究院  

日本側と学術交流を展開したい。具体的な方式については協議できる。 
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2-2 中国の主な日本研究学術団体 

中華日本学会  

名 称 ： 中華日本学会  

（Chinese Associat ion for Japanese Studies） 

所在地： （100007）北京市東城区張自忠路 3 号東院  

 電 話 ： （010）64014021 

 F A X ： （010）64014022 

責任者：  

会 長 ： 李薇  

副会長： 高洪（常務）、王勇、江瑞平、楊伯江、楊棟梁、季志業、陳景彦、張佩霞、胡令遠、賈慶国、

徐平、徐一平、韓東育  

秘書長： 張建立  

会員数： 

会員 1000余人、団体会員 100余団体。全国の主な地域の大学や研究機関に分布する。 

学会出版物： 

『日本学刊』（2ヵ月に1回刊行）。前身は中国社会科学院日本研究所編纂の『日本問題』。中華

日本学会設立時に学会会刊とすることを決定、中国社会科学院日本研究所との共同編纂とし、『日

本学刊』と改名、1991年 1月より発刊する。 

『日本学刊』は全国発行で、重要な中国語定期刊行物であり、中国社会科学院の優秀な定期刊

行物である。とりわけ日本の政治、外交、経済、社会文化、歴史等を含む中国における日本研究者

による日本の諸学科の優秀な研究成果を収録している。本会刊は日本研究者が学術交流を行う場

でもあり、読者が広く日本を知るための窓口にもなっている。 

本学会はまた、中国社会科学院日本研究所および社会科学文献出版社とも協力し、毎年定期

的に『日本青書』を編纂・出版している。 

学会略歴： 

力強く発展する全国の日本研究事業のニーズに応えるため、全国初の総合的日本研究団体とし

て、中華日本学会は1990年 2月 20日に北京で設立された。中華日本学会第一回理事会には著名な

文化学者である夏衍氏を名誉会長に、著名な日本問題専門家である張香山氏等を顧問に、著名な

日本文化学者である劉徳有氏を会長に、著名な歴史学者である周一良氏等を副会長に選出し、後

に李慎明氏、武寅氏を会長に選出した。 

本学会の主旨は、中国各地の日本研究者と連絡・連携し、全国の日本研究の協調を図り、国内

外の学術交流を推し進め、中国国民の日本に対する理解を深め、ひいては中日関係の発展を促し、

中国の近代化建設という事業を支えることである。主な任務としては、全国の日本研究学術交流活

動の推進、国内外の関連団体や機関との関係構築と連携強化、優秀な研究成果の評議と奨励、学

術資料と学術成果の普及と交流、出版会刊および論文集の編纂等がある。 

本学会は設立以来、日本の政治、外交、経済、社会、文化、歴史等を巡り、テーマシンポジウムや

座談会、学術サロン、報告会等各種の学術交流活動を毎年展開し、各地の団体会員の学術交流
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活動のサポート、課題研究および対外学術交流等への取り組み、協調といった面で、全国性の日本

研究学術団体としての積極的な役割を発揮している。  

本学会は現在中国社会科学院日本研究所に従属している。 

本学会は営利目的の経営性活動には参加しない。経費源は会員から徴収される会費、中国社会

科学院の支援金、国内外の団体および個人の賛助金などとなっている。 

1990年 2月 20日と21日の両日、北京で中華日本学会設立大会・中国の日本研究学術シンポジウ

ムを開催し、1990年 10月に8か国の専門家と学者らが参加する「21世紀に向かう日本」国際学術シン

ポジウムを北京で開催、1992年 9月には中日国交正常化 20周年記念として、中日友好協会と共同で

「90年代の中日関係の課題」国際学術シンポジウムを開催した。また、1995年 9月に「日本の戦後 50

年」国際学術シンポジウムを、1997年 8月に「アジアの新情勢と中日関係」シンポジウムを北京で開催

し、1997年 9月 25日には中日国交正常化 25周年記念会を開き、劉徳有会長と佐藤嘉恭大使（当時）

に基調講演を、1998年 7月の中日平和友好条約締結 20周年記念会では、劉徳有会長と谷野作太

郎大使（当時）に基調講演を頂いた。1999年 8月、「21世紀中日産業政策研究会」を北京で開き、

1999年 10月は湖南大学と合同で「21世紀に向かう日本学」国際学術シンポジウムを、2000年 8月は

「新世紀の中日関係」国際学術シンポジウムを、2000年 11月 15日と16日両日は第 3回会員代表大

会・経験交流会を北京で開催した。2002年には「中日古参外交専門家懇談会」と「中日国交正常化

30周年記念中日政経フォーラム」国際シンポジウムを開催した。 

2006年 3月 21日と22日の両日に、本学会と北京大学アジア太平洋研究院、復旦大学日本研究セ

ンターで「中国の日本研究学術会議（2006）」を北京で共同開催し、後に毎年国内の日本研究機関

と共同で年次総会を開催している。 

近年の主な活動： 

2014年 8月 9日、中華日本学会、中国日本史学会、全国日本経済学会および大連大学は「甲午

戦争以来の中日関係」学術シンポジウムを大連で共同開催した。 

2015年 8月 16日、中華日本学会 2015年年次総会・「日本の戦後 70年 :軌跡と走向」国際学術シン

ポジウムを開催した。 

この他、1991年 9月、本学会は「全国日本研究図書資料情報交流会」を開催。同年 11月、中華日

本学会秘書長、『日本学刊』編集長の陳士誠氏を団長とする「中国日本研究雑誌編集者訪日団」

を結成した。2000年 11月 28日から12月 11日には、蒋立峰常務副会長を団長とする「中華日本学会

日本研究雑誌編集者代表団」を編成して日本を訪問した。 

本学会の協調の下、全国規模の日本研究刊行物学術シンポジウムを前後して5回開催され、うち1

回は1995年 10月に丹東で国際シンポジウム——「戦後 50周年記念・中国日本研究雑誌歴史回顧お

よび展望国際学術シンポジウム」が開催された。1998年 9月 24日と25日は、本学会と復旦大学、杭州

大学で「第 4回中国日本研究雑誌学術シンポジウム」を合同開催した。2015年 5月 24日、本学会、中

国社会科学院日本研究所と『日本学刊』編集部は「第 6回全国日本研究雑誌シンポジウム・『日本

学刊』創刊 30周年記念会」を北京で開催した。 
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全国日本経済学会  

名 称 ： 全国日本経済学会  

（China Associat ion for Japanese Economy） 

所在地： (100007)北京市東城区張自忠路 3 号東院  

 電 話 ： 86-10-64036369 

 F A X ： 86-10-64014021 

責任者：  

会 長 ：  李培林  

副会長： 李薇（常務）、黄暁勇、呂克儉、侯水平、徐平、趙晋平、江瑞平、李玉潭、黄澤民、張健、 

李光輝  

秘書長： 張季風  

会員数： 

会員約 600人、このうち理事 120人、常務理事 60人  

学会出版物： 

『現代日本経済』（2ヶ月に1回刊行）、吉林大学と共同編纂、1982年創刊、編集部は吉林大学東

北アジア研究院に設置。 

『日本経済青書 ——日本経済と中日経済貿易関係研究報告』（学術年刊）、編集部は中国社会

科学院日本研究所に設置、毎年社会科学文献出版社が出版、2008年から2016年に9巻出版。 

学会略歴： 

本学会は1978年に民政部の認可を経て設立された国家一級学会である。本会は全国の日本経

済研究、教学、新聞出版社および日本の経済分野の実務事業に関わる部門等に従事する者から結

成され、日本経済と中日経済関係を研究する非営利民間学術団体である。本学会が受け持つ業務

は中国社会科学院と民政部の指導と管理監督によるもので、中国社会科学院日本研究所に従属し

ている。 

本学会の主旨は日本経済と中日経済関係研究に関心をもち従事する中国の学者および関係者

を団結させ、中国の日本経済および関連の問題の研究を推し進め、日本の関連団体や人士との学

術交流と友好交流を増進させることである。そして、中国に日本経済を紹介し、日本が中国経済を知

る窓口となり、中日友好と中日経済貿易関係の健全な発展の架け橋となることである。 

本学会は理事会と常務理事会を設け、学会の最高権威機関は会員代表大会としている。理事会

は会員代表大会の執行機関であり、その閉会期間に本学会の日常業務を指導し、会員代表大会の

管轄下にある。本学会の日常業務機関には秘書処、学術部、連絡部と編集出版部を設けている。 

本学会の業務範囲は以下の内容を含む 

（一 ） 全国性と地方性の学術活動の展開  

（二 ） 国際学術交流活動の開催  

（三 ） 会員の関連の研究業務の協調  

（四 ） 会員の日本経済研究成果と重要な価値のある学術材料の編集、翻訳、執筆等の 

サポート 

（五 ） 社会への関連情報の提供  

（六 ） 関連業務の専門的人材の育成  
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本学会は1978年に設立。当時は改革開放直前、文化大革命の終焉時にあり、国内経済は再建

が待ち望まれ、先進国の経済や企業経済マネジメントの経験を必要としている時期であった。そのた

め、当時国内の古参の日本経済学者である金明善氏、宋紹英氏、羅元錚氏、任文俠氏らが「中国

日本経済研究会」を吉林大学で共同設立、著名な経済学者で、中国社会科学院世界経済研究所

常務副所長であった羅元錚教授を会長に推選した。  

その後、80年代初めに「中国日本経済学会」と名称を改め、80年代中期に「中華全国日本経済

学会」と改め、さらに90年代に「全国日本経済学会」と改め今日に至る。80年代中期以降、馬洪氏、

孫尚清氏、孫漢超氏、沈覚人氏、王洛林氏等中国の著名な経済学者が長きにわたって学会の主な

管理職務を担ってきた。 

主な活動： 

学会設立から約 40年来、数多くの影響力のある国際、国内学術会議を開催し、多くの日本の学

者や企業界の人士を受け入れ、訪日団を多数結成して訪日し、中日学術界の交流と民間友好交流

を促進、積極的な影響を残してきた。本会設立以降、終始全国の日本経済研究の協調と研究の方

向性を指導する役割を担ってきた。学術活動は活発で、主に次のような学術会議を主催してきた。

1979年、瀋陽で第 1回年次総会および学術シンポジウムを開催（テーマ：「日本の企業管理と日本経

済の高度成長問題」）。1982年、承徳で第 2回年次総会を開催（テーマ：「戦後日本の経済発展」）。

1984年、上海で第 3回年次総会を開催（テーマ：「日本の対外経済戦略と新技術革命」）。1986年、

北京で第 4回年次総会を開催（テーマ：「日本のマクロ経済管理」）。1989年、北京で第 5回年次総会

を開催（テーマ：「21世紀に向かう日本経済」）。1994年、大連で第 6回年次総会・学術シンポジウムを

開催（テーマ：「中日市場経済体制比較と中日経済関係」）。この会議の後、中国の日本市場経済

研究は最高潮へと入った。2000年 5月、秦皇島で第 7回年次総会・学術シンポジウムを開催（テーマ：

「新情勢下の中日経済関係」）。 

2007年に第 8回年次総会・学術シンポジウムを開催して以降、学会学術活動は制度面で次第に

充実し、毎年一回年次総会および学術シンポジウムが開催されるようになった。2008年の年次総会は

瀋陽で（テーマ：「格差縮小、公平・正義の促進」）、2009年の年次総会は長春で（テーマ：「循環経

済と中日経済発展」）、2010年の年次総会は上海で（テーマ：「危機、変革と成長」）、2011年は成都

で（テーマ：「災害復興と経済社会の発展」）、2012年はアモイで（テーマ：「アジア太平洋地域経済協

力の新情勢の中国と日本」）、2013年は丹東で（テーマ：「アベノミクスと日本マクロ経済」）、2014年は

大連で（テーマ：「甲午戦争以降の中日関係」）開催された。年次総会以外に、毎年中小規模の学

術シンポジウムも数多く開催してきた。 

2008年からは、本学会と中国社会科学院日本研究所が『日本経済青書——日本経済と中日経済

貿易関係研究報告』を合同出版、今日までに9年連続で出版している。青書はその年の年次総会と

同じテーマの内容を重点的に盛り込んでいる。 

2015年 8月、本学会は長春で吉林大学と合同で2015年年次総会・学術シンポジウムを開催、テー

マは「一帯一路戦略構想と日本要素」とし、100余名の学者が参加した。この総会には在中国日本国

大使館の高見博公使を招き、日本の経済情勢に関し報告を頂き、日本銀行北京事務所総代表と

日本貿易振興機関北京事務所代表に基調講演を頂いた。 

現在は「中国と南アジア地域の協力における日本要素」をテーマに昆明で開催される2016年年次

総会に向け準備を進めている。 

本学会は積極的に学術活動を展開しており、すでに全国の日本経済学者の重要な交流の場とな

っており、全国の日本経済研究の発展を効果的に推し進めている。  
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中国中日関係史学会  

名 称 ： 中国中日関係史学会  

（China the Society of Sino-Japanese Relat ions History）  

所在地： （100101）北京市朝陽区北四環中路 33 号  

 電 話 ： （010）64872202 

 F A X ： （010）64874388 

 U R L ： http://www.chn-jpn.org/ 

責任者：  

名 誉 会 長 ：  丁民、劉徳有、呉学文  

会 長 ： 武寅  

顧 問 ： 王暁秋、厲以寧、湯重南、馮昭奎、徐敦信、楊振亜、韓樹英、王泰平  

副 会 長 ： 万学軍、王泰平、孫東民、朱福来、歩平、張雲方、徐啓新、高海寛、呂小慶  

秘 書 長 ： 呂小慶（兼務） 

会員数： 

会員 860人。会員は北京、上海、黒竜江、吉林、遼寧、浙江、天津等の地域に分布する。 

学会出版物： 

学会会刊『中日関係史研究』は現実と歴史を結びつけるという原則を掲げており、学会の特徴を

体現しつつ歴史研究面の論文を発表するとともに、現在の情勢を緊密に結びつけた多くの研究論文

を発刊している。とりわけ中日関係大事記は研究者に価値ある参考資料を提供している。 

学会略歴： 

中国中日関係史学会は1984年 8月 31日に設立。初代会長は中国仏教学会会長の趙朴初氏、そ

の後孫尚清氏、厲以寧氏が会長を務め、現在は中国社会科学院前副院長の武寅氏が会長に就い

ている。現在名誉会長が3名、副会長が9名、秘書長が1名、副秘書長が2名。理事は98名、常務理

事は44名。学会には事務室、連絡部、学術交流部、編集部を設け、会員数は860人となっている。会

員は北京、上海、黒竜江、吉林、遼寧、浙江、天津等の地域に分布する。定期的に理事会、常務理

事会、会長事務会議を開催し、学会の重要事項を決定している。常務人員は秘書長と秘書処秘書

および財務人員の3名。学会ホームページを設け、会刊『中日関係史研究』を発刊している。 

中国中日関係史学会は設立以来、すでに6回の会員代表大会を開催しており、現理事会は2012

年年次総会会員代表大会で発足したものである。近年、本学会は中国社会科学院副院長の武寅

会長と中国社会科学院世界歴史研究所の指導の下、民政部の関連の規定に則り、本学会の特徴

を発揮しつつ、積極的に各種学術研究活動と対外交流活動を展開し、日本と国際問題の専門家を

団結させ、好ましい社会的効果を生んでいる。 
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主な活動： 

一、会員のための研究と交流の場の構築  

中日関係および日本の関連の問題を巡り報告会を開催することが、本学会の長きにわたる主な活

動である。報告会の内容は様々で、日本の政治や歴史、文化もあれば、中日間の敏感な問題も取り

上げる。講師は海外の専門家が主で、近年は報告会の専門家講師リストを作成しており、中日共同

歴史研究の歩平研究員や湯重南教授、劉江永教授の報告は会員の好評を得た。2006年以降、本

学会は計 22回の報告会を開き、毎回約 40人参加の計算でこれまでのべ900人余りが参加している。 

二、追跡研究と体系的研究  

中日関係と日本の内政の動向は、本学会が終始追跡する重点分野である。情勢を読み、本学会

は適宜国内の著名な専門家を招いて研究会やミニシンポジウムを開催しており、突っ込んだ研究や

政策提言に資するものとなっている。 

また、本学会は重要問題に対し体系的な研究を行っており、とりわけ2009年以降は釣魚島問題研

究に取り組み、歴史や地理、人文、法律といった面から釣魚島問題の研究を進めている。2010年は

報告会を5回開催しており、うち3回が領土紛争と関連のあるものになっている。 

三、国際交流の拡大、日中関係学会と定期的交流関係の構築  

本学会は日本日中関係学会（会長：宮本雄二）と協力関係を構築しており、基本的に隔年の相

互訪問を実現している。また、本学会は日中科学技術文化交流センター、日本華人教授会等の組

織ともことなる程度の交流を行っている。 

2011年 6月、本学会と日中関係学会は日本の名古屋、東京でそれぞれ大型のシンポジウムを開催。

これは2007年に日本日中関係学会と協力強化の覚書に調印して以降初の共同シンポジウムとなり、

中日双方の共の努力の下、日本の3・11大地震が発生した直後ではあったが、シンポジウムは所期の

成果を収めた。名古屋では「如何に今後の日中関係を構築するか--ピンポン外交 40周年を回顧して」

をテーマに、東京では「日中戦略的相互依頼と協力 --如何に東日本大地震の災害を克服するか」を

テーマに国際学術シンポジウムを開催し、会議規模は約 130人で、国際交流基金の小倉和夫理事

長、日中友好会館の谷野作太郎副館長、日本の外務省職員、友好人士、企業界の人士および学

生等が出席した。同シンポジウムは日本国際交流基金の資金的援助を得て、双方はこの形式で継

続的に続けていくことを決定した。 

本学会は在中国日本国大使館および機関と交流ルートを構築しており、このうちの一つが大使館

館員あるいは常駐代表を招いた学会報告会である。2007年と2009年、本学会は中華日本学会と共

同で宮本雄二大使報告会を開催、2011年は丹羽宇一郎大使報告会を開催した。ここ数年、本学会

を通じ報告活動を行った日本の外交官、学者には在中国日本国大使館の加藤弘之公使、山田重

夫公使、JCB北京首席代表の大岡俊文、早稲田大学の依田熹家教授、日本の政治評論家の本澤

二郎氏、創価大学の林亮教授、日本共産党緒方靖夫副委員長、横浜国立大学の村田忠禧教授、

日本内閣松本健一顧問、法政大学の王敏教授等がいる。 

四、大学との協力強化、社会的影響力の拡大  

本学会は大学との協力を通じ、大学共催シンポジウムのモデルを構築、このモデルは双方の優位

性を発揮するに資するものとなった。本学会には人材的優位があり、大学には環境、施設、学生資源

といった優勢を有し、両者の結合はウィンウィンの効果をもたらしている。2006年以降、本学会は前後
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して同済大学、復旦大学、遼寧大学、浙江工商大学と共同で国際学術シンポジウムを開催してい

る。  

五、学会と他の部門との協力  

2010年 4月 8日、本学会は中日友好協会と「孫平化『中日友好随想録』出版記念会」を共催した。

前国務委員の唐家璇氏、本学会の武寅会長および孫平化氏の親族をはじめ、長きにわたり中日友

好の上に貢献してきた60人以上の人士が出席した。唐家璇氏、武寅氏、呉学文氏、丁民氏、孫暁

燕氏等が講演し、孫平化氏の中日友好の上にもたらした重要な貢献を称え偲んだ。 

中日交流の上に貢献してきた今も健在な諸先輩方の歩みを掘り起こすことも、本学会の重要な取

り組みである。中日国交正常化 35周年を記念して、本学会はフェニックステレビと協力してドキュメンタ

リー『中日国交樹立秘話』を制作、学会の名誉会長である劉徳有氏、肖向前氏、呉学文氏、丁民氏

といった人士がインタビューを受けた。作品は週末に大々的に放送され、大きな反響を呼んだ。 

中日平和友好条約 30周年を記念し、本学会はフェニックステレビと協力してドキュメンタリー『嵐山

の紅葉を再び——中日平和友好条約 30年記念』を制作、真実かつ客観的に中日両国の国交回復

後の歩みを反映した作品となり、10月 25日のゴールデンタイムに放送されて社会から大きな反響があ

った。 
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中国日本史学会  

名 称 ： 中国日本史学会  

（China Japanese History Assoc iat ion） 

所在地： 天津市南開区迎水道 7 号  

 電 話 ： （022）23075330 

 F A X ： （022）23076191 

責任者：  

会 長 ：  張健  

副会長： 楊棟梁、張経緯、王勇、周頌倫、李卓、胡令遠、周維宏、王新生、徐建新、鄭毅  

秘書長： 宋志勇  

会員数： 

正式会員は300余人、全国各省、市、自治区に分布する。学会下には9つの専門委員会と2つの事

務部門を設けている。 

学会出版物： 

本学会には現在定期出版物はない。これまでに学会論文集『日本史論文集』を三巻出版している。 

学会略歴： 

中国日本史学会は1980年 7月に中国民政部の承認を経て設立、日本史を研究する中国で唯一

の全国性の社会団体である。中国の著名な日本史専門家、呉廷璆教授が学会の初代会長に就任、

その後万峰氏、湯重南氏が会長に就任した。本学会は天津社会科学院日本研究所に登記してい

る。  

学会下には、古史専門委員会、近代史専門委員会、現代史専門委員会、戦後史専門委員会、

政治・社会専門委員会、経済・科学技術専門委員会、対外関係史専門委員会、思想文化史専門

委員会、青年学者学術交流委員会、および海外連絡部と図書出版情報交流部が設けられている。 

本学会の主な任務には以下の内容を含む 

(1)広く国内の日本史研究の関連機関、専門家と連携を保ち、研究の協調、交流の促進、協力

の強化を図る。また、実行可能な研究プロジェクトを立ち上げ、政府および関連部門委託の

研究任務を受け持つ。 

(2)学術シンポジウムを開催し、学術 (図書資料を含む )交流活動を展開、テーマ研究と歴史資

料の收集、編集、翻訳、出版業務を行い、出版社に優秀な研究成果を推薦する。 

(3)本学会と委託部門の重要な科学研究成果の評定。 

(4)日本史研究チームの構築を強化し、日本史研究を展開する上で有益なあらゆる積極的要素

を収集し、人材の発掘と育成を進める。 

(5)会刊の出版。 

(6)国際学術交流活動を幅広く積極的に展開する。  

中国日本史学会は設立以来、各種学術活動を積極的に開展し、これまでに5回の学術年次総会

を開催した。「大化の改新」、「中日交流史上の友好使者」、「日本人と国際化」、「東アジア地域イデ
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オロギーと平和発展」、「日本の戦後 50年」、「伝統文化と中日経済発展」、「日本と北東アジア」等、

大型の国際学術シンポジウムを開催し、「邪馬台国」、「日本歴史人物評価」、「日本の封建社会時

期」、「日本伝統文化と近代化」、「中日近代化比較」、「戦後日本および東アジア経済の発展」等 20

回余りのテーマ学術シンポジウムを開催した。学会会員は国内外の発刊物で計 1000余の日本史関

連の学術論文を発表している。 

35年来、本学会は数多くの学術研究著作を編集、出版してきた。学術資料編集の面では、80年

代初めに学者が国内の蔵書と資料の利用の利便性向上を図るため、『日本史図書資料索引』を編

纂、この他、中国日本史学会の主な会員編纂による『日本史辞典』（筆頭著者・呉傑、1992年復旦

大学出版社出版）を出版した。これは100万字以上の中型の辞書である。 

通史類の著作には『簡明日本史』（筆頭著者・趙建民、劉予葦、1989）、『日本史』（筆頭著者・呉

廷璆、1994）、『世界歴史文化シリーズ·日本通史』（馮瑋、2012）、『日本簡史』（王新生、2012）、『日

本歴史』（浙江大学日本文化研究所、2003）等があり、現在編纂中のものに『新編日本史』がある。

断代史類の著作には、『日本近代史』（万峰、1981）、『簡明日本古代史』（王金林、1984）、『簡明日

本近代史』（呂万和、1984）、『当代日本』（張健、2005）等があり、専門史類の著作には『邪馬台国』

（汪向栄、1982）、『日本産業革命史』（劉天純、1984）、『日本資本主義史研究』（万峰、1984）、『日

本歴史人物伝（古代中世篇）』（伊文成、王金林等、1984）、『日本大化の革新』（禹碩基、1985）、

『明治維新史』（伊文成、馬家駿等、1987）、『日本歴史人物伝（近現代篇）』（伊文成、湯重南等、

1987）等がある。学会会員、南開大学日本研究院編纂の『日本近現代歴程研究シリーズ』（10巻本、

筆頭著者・楊棟梁、2010）および『近代以来の日本の中国観』（六巻本、筆頭著者・楊棟梁、2012）

は、中国日本史テーマ研究の最高水準の成果の体現であるといえる。 

中国日本史学会は中国の学者を取りまとめ、『東アジアにおける日本史』（13巻）を5年かけて編纂、

日本の六興出版社より発刊された。各巻名および作者は、第 1巻『倭国と東アジア』（沈仁安）、第 2巻

『奈良文化と唐文化』（王金林）、第 3巻『織豊政権と東アジア』（張玉祥）、第 4巻『近世日本と日中貿

易』（任鴻章）、第 5巻『日中儒学の比較』（王家驊）、第 6巻『明治維新と中国』（呂万和）、第 7巻『明

治の経済発展と中国』（周啓乾）、第 8巻『日中近代化の比較』（馬家驊、湯重南）、第 9巻『孫文の革

命運動と日本』（兪辛焞）、第 10巻『日本のファシズムの興亡』（万峰）、第 11巻『日本の大陸政策と中

国東北』（易顕石）、第 12巻『中国人の日本研究史』（武安隆、熊達雲）、第 13巻『天皇と中国皇帝』

（沈才彬）となっている。このシリーズの出版は日本史学界の極めて大きな注目を集めた。日本の著名

な史学者、家永三郎氏、遠山茂樹氏、門脇禎二氏、西島定生氏等もこの著書を推薦した。 

近年の主な活動： 

近年、本学会は「中国日本史研究の現状と展望」（2012年）、「誕生百年記念：周一良先生と中

国の日本史研究」（2013年）、「甲午戦争以降の中日関係」（2014年）、「日本近代化プロセスにおけ

る社会、思想と文化」（2015年）、「日本対外侵略の歴史的教訓と現実思考」（2015年）といった学術

シンポジウムを開催した。2016年、本学会は北華大学と「近代以降の東アジア社会の戦争の記憶と

歴史和解」と題する国際学術シンポジウムを共催した。 

本学会は国内外の日本史研究学者との連絡と交流を絶えず強化し、多種多様な形式を通じて中

国日本史研究の発展と深化を推し進めていく。 
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中華日本哲学会  

名 称 ： 中華日本哲学会  

（Chinese Society for Studying Japanese Phi losophies） 

所在地： （250100）山東省済南市山大南路 27 号  

 山東大学ユダヤ教及び宗教研究センター 

 電 話 ： （0531）88377938 

 E - m a i l : cssjp1981@163.com 

 U R L ： http://www.cssjp.org/ 

責任者：  

会 長 ： 王青  

法 人 代 表 ： 方浩範  

副 会 長 ： 郭連友、方浩範、呉震、劉岳兵、陳化北、牛建科、林美茂、韋立新、呉光輝、徐暁風  

秘 書 長 ： 李海涛  

会員数： 

会員 127名（海外会員 6名を含む） 

学会出版物： 

『日本哲学と思想研究』（年刊） 

『中華日本哲学会通信』（年 2回刊） 

学会略歴： 

中華日本哲学会は1981年 4月 1日に設立。前身は中華全国日本哲学学会で、1991年 10月に中

国民政部の承認を経て登記された際に中華日本哲学会と改名、2001年 3月に中国民政部に再度

承認を得た（登記番号 4575）。 

本学会は日本の哲学、思想と文化を研究する全国性の一般参加型学術団体で、全国各地の大

学、専門学校、科学研究機関およびその他の政府機関、企業、社会団体、専門家あるいは日本の

哲学、思想と文化研究の愛好家等で構成されている非営利団体である。本学会は中国教育部の指

導と民政部の管理監督下にあり、延辺大学に従属している。所在地は吉林省延辺朝鮮族自治州延

吉市延辺大学内に設けている。 

本学会は延辺大学の著名な故・朱紅星教授、中国社会科学院劉及辰先生、東北師範大学華

国学先生等らによって設立され、朱紅星教授が初代理事長を務めた。1992年に朱紅星先生が病に

倒れ他界し、選挙によって中国社会科学院の丘成先生を理事長に、延辺大学李宗耀教授を副理

事長に、長春地方志の李君超先生を秘書長に選出し、第二回理事会、法人代表を延辺大学の李

宗耀教授に選出した。2002年 5月、延辺大学潘暢和教授が第三回理事長兼法人代表に就任、武

漢大学の徐水生教授、山東大学の牛建科副教授が副理事長に、吉林大学朴今波副教授が秘書

長に就任した。2005年 8月、中国社会科学院哲学所教授、博士指導教官の卞崇道先生を第四回

会長に、延辺大学の潘暢和教授を副会長兼秘書長に、武漢大学の徐水生教授、山東大学の牛建

科副教授、中国社会科学院哲学所の王青副研究員が副会長に就任し、法人代表は潘暢和教授

が引き続き務めた。2011年 9月、北京外国語大学北京日本学研究センター郭連友教授が第五回会

長に、延辺大学の方浩範教授が副会長兼秘書長に就任し、法人代表は方浩範教授が就任した。
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2015年 8月、中国社会科学院哲学研究所王青研究員が第六回会長に選出され、法人代表は従属

する延辺大学の方浩範教授が続投し、山東大学の李海涛博士が秘書長に選出された。 

主な活動： 

中華日本哲学会は設立 30年来、積極的に日本哲学と思想文化の研究を展開し、北京や延吉、

杭州といった地で学術シンポジウムを開催し、学術成果を巡って交流し、中日両国の哲学界の学術

交流を強化してきた。ここ4年来は、以下の学術会議を共催してきた。 

（1）2012年 9月、中華日本哲学会は藤田正勝氏を首とする研究チームと北京日本学研究セン

ターで「東アジア哲学の形成と思想間の対話」国際学術シンポジウムを共催した。 

（2）2012年 11月、中華日本哲学会は「東照宮祭祀の確立と展開」研究会と北京日本学研究セ

ンターで「日本近世の思想、宗教と社会 ——神道 ·仏教 ·儒学思想と‘徳川の平和’」国際学

術シンポジウム共催した。 

（3）2013年 8月、中華日本哲学会、国際退溪学会大邱慶北支部、延辺大学政治・公共管理

学院は「現代的視点から見る東アジア思想史上の理想人学」国際学術会議を共催した。 

（4）2014年 9月、中華日本哲学会は「明治時期の‘日本哲学’の可能性」研究チームと北京外

国語大学日本学研究センターで「近代中国 ·日本哲学思想の再検討——如何に今日の‘思

想混迷’を解決するか」国際学術シンポジウムを共催した。 

（5）2014年 9月 20、21日、中国社会科学院哲学研究所と日本哲学会主催、中華日本哲学会と

北京日本学研究センター共催で「第 4回中日哲学フォーラム」を開催した。 

（6）2015年 7月、中華日本哲学会、延辺大学政治・公共管理学院は山東大学ユダヤ教及び宗

教研究センターと延辺大学で「東アジア宗教：歴史と現実」学術シンポジウム・第 2回東アジ

ア宗教思想フォーラムを共催した。 

（7）2015年 8月、中華日本哲学会は中国人民大学哲学院と中国人民大学で「東アジア哲学と

儒学の当代発展」学術シンポジウム・中華日本哲学会新第 4回会員代表大会を共催した。 
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中国日本文学研究会  

名 称 ： 中国日本文学研究会  

（Chinese Japanese Literature Research Assoc iation） 

所在地： 北京市建国門内大街 5 号中国社会科学院外国文学研究所内  

責任者：   

会 長 ： 譚晶華  

常務副会長： 魏大海、李征  

副 会 長 ： 陳喜儒、竺祖慈、王暁平、劉春英、鄭民欽、林少華  

会員数：300 人  

学会出版物： 

本学会は論文集を不定期出版しており、過去 5年間の出版状況は以下の通りとなっている。 

1.『日本文学研究：歴史研究および学術現状』（51.8万字）譯林出版社 2010.8 

2.『日本文学研究：多元な視点と理論深化』（40万字）青島出版社 2012.8 

3.『日本文学研究：歴史交滙と想象空間』（40万字）青島出版社 2014.8 

学会略歴および主な活動： 

中国日本文学研究会は1979年 9月に長春市の東北師範大学にて、当年、国家民政部が承認す

る中国の一級学術団体として設立された。創設会員は計 200余人であった。初代会長は林林氏、名

誉会長は夏衍氏、楼適夷氏、二代目会長は李芒氏、三代目会長は高慧勤氏で、呂元明氏、李徳

純氏、金中氏、譚晶華氏といった人士が前後して副会長を担った。日本文学研究会の6回目までの

年次総会・学術シンポジウムは、3年毎に1回行われ、第 1回は1979年に東北師範大学で、第 2回は

1982年に山東大学で、第 3回は1985年に解放軍外国語学院で、第 4回は1988年に華南師範大学で、

第 5回は1991年にアモイ大学で、第 6回は1994年に煙台大学でそれぞれ開催された。第 7回からは隔

年開催に改められ、2000年に上海外国語大学で、2002年の第 8回は青島海洋大学で、2004年の第

9回は西安外国語大学で、2006年の第 10回は四川大学で、2008年の第 11回は大連外国語大学で、

2010年の第 12回は延辺大学で、2012年の第 13回は蘭州大学で、2014年の第 14回は広東外国語外

貿大学で開催され、2016年の第 15回は杭州師範大学で開催予定となっている。 

年次総会ではその都度一、二の学術討論テーマを決めている。「20世紀の日本文学の発展」、「日

本文学の伝統と近代化」、「古典文学における審美的伝統」、「多元文化交流中の日本文学研究」、

「国際性、学際性 ：学術交流の中の日本文学研究 」、「北東アジア歴史語境における日本文学研

究」、「日本文学と中国：歴史の交滙と想象の空間」、「日本文学の想象力：古典から現代東京、上

海、広州 ——近代都市 ·漂泊の文本と身体」等である。本会会員の学術的視野を拡げ、中国日本文

学研究者の研究水準を引き上げるため、年次総会では中西進氏、川本皓司氏、平岡敏夫氏、鈴木

貞美氏、盛寧氏、厳紹璗氏、王暁平氏、李哲権氏、劉建輝等国内外の著名な学者に演説を依頼し

ている。慣例に基づき、その後「古典文学班」、「近当代文学班」、「文学史班」、「文学翻訳班」等に

分けて活発で自由な学術的発言と討論を行っている。  

中国日本文学研究の発展の歴史を振り返ると、大きく三段階に分けることができる。一つ目の十年

は開拓の段階である。当時文化大革命（文革）が終焉したばかりで、研究者の視野や方法には限界

があり、日本文学研究界の諸先輩方が環境の建て直しを図り、若い世代がようやく学びの場に戻って

きた段階であった。二つ目の十年は蓄積と昇華の段階であった。この時期の基本的特徴は、先人が
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文革の思想的束縛を打ち破り、多くの蓄積を少しずつ発表しながら、研究を日本文学の多岐にわた

る分野に広げ、重要かつ基盤づくりとしての意義ある研究成果を続々と発表し、同時に文革後の若い

世代が大学あるいは大学院の段階を終え、研究や教学、翻訳、出版といったことに従事し始め、中に

は日本へ渡り知識を掘り下げる者も現れた。ここ15年、すなわち20世紀末から今日にかけては、中国

日本文学研究が絶えず深化され、全面的な発展を得た新しい段階だと言える。様々な場で活躍する

日本文学の教授、学者らが研究の中心人物となり、その多くが国内外で博士や修士を取得した者で、

彼らは中国日本文学研究事業の深化と発展における新たな力となり、注目に値する大きな役割を発

揮している。 

中国日本文学研究会は全国性の学術団体として、その最も重要な機能と職責は全国の日本文

学学者を取りまとめ、定期的にまたは不定期に各地で全国性の学術会議（各類学術講演活動と国

際学術シンポジウムを含む）を開催することであり、それにより情報交流を進め、学術発展を促す。その

ため、3年に一度、2年に一度の全国性の年次総会・学術シンポジウム以外にも、数多くの重要な学

術講演会や国際学術シンポジウムを開いてきた。例えば、日本大衆文学研究会（会長・尾崎秀樹）と

2回の学術シンポジウムを開催、大衆文学の定義、発生の背景、特定の役割および純文学との関係

等を巡り討論した。日本川端文学研究会（前会長・長谷川泉、羽鳥徹哉）とは3回学術シンポジウム

を開催、作家川端康成やその作品を全方位から細部にわたって探究・討論し、作家と作品研究の深

化と発展を推し進めた。日本解釈学会（連絡担当者は同会前副会長の羽鳥徹哉教授）とも2回重要

な国際学術シンポジウムを開き、中国の日本文学研究者の視野を拡げ、英知を集約し自身の研究

方法の改善を図った。この他、研究会は日本の著名な作家や学者を中国に招いて講演を依頼して

いる。例えば、2008年 12月下旬、国際日本文化研究センターの著名な学者である鈴木貞美教授を

招き、北京で中国社会科学院、北京日本文化センター、北京第二外国語学院、上海復旦大学、上

海外国語大学等で、連続 10回近い重要な学術講演を行った。これらの学術活動は最大限に全国性

学術団体としての優位性と役割を発揮するという日本文学研究会の創設主旨に合致するものであり、

中国日本文学の研究と教育事業の全面的発展を積極的に促した。 

ここ数年、中国の大学主催の日本言語文学、日本学類のシンポジウムが日増しに増えており、各

校の教育者、研究生もこの場を利用して自身の研究成果を発表し、同業の専門家の意見と指導を

得ている。この動きは国内の日本文学研究の推進、日本文学研究の下支え、今後の発展のいずれ

においても重要な意義を持っている。河南、東北三省、上海といった地域では、近年地域性の文学

研究会が開かれ、上海地区では日本語専攻を設ける大学が30余校に達し、毎年文学シンポジウム

が開かれ、2016年までに14回開かれている。また、日本古典文学と中日比較文学の研究グループも

状況に合わせて多くの有益な研究活動を進めている。  

35年来、中国の日本文学研究は作家と作品研究に限らず、広く文学史、文芸思潮史、和歌俳句

史、日本現代文学様式研究、比較文化学、比較文学といった研究も展開してきた。近年の特筆すべ

き価値ある関連研究はこの他、安部公房、大江健三郎、三島由紀夫の文学研究、文化交流視野に

おける日本女性文学研究、戦争文学における「筆部隊」研究、植民地時代の東三省、台湾地域文

学研究、文学翻訳における文化学研究等、豊かな成果を挙げている。 

本学会は日本文学の研究に一生を捧げた林林氏、夏衍氏、楼適夷氏、劉振瀛氏、李芒氏、高

慧勤氏、沈策氏、黄瀛氏、王長新氏、金中氏、呂元明氏、李正論氏、仰文渊氏、柯森耀氏、葉渭

渠氏といった大家を永久に偲ぶものである。  
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中国日本語教学研究会  

名 称 ： 中国日本語教学研究会  

（China Japanese Educat ion Associat ion） 

所在地： 天津市河西区馬場道 117 号天津外国語学院内郵便番号：300204 

電話/FAX： 022-23251160 

学会URL： http://211.68.208.44/ryyjh/ 

責任者：  

会 長 ： 徐一平  

名 誉 会 長 ： 宿久高、修剛  

常 務 副 会 長 ：  李愛文、曲維、周異夫、邱鳴、許慈恵、劉利国、顧也力、徐氷、李運博  

副 会 長 ： 宋協毅、孫成崗、張佩霞、劉雨珍、李強、劉暁芳、汪平  

会員数： 

会員 147人（理事学校代表数）446ヶ所（会員学校数） 

学会出版物： 

『日本語学習と研究』 

学会略歴： 

1982年 2月 5日から10日に、第 1回中国日本語教育研究会が大連外国語学院で盛大に開催され,

劉振瀛氏が初代理事会会長を、劉和民氏、宋文軍氏、王長新氏、李経守氏、蘇琦氏が副会長を

務めた。1987年 11月 12日から15日に、第 2回理事会設立大会が無錫で開かれ、王宏氏が会長を務

め、劉和民氏、孫宗光氏、蘇琦氏、蘇徳昌氏、李徳氏、周祥崙氏、謝聯発氏が副会長を務めた。

1991年 8月 18日から19日、第 3回理事会設立大会が大連外国語学院で開かれ、劉耀武氏が会長を、

孫宗光氏、蘇琦氏、蘇徳昌氏が副会長を務めた。1995年 8月 21日から23日、第 4回理事会設立大

会が洛陽外国語学院で開かれ、胡振平氏が会長を、盧友絡氏、梁伝宝氏、宿久高氏が副会長を

務めた。1999年 7月 23日から25日、第 5回理事会設立大会が吉林大学で開かれ、胡振平氏が会長

を、宿久高氏、陳岩氏、秦明吾氏、皮細庚氏、修剛氏、李愛文氏、曲維氏が副会長を務めた。2003

年 8月 15日から16日、第 6回理事会設立大会が吉林大学で開かれ、胡振平氏が顧問を、宿久高氏

が会長を、修剛氏、徐一平氏、秦明吾氏、陳岩氏、李愛文氏、曲維氏、劉金才氏、王健宜氏、姚

灯鎮氏、皮細庚氏、徐氷氏が副会長を務めた。2007年 8月 2日から5日、第 7回理事会設立大会が

天津外国語大学で開かれ、宿久高氏を名誉会長に、修崗氏を会長に、徐一平氏、李愛文氏、曲維

氏、王健宜氏、姚灯鎮氏、周異夫氏、趙華敏氏、顧也力氏、邱明氏、許慈恵氏、劉利国氏、徐氷

氏が副会長に選出した。 

主な活動： 

中国日本語教学研究会は2年に一回全国性あるいは国際性の学術シンポジウムを開催し、学術

交流と討論を行っている。2008年、第 4回年次総会を湖南大学で、2011年、第 5回年次総会・世界

日本語教育研究大会を天津外国語大学で、2012年、第 6回年次総会を西安外国語大学で、2014

年、第 7回年次総会・国際学術シンポジウムを東北師範大学で開催した。各年次総会はいずれも中

日両国学界、政界から重視と支持を得ながら開催され、世界各国の先進的な教育理念と経験を汲

み取り、中国文化の紹介と文化を越えた交流を促し、中国の日本語教育の水準を高めていく上で重

要な意義をもつものであった。年次総会ではその都度「文化交流と相互認識」、「文化間交流を目的
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とした日本語教育」、「中・高等教育における日本語教育：『J-GAPプロジェクト』 (日本語教育アーティ

キュレーション・プロジェクト )」、「日本研究と日本語教育の合流：日本語教材における日本文化に対

する理解」等、テーマを一、二決めて行われた。国際化が深まる新たな情勢下で、国内外の日本語教

学研究の成果の交流を促し、新世紀の日本言語・文化研究の新たな動向への理解を深め、日本語

教学の新理念と新モデルを構築するため、年次総会ではこれまで迫田久美子氏、野田尚史氏、門

倉正美氏、当作靖彦氏、穴井宰子氏、有森丈太郎氏、蘇寿富美氏、鄭起永氏、崔官氏、万美保

氏、劉徳友氏、厳紹璗氏、修剛氏、譚晶華氏、徐一平氏、曹大峰氏等、国内外の著名な学者を招

いて報告と講演を頂いた。 

大衆性の学術団体として、中国日本語教学研究会の主旨は国家教育行政部門と中国外国語教

学研究会の指導の下で学術活動を展開し、日本語教学の経験を総括し、交流し、教学法および日

本言語、文学、文化等の面の学術研究を進め、関連部門と連携し、国内外の日本語教学関係者の

教学、研究、図書資料の収集等の面の交流と協力を展開し、全国の日本語教学と研究の水準と質

を高め、国の近代化建設を支えてきた。そのために、定期的名学術シンポジウム以外にも、当研究会

は学校間交流にも力を入れ、相互理解を深め、互いの長所を学び自身の短所を補えるよう活動を展

開してきた。例えば、北京日本学研究センターと北京日本文化センター共催の「日本語教師研修の

現状と課題」テーマフォーラム、解放軍外国語学院日本学研究センターとの共催の「中国大学生日

本国情知識コンテスト」、「全国日本語専攻教師 CASIOカップ教学基本的修養コンテスト」への協力

等である。 

地域性の学術シンポと交流活動展開の面で、当研究会は2010年 5月に南京で初の地方分会 ——

江蘇分会を設立、その後相次いで2011年 5月に上海分会、2012年 12月に華南分会、2013年 10月に

山東分会、2014年 4月に浙皖灨分会、2014年 7月に民族院校分会、2015年 5月に西北分会を設立

した。これらの分会の設立は各地域の日本語教育、研究資源の整合性を促し、大学、社会的力の優

位相互補完を実現し、日本語教学、研究の新たな局面を切り開き、関連研究の深みのある発展を力

強く推し進め、中国の日本学研究の学術的地位を高めた。 

教学交流と研究情報の面では、1979年に国家出版総署が承認し、対外経済貿易大学主催の

『日本語学習と研究』雑誌が正式に創刊され、中国日本語教学研究会会刊となり、国内の日本語研

究界で最も権威性のある専門的な学術定期刊行物となっている。この誌内に設けられたコラムには、

『日本語語言研究』、『日本語教学研究』、『日本文化研究』、『翻訳論壇』、『学術争鳴』等があり、

大きな紙幅を割いて国内外の日本学研究関連のレベルの高い学術論文を掲載し、国内外の日本学

研究の現状を紹介し、日本学研究従事者に研究成果と教学経験の交流の場を提供、日本文化研

究のホットな問題の議論を進め、翻訳事業の繁栄と発展を促している。現在国内の各大学で、本雑

誌は最高水準の日本学術定期刊行物として認められており、雑誌の内容は日本国立国語研究所に

収録され、国際・国内の学術界でも高い学術的影響力を誇っている。 

中国の日本語教育の発展につれ、中国日本語教学研究も無から有に至るまで、小から大に至るま

での発展を経て、豊富な教育実践と貴重な歴史的経験を蓄積してきた。その発展過程は大きく四段

階に分けることができる。第一段階は50年代初期から70年代初期までで、新中国成立後、独自に、

自主的に、そして自力で発展してきた。当時の国際交流の内容はほぼ少数の社会主義陣営国家と

の交流に限られていた。日本語教育は規模が小さく、学生が少なく、さらに学生は基本的に日本語を

話せない状態だった。第二段階は1972年の中日国交正常化に象徴される時代で、如何に学生の交

流能力の向上を図るかがテーマとなっていた。この間、発音と表現が重視され、聴く、話す、読む、書く、

訳すの「五能力」原則が日本語教学における普遍的基本原則となった。第三の段階は改革開放後

で、中国と日本の経済、政治、文化の往来が日増しに密になるにつれ、日本語人材の需要も大幅に

高まり、国内の「日本語ブーム」が一気に高まり、中国の大学における日本語教育に活力をもたらし、

日本語教学方法の改革も促された。第四の段階は、中国が世界貿易機関に加入してオリンピックや
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万博といった国際的な祭典を開いた時期で、中国と世界との連携が深まると、外語教学も新たなチャ

ンスと挑戦を迎えた。日本語教学は「厚い基礎、広いルート、高い質」の教学モデルを遵守し、言語を

教え学生のコミュニケーション能力を向上させると同時に、日本文化を教育に一緒に盛り込むことを重

視し、学生が言語スキルを伸ばすと同時に各分野の知識を補うことを奨励し、複合的な人材の育成

に尽力した。 

近年、中国の大学における日本語教学には目覚しい進展が得られた。中国の日本語学習者の人

数は絶えず増え、日本語能力試験の受験生に占める中国人学生の割合は大きく増加した。中国が

開催する各級各種日本語教育シンポジウムも多くの日本および他国の学者を引き付け、同時に中国

の日本語教学研究者も積極的に日本および世界各国が主催する日本語教育シンポジウムに参加す

るようになった。この他、日本語専攻を設ける中国の大学の数が増えていることも注目に値する。日本

語関連専門の修士、博士課程も増え、日本語教学に深まりと広がりが生まれていることは非常に顕著

である。 

全国的な教育指導政策の実施につれ、日本語教学は教学内容、教育陣の構築、科学研究とい

った面で何れも大きな成果を収めている。これは教学研究従事者全体の共の努力の結果である。この

場を借りて日本語教学研究の上に貢献してきた本学会すべて関係者に敬意を表すとともに、引き続

き日本語教学改革の実践の上に尽力し、中国の特色ある日本語教学体系の構築の上に奮闘してい

こうではないか。 
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第三部  日中両国の研究者の視点  

 

 

 

3-1 シンポジウム「現実とイメージの交錯―中国の中の日本」
～現代中国の日本研究を考える～開催報告 1 

 

日時：2015 年 10 月 19 日（月）13：30-17：30（13:00 開場・受付開始） 

会場：国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）東京本部別館 1F ホール 

中国の日本研究をテーマにシンポジウムを開催‐ＪＳＴ中国センター 

中国総合研究交流センター編集部  

 

国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）中国総合研究交流センター（ＣＲＣＣ）は10月 19日、

東京千代田区のＪＳＴ東京本部別館 1Fホールで中国の日本研究をテーマにシンポジウム「現実とイメ

ージの交錯―中国の中の日本」を開催した。このシンポジウムには中国のトップクラスの日本研究者 7

人と日本の中国問題専門家ら4人が参加し、基調講演や講演、パネルディスカッションを通して中国

における日本研究の現状や課題を浮き彫りにした。 

                                                   
1  本稿は国立研究開発法人  科学技術振興機構  中国総合研究交流センター  ポータルサイト Science Portal China に掲

載された「シンポジウム『現実とイメージの交錯―中国の中の日本』～現代中国の日本研究を考える～開催報告」より転載したも

のである。  
http: //www.spc .jst .go.jp /event/symposium_reports/conf151019.html 

日中両国の研究者の視点 第三部 
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写真 1 会場の様子  

会場には約 100人の聴衆が集まり、シンポジウムは午後 1時半にスタート。ＣＲＣＣの倉澤治雄・上席

フェローが司会を務め、日本からはなかなか見えてこない中国の日本研究の重要性を指摘。「それを

理解することが相互理解につながっていく」とし、今回のシンポジウムの意義を強調した。その後、基調

講演に移り、南開大学日本研究院の楊棟梁教授がまず「中国における日本研究の現状と展望」と題

して報告した。 

楊教授はこの中で「（中国には）2000人以上の日本研究者がおり、基本的に大学、社会科学研究

機関、政府調査研究部門、マスメディアの4つに在籍している」と述べ、「そのうち専任の研究者は300

人ぐらいだ」と語った。また、楊教授はさまざまな日本研究の中で「近代以降の日本の対中認識と行

動選択の研究」「日本の中国侵略資料の整理と研究」「戦後日本の政治・外交と未来の行方」などが

国家レベルの重大研究プロジェクトに認定されていることを明らかにすると共に、「オリジナルな理論を

もとに行われた（日本）研究はまだ少ない」「中日両国間の学術交流と共同研究は以前より後退して

いる」などと指摘。「中日政治関係の影響を受け、日本研究の環境が楽観的なものとは思わない」とし、

中国での日本研究の先行きに危機感を表明した。 

 

写真 2 楊棟梁南開大学日本研究院教授  
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一方、東京大学大学院総合文化研究科の村田雄二郎教授は「強兵なき富国？－日中関係 120

年」と題して基調講演し、日中の近代史を振り返りながら、両国は「富国ではなく富民へ、強兵ではな

く競存へ」に向かうべきだと訴えた。 

 

写真 3 村田雄二郎東京大学大学院総合文化研究科教授  

次いで中国からきた日本研究者の歩平 （社会科学院近代史研究所研究員 ・元所長）、宋志勇

（南開大学日本研究院院長・教授）、楊偉（四川外国語大学日本学研究所長・教授）、章政（北京

大学経済学院副院長・教授）、胡令遠（復旦大学国際問題研究院日本研究センター長・教授）、林

昶（社会科学院日本研究所『日本学刊』編集室長）の各氏がそれぞれ約 20分間にわたって講演。こ

のうち日中共同歴史研究で中国側代表を務めた歩平氏は、中国で「日本警戒懲罰論」が、日本で

「中国暴走脅威論」が出てきている現状を紹介。日本の歴史教科書が中国の古代に、中国の歴史

教科書が日本の近代にあまりに多くの比重を割いている点など挙げ、歴史の共同研究の大切さを強

調した。また、章政氏は中国の日本研究について統計的に分析。専門誌や有名大学での外国絡み

の論文の中で「日本関係のものが極めて少ない」と述べ、「日本に対する関心が少なくなっている」と指

摘した。 

 

写真 4 （左から）歩平社会科学院近代史研究所研究員・元所長  

宋志勇南開大学日本研究院院長・教授  

楊偉四川外国語大学日本学研究所長・教授  
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写真 5（左から）章政北京大学経済学院副院長・教授  

胡令遠復旦大学国際問題研究院日本研究センター長・教授  

林昶社会科学院日本研究所『日本学刊』編集室長  

しかし、林昶氏によると、インターネットなどの新興メディアでは、中国の日本研究雑誌を取り込んで、

「成果の発信が加速している」という。同氏はその一例として日本に関する研究と情報をまとめた年刊

誌『日本青書』の出版を挙げ、「中国の日本研究雑誌のジャンルをさらに豊かにし、中国の日本研究

の方向を示すバロメーターとしての役割を強めている」と語った。 

パネルディスカッションでは、愛知大学現代中国学部の高橋五郎教授がモデレーターを務め、中

国側から歩平、胡令遠の両氏、日本側から慶應義塾大学総合政策学部の加茂具樹教授と馬場公

彦氏 （岩波書店編集局部長）がパネリストとして参加し、中国の日本研究などについて意見交換し

た。 

 

写真 6 高橋五郎愛知大学現代中国学部教授  
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写真 7（左から）馬場公彦・岩波書店編集局部長  

加茂具樹・慶應義塾大学総合政策学部教授  

胡令遠センター長、歩平研究員  
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プログラム 

■基調講演  

楊棟梁  南開大学日本研究院教授  

「中国における日本研究の現状と展望」 

村田雄二郎  東京大学大学院総合文化研究科教授  

「強兵なき富国？──日中関係 120年」 

■講演  

歩平  社会科学院近代史研究所研究員  

「中日歴史共同研究に関する思考」 

宋志勇  南開大学日本研究院院長・教授  

「南開大学日本研究院の研究から中国の日本研究を考える」 

楊偉  四川外国語大学日本学研究所長・教授  

「中国における日本学の新展開－「方法としての日本」を視座に」 

章政  北京大学経済学院副院長・教授  

「経済分野における日本研究の動向」 

胡令遠  復旦大学国際問題研究院日本研究センター長  

「近年の中国における日本研究の変化及びその特徴－上海地域を中心に－」 

林昶  社会科学院日本研究所『日本学刊』編集室長  

「中国の日本研究学術刊行物および電子化構築の概観」 

■パネルディスカッション 

モデレーター 

高橋五郎  愛知大学現代中国学部教授  

パネリスト 

歩平  社会科学院近代史研究所研究員   

胡令遠  復旦大学国際問題研究院日本研究センター長   

馬場公彦  岩波書店編集局部長・法政大学国際日本学研究所客員所員   

加茂具樹  慶應義塾大学総合政策学部教授  
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3-2 日中研究者意見交換会 議事録 

【 日 時 】 2015 年 10 月 20 日（火）12：40～16：00 

【 場 所 】 国立研究開発法人  科学技術振興機構  東京別館会議室 2-A 

【参加者】 

１． 中国側  

歩 平  社会科学院近代史研究所研究員  

楊 棟 梁  南開大学日本研究院教授  

胡 令 遠  復旦大学国際問題研究院日本研究センター長・教授  

林 昶  社会科学院日本研究所『日本学刊』編集室長  

宋 志 勇  南開大学日本研究院院長・教授  

章 政  北京大学経済学院副院長・教授  

楊 偉  四川外国語大学日本学研究所長・教授  

２． 日本側  

毛 里 和 子  早稲田大学名誉教授  

波多野澄雄  筑波大学名誉教授  アジア歴史資料センター長  

高 橋 郁 夫  慶應義塾大学商学部教授  

村田雄二郎  東京大学大学院総合文化研究科教授  

石 川 禎 浩  京都大学人文科学研究所教授  

高 橋 五 郎  愛知大学現代中国学部教授  

加 茂 具 樹  慶應義塾大学総合政策学部教授  
  

沖 村 憲 樹  国立研究開発法人  科学技術振興機構  特別顧問  

米 山 春 子  国立研究開発法人  科学技術振興機構中国総合研究交流センター  参事役  
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（毛里） 

それでは私の方から。日中関係はとりわけ2005年くらいから、そして2012年くらいから、一段と非常

に緊張してきております。政府レベルのみならず、特に大衆レベル、世論レベルでも一触即発の状態と

いうことがないわけではないです。このような中で、つくづく中国研究者としては、何とかしないといけな

いのではなかろうかという気持ちを抱くわけです。こういう状態を若い世代、孫の世代にそのまま残して

いくわけにはいかない。ということで、そういう状況を少しでも緩和するための学問的な努力というものを

していかなければならないのではないかと思いました。  

とりわけ、研究者の仕事として何をするのかということを専ら考えていますので、そうなると日本の中国

研究、そして中国の日本研究というのがうまく波長が合っているかどうかということも気になるところなの

です。私は中国の日本研究はほとんど素人ですが、非常に感覚的に申し上げるところで大変失礼な

のですけれども、やはり歴史的経緯があるのか、あるいは人材の加減か、文化、言語、芸術といった面

についてはかなりのものを積み上げてきたけれども、政府間レベルで敏感な社会科学の面での日本研

究というのは、私たち部外者から見ると中国の社会学的な日本研究に対してはもう少し突っ込んだも

のをやってもらえないのだろうか。そういうものに対して我々はそういう状況をつくるにあたって何らかの

貢献ができるだろうかということを考えたのです。できるかどうか分かりません。そのような大それたことは

できないかもしれませんが。 

そこで、村田先生をはじめとした日本の先生に、それからJST中国総合研究交流センターにお願い

して、何らかのかたちで日中の研究者の合同の会合というものを開こうと思いました。これまで中国の日

本研究というテーマでは情報は整理したと思うのです。何がこれまで行われてきたか、どこで何をやって

いるのか、何が主要な関心か、どういう方がやっているかというリストを一回作成し、書庫にたくさん並ん

でいますから分かるのですが、しかしその中身はどうなのか、どういうところが一番熱心にやられていて、

どういうところが実はやられていない、どこかの点で日本における関心と食い違っているというようなことも

あるのかもしれない。そういう部分についての、もう少し突っ込んだことをやってもらえないだろうかという

ことを切に考えました。日本の中国研究の側もそういう形で本来はもう少し外に出て行かないといけな

いのです。中だけでいろいろやっているのではなくて。これらの点に対しても中国側からのいろいろな意

見というものがいただけて議論ができれば大変面白いだろうなと思います。このプログラムというのは主

に中国の日本研究について、中国側からどのような成果が上がったか、どういう課題を抱えている、どう

いう欠陥がある、どういうことをしたいのだけれどできない、というようなことを、主に日本研究をやっていら

っしゃる、ここにいる皆さんはリーダーの立場に立っていらっしゃる先生方ですから、そういう点について

我々に紹介していただきたいです。それを伺った上で我々として何かなすべきことがあるだろうかというこ

とですね、それを考えたいなという風に考えて、取りあえず今年度はそういうプログラムをスタートさせよう

ということになりました。 

本日の会合は自由にいろいろなことを話していいのですけれども、物事には順序というものがあろう

かと思いますので、できれば最初に昨日（2015年 10月 19日）のシンポジウム（「現実とイメージの交錯―

中国の中の日本」～現代中国の日本研究を考える～）の議論、それからこれまでの日本側の議論の

経緯から、あるいは日中間の学術交流、中国の日本研究を外から見ていてどう考えるかということにつ

いて、村田先生からお話ししていただいて、それをもとに自由に議論をしていただきたいと思います。 

（村田） 

では簡単に、昨日のシンポジウムで拝聴した感想も含めて3点。第 1点は数字ですが、楊先生が最

初の基調講演で、中国の日本研究者は2,000人ぐらい、専業として日本研究をしているのが300人と

いう数字を聞いてやはりそうなのかと。日本研究はやはり周辺的な存在だなと思ったのですが。逆に日

本の中国研究の人数は、正確には難しいのですけれども、例えば古典を研究している中国史の学会

はだいたい2,000人。大学院生や大学の非常勤講師らが、研究員だけで2,000人加入している学会
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です。現代中国学会という全国的な学会は700数十名。それからアジア政経学会。現代中国学会と

アジア政経学会はかなり重なっていたりしますが、どう低く見積もっても3,000人くらい。専業研究者とい

うのははっきりとわかりませんが、恐らく1,000人は下らない、あるいは1,500人くらいとすると、中国では

人口が10倍ですので、中国の日本研究者はだいたい15,000人とか20,000人ぐらい専任研究者がい

なければいけないという非対称性がある。 

これは歴史的な経緯だとか、国の違いがありますけれども、日本において中国研究は、アジア研究

あるいは世界史の中心とは言えないかもしれませんが、反対に我々としては個人的感想を含めて中国

に研究をしてもらって、何とか日本研究を盛り立てたい。何かできることがあるのではないか、というのが

毛里先生と最初に相談した出発点です。 

数だけの問題ではもちろんありませんが、研究者の養成だとか国際交流、例えば日本研究のために、

中国の関心を持っている若い大学院生、大学生しかり、どういう対応をするかというのが一つあります。 

2番目はシンポジウムで一般聴衆の反応を少し聞いたのですが、やはり中国の研究、特に現代日本

研究は政策にコミットする部分が強く、そこから、どうやって理論化、モデル化するかについては、物足

りなさを感じたという意見がありました。私もそうかなと思う部分はありました。しかし章政先生のコメントに

もありましたが、政策へのコミットの要請もある一方、やはり学術研究であり多元的なひろがりがあると思

います。 

ただそれだけではなくて、やはり国民的な感情がこれだけ悪い中で、社会一般に対して我々はどう

やって成果を還元していくのか。この点で「日本の中国研究」と「中国の日本研究」は同じ課題を抱え

ている。政策に対するコミットと学術研究として真実性、国民への説明が必要となってくる。人文科学

では不得意ですが、何が有用かとか、国民のために何をしたらいいのかなどを検討しなければならな

い。 

3番目は大問題ですけれども、いわゆる日本学とは何か、なぜ日本を研究するのか、それをどういう

ふうに考えるか。例えばアメリカだったらChina StudyやJapan Studyという、一つの制度化された学科が、

大学の組織としてあるのですが、日本の中国研究というのは、実は「中国学科」があるかというと、私は

無いと思う。現状の枠の中にある種の理想としては中国学というのはある。地域研究としての中国研究

というのは、なかなか総合的にやるということが、それぞれリスクであります。私はリスク優先と思っていま

すが、「総合」というのはそれぞれの共同研究であり、学問の在りかたとして、日本が中国研究とはこう

あるべきだ、例えば文学、政治、外交、経済などを全部含めるようなある種の日本学があるべきかもし

れませんが、あまり現実的ではない。取りあえずは、それぞれのディシプリンでより力をつけるというのが

大事です。 

そういう意味でいうと出版とメディア。馬場さんが発言された、それぞれの研究分野の中で良い著作、

あるいは成果が出てくれば、むしろ日本の中国研究者がそれを要約したりして紹介はできる。要するに

個別のいい研究をしてほしいというのが私の願いです。例えば馬場さんがジョン・タワーの話をしました。

私も中国の研究者でもそのような著作が書けるし、また別の角度から書いて欲しい。その場合、いい日

本の訳者が翻訳したり紹介したりというのは中国側に協力できると思いますので、そういう意味で出版

会、メディアとの関係も大事であると思います。 

（毛里） 

どうもありがとうございました。だいたい様子は掴めてきました。例えば加茂さんが感じることを簡単に

おっしゃってくださいますか。特に中国側の報告についてのご自由なコメントで。今日は自由にいかせ

ていただきたいと思いますので。もう、信頼感は十分にあると思いますので。 
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（加茂） 

昨日の会議を通じて感じたことは第一に、中国における日本研究の先生方が直面されている問題、

あるいは苦悩というのか、それは共感、理解しましたし、逆にいうと、日本の中国研究も似たような問題

にもしかしたら直面しているのかなと感じました。先ほど、毛里先生がおっしゃられたことで、村田先生も

２番目の問題でご指摘されていたと思うのですが、中国における日本研究は社会科学もあれば人文

科学もある。どちらかというと人文科学が中心的で社会科学というのはそれほど多くないのかもしれな

い。 

さらに社会科学の方はもしかすると２つに分けて国際関係の分野と地域研究という分野にあえて分

けるとすると、日中の間に直面している問題が、日中関係がこれだけ複雑または悪くなっている中で、

非常に多くの人が学問としての日中関係に興味をもっている。そうすると何が起きるかというと、必ずし

も中国の日本研究者、日本語が話せて、日本に長く滞在しない人でも、この問題に発言してくる。そう

するとそういう人たちの方が日本以外のことを発言の中に取り込まれる。わりと知名度というか社会的

影響力が強くて。その結果として、学術界の中で日本の研究者が周辺化していくということが起きてい

るのかな、と感じました。 

この日中関係あるいは日本研究、日本に対する関心の中に日本研究者以外の人がたくさん入って

きているという現象があって、そういうのは今後、不可避なことなのかと思います。中国の日本研究者の

研究活動のこれまでの蓄積と今の状況とこれからのことというのは、引き続き影響力があるし、あるべき

だと思うのです。それをどうやって可視化していくのか、この1点につきるのかな、と聞いていて思いまし

た。日本の中国研究も同じこと。すなわち日中関係を論ずるときに、日中の研究者たちに、もうちょっと

皮膚感覚として理解できないものかと思う。僕たちが理解している、見ている中国と違うところがあるか

なと。そういう構造というのは、逆に中国でも、それが現実なのでないかと感じました。 

日本という国が経済的な発展なり、国際社会の中での影響力が相対的に過去に比べて落ちている

ので、それは確かに日本研究が活発に活動する場が狭まっていく。例えば社会的な問題の関心が狭

まっていく。日中関係が複雑になっていくと、そこに発言が求められるのは日本研究者ではなく、国際

政治学者ということになっていくと、確かに影響力は周辺化されていくかなというのは現実だと思う。 

それが昨日、感じたことです。別の言い方をすると中国社会にいろいろな日本に関心を持っている

人はいっぱいいるのですが、それを研究者として把握するには、日本研究者じゃない人、中国の日本

に関して、日本研究者ではない人でも日本に関心を持っている人という現状がある。 

（毛里） 

例えば、中国には日本研究者が、しかも政策に比較的近い、つまり支持しているということではなく、

アクセスなり影響力なりが近い、そういう研究者がたくさんいるにも関わらず対日政策として出てくる、あ

るいは日中関係の戦略的議論という場からすると、国際関係の学者の方が、どうも市場がある。例えば

閻学通のような。そういう状態について、これは日本研究の中国における周辺化ということで、あまり望

ましいこととは思わないという、そういう害があるのですか。それと同じようなことが日本にもある。日本にも

あって、しかもそれが日本における中国研究者の周辺化だから、必ずしも望ましいとは思わないという

のが加茂さんの意見としてあるのですか。 

（加茂） 

僕の意見は、中国の日本研究が周辺化されているという議論がもし存在するのだったら、それはしょ

うがないことなのかなと。なぜかというと、中国で日中関係を発言する先生方にインタビューに行きます

が、「あなたは日本研究者ですか？日本語を話す日本研究者ですか？」と聞くと「私は日本研究者で

はない。私は国際関係研究者です」という風に自己表現する。そういうことが今、中国で起きているの

ではないですか。 
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（毛里） 

いかがですか。なにかあります？楊先生、いかがでしょう？ 

（楊棟梁） 

一つは中国の日本研究、周辺化という言葉。周辺化という言葉は言ってもいいけども、そう簡単に

言ったら、ちょっと心配することがあります。全面的に言えば、そのような現象があるかもしれませんが、

具体的には必ずしもそうでもないと思います。例えば、日本の政治、日本外交、日本の歴史など。歴

史は歴史問題ではなく全面的な日本の歴史、中日関係も含める広い意味の歴史ですね。その分野

は中国の日本研究者の発言力は中国国内でもそんなに小さくはない。相当に影響力はあるのではな

いですか。 

例えば最近、教育部高等学校科学研究優秀成果賞の第 7回受賞リストが発表されました。その中

に日本研究の成果は1等賞、2等賞、3等賞全部あります。3年に１回の賞で、新中国から今まで合わ

せて7回です。1等賞の日本研究の成果もあります。例えばアメリカ研究とかイギリス、ロシア研究、みん

な重要な分野です。でも受賞はないのです。簡単に周辺化と思われるのは、ちょっと問題があるかもし

れません。 

国際関係の中の日本政治、日中関係、日本外交の面は、恐らく中国でやはり影響はあるでしょう。

確かにさっき毛里先生が仰ったように国際関係のもっと高いレベルの、例えば全世界、グローバル、そ

のような視野で見れば、閻学通や王緝思のような学者は日本研究の学会にはいない。そのような人物

は、以前も殆どいなかった。いるとすれば政治家です。政治家の中に日本に対する発言力が大きい人

はいた。でも学者ではいないのです。だから、そういう話をするときは、とにかく私から直接そのような言

葉は使いたくないですね。 

もう一つは中国の日本研究は今、多元化している。それは確かです。10年前に比べて多元化の現

象ははっきりとあります。何故かというと人材の育成です。どんどん育って、研究者になったり、大学の

先生になったり。また教育の背景ですね。例えば、日本で学位を取って中国に帰ると殆ど先生になる。

あるいは政府機関、準政府機関の研究者になります。そういう人の数は最低でも1,000人以上いるで

しょう。確かに自分の仕事をすると共に日本研究はやりますね。だから教育の背景も学位の背景もそ

れぞれ違いますから。研究テーマの選択からもすぐ分かる。社会科学、人文科学、広い視野から、そう

いう研究者が見られますが、ただ、数は相当にいるけれども、そういうような人たちは中国の日本研究

界の中で主流になりません。つまり学会での影響力は殆どない。まあ必ずしも影響力がないわけではな

いけれども、基本的にあまり主流に入りません。それはちょっと問題です。とても能力があるけれど、みん

な孤軍奮闘している。そういうような状態で、例えば日本で博士号を取って、帰ったらちょっと個人的な

研究をやりますが、チームはないですね。また全国的な学会に入っても、あまり重視されないでしょうね。

そういうことがこれからどうなるかが問題です。 

また日本学にしても中国学にしても学科の概念なければいけないですね。経済学、歴史学などと並

んで中国学、日本学と。でもそれは学会の立場で○○学とはなれないでしょうね。中国で認められない。

90年代は中国で一度、10年以上流行ったのですが、あちこち日本学というセンターとか研究所をたく

さん作りました。半分以上は、今はもう無くなりましたね。本当に難しいところがありまして、中国の学科

という概念は、例えば一級の学科は13分類です。世界的には12でしょうか。中国では芸術が分かれて

13になります。その中には一級の学科。例えば理論経済学とか、実用経済学、歴史学、政治学、社

会学、人類学、それらは100くらいあるけれども、日本学か米国学か、それは国別の単位にして学部に

なってしまえば、学科の数はどうなるか。だからなかなか成立しない。こういう中国学についての始まりは、

10年前のことですね。一回、新学問は、現代中国学の構築、そのようなものですね。しかしなかなか難

しいですね。だから、今の中国と日本の関係はあまり日本学という言葉は使わないでそのままにしましょ

うとなる。 
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あと、中国の日本研究はどうなるか。全体の状態、主な成果、もちろん関心がありますが、簡単に言

えば方法はいろいろあります。こういうような交流会も方法の一つ。また、とても基本的な方法として、毎

年、教育部、また社会科学基金、助成リストを発表しました。1回だけではないのです。教育部は2回ぐ

らい。国家社会科学研究基金に4回くらい助成のリストを発表しました。そのリストの中に日本関係の

助成されるプロジェクトのタイトルがはっきり指名されるので、簡単に中国では、日本についての研究は

主に何をやっているかがそのリストを見ればすぐに分かります。多分毎年、教育部系統と社会基金系

統と合わせて、30～50くらいの数があるはずです。その他は各省。各省はちょっと複雑ですけれども。

基本的に日本関係は、地域の日本関係の研究。例えば天津の場合は、天津の経済開発と日本、そ

ういう類の課題は助成されるかもしれません。それは一つの方法です。 

また、学会の活動に注目して欲しいです。つまり中国の日本研究学会はとても活発的に影響力の

ある学会として、一番大きい中華日本学会と中国日本史学会、また中国日本経済学会、もう一つは

中日関係学会。その4つの学会の活動は、毎年の年度の大会でひとつのテーマを巡る会員達の集会

ですね。それで大体が分かります。 

（毛里） 

何が議論になっているのかなぁというのが一つ分かりました。 

（宋 ） 

一言補足しますけれども。加茂先生の先ほどの話ですが、周辺化されている中国の日本研究です

ね。それは確かにそういう印象もありますし、私もそう思いますが、原因はいろいろあるのです。一つの原

因は、さっき楊先生も言ったように、中国の学科の制定は厳しいのです。歴史は歴史。経済は経済。

総合的な学科はまだそんなにないのです。だから、例えば日本学ですね、実は、7、8年前に、私の日

本研究院も日本学を作りました。国務院まで報告しました、申請しましたが、学科の中では独立した学

科としては認めらないので、結局は歴史学の中に日本学がある。それは我々としては認められないので、

やはり歴史学の中の日本学でなく、総合的な日本研究の日本学。でもそれは学科には入れない。そ

れは結局ダメになって撤回しましたけれども。いま日本研究も、例えば歴史学の中の世界史、世界史

の中の地域史、アジア史、アジア史の中に日本史。そういうような制度の中に入っているのです。周辺

化されていると、今の制度の中では今の状況はなかなか変えられないですね。 

（毛里） 

今の日本学について、ちょっとお話ししたいのですが、ディシプリンを日本研究とか、日本学とか、中

国学というのが名乗れるかどうかという問題ですよね。早稲田大学で政経学部という伝統ある学部があ

るのですが、そこを改組しようという動きになった時に、3学科制にするというんですね。その時、現代日

本学科というのを作ってくれと提案したのです。すぐに撥ねつけられたのですが、その理由はというと、

学科の名前はディシプリンでとるべきだと。つまりディシプリンになってないものを学科名にすることはで

きないと言うのです。そんな馬鹿なことはないでしょうと。愛知大学はどうですか。現代中国学科がある

じゃないかと。いろいろなところにあるわけです。国士舘大学にも21世紀アジア学部がある。そんなこと

は理屈に合わないと相当抵抗したが全然だめで、結局できた新学科は旧学科が政治学科、もう一つ

は経済学科。これらはもうオーソリティを得ている。第 3の学科としてできたのが国際政治経済学科とい

うものができたのです。それで私はそんな馬鹿なことやるなと言ったんです。現代日本学科という立派な

ものを作り、ハーバードに行かないで日本の早稲田に来て、日本研究をきちんとできるような、そういうコ

ースを作ったらどうですかと。結局全然ダメでした。というわけで、中国も日本も、そういう旧学科につい
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てのディシプリン、それから地域研究についてのものの考え方が比較的似ている。だいたい同じようなレ

ベルであるということが今の私の結論です。 

（加茂） 

今日の目的というのは、中国にある日本学、あるいは日本学会というものを支援する、そことのコミュ

ニケーションを深めることなのか、それとも中国の中にある、日本に対して関心ある研究者、グループを

支援することなのか。それで微妙に違うと思うのです。つまり中国の中の日本学会というものが包摂でき

る学問の範囲と、いま中国の中で、日本に対して関心があって研究をしている人たちの層というのは完

全に一致はしていない。 

（毛里） 

違うことは違うでしょうけれど。私も純粋に個人的なことを言うと、それはどっちでもいい。つまり、それ

は中国側が考えればいいことだから、中国側が日本研究者として登録された正規のグループ、こういう

ものを認知する、して欲しい、というのが基本的にあるのだとすれば、それはそれでもいいと思うのです。

ただ我々が日本研究者で対象とするのは、別に国際関係で日本研究をやっている人でもいい。私は

天津の南開大学の日本研究院でやってきた人、あるいはそれに近い人というのでなければ、日本研究

者としては認めがたいというような考え方は全然ないので、やっぱり中国側がどう対応するかということで、

我々の関心というのはもう少し広くていいのではないでしょうか。 

（加茂） 

僕も後者だと思っています。 

（毛里） 

それなら意見が一致しますね。大きくは違わないから。それともう一つは、今の中国の状況を見てい

ると、分けにくくなっているというのが事実ではないですか。日本研究が多元化するというのはいろいろ

な分野に、例えば、社会学の人が、北京大学の社会学系の学科に行って、社会学の素養ができた人

が、日本社会を議論している人がいるわけです。専門は社会学だけれども、専業とするのは社会学、

だけれども一部で日本研究者として登録されている。そういう状況が非常に多くなってきていると思うの

です。かつてのような。やはり、ダブル専攻ですよね。 

（楊棟梁） 

80％以上が、先生のおっしゃっているような状態です。 

（加茂） 

昨日の私の報告の中で、自分の研究の中に、いろいろな中国の関心ある学生がいて、それはいわ

ゆる伝統的な日本学の研究のカテゴリーから外れる人たちがたくさんいるわけです。そういう人たちをど

うやって捉えていくのかが重要な問題ではないかと。 

（毛里） 

そうですね。 

（村田） 

孤軍奮闘と楊先生が言われましたが、学位をとって帰国して就職する場合に、まさに孤軍になると。 
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（楊棟梁） 

南開大学ですと、日本研究院があるでしょう。20名弱の専任研究員が研究院に務めていますけれ

ども。実は南開大学は20の学院があります。学院は日本の学部みたいですが、その20学院の中に必

ず日本研究者が分散していて、孤軍奮闘の状態です。例えば、経済は基本経済理論の教えをしなが

ら、自分の専門は狭い専門で日本経済の研究をやっている。そういう先生がとても多い。南開大学も

同じ。その数は日本研究院の他に南開大学の各学院に最低 60名、みんな助教授以上の先生、まだ

いる。 

（村田） 

私が言っているのはもうちょっと個で、孤軍で、大都市でも、例えばいわゆる日本と接点のある研究

をしている同僚がいないとか。昨日出てきたように、京津冀だとか、東北だとか。 

（楊棟梁） 

環境はいろいろ違います。 

（村田） 

もっと中国の都市だったり、大きな都市でも日本研究が盛んでないところに行って、しかし非常にい

い環境のところに入って、やろうと、自分が孤軍奮闘しようという気があっても、アクセスがないのですね。

そこのところは、例えば学会とか組織ですくい上げられないか。まあ本人が頑張ればいいというのは。私

が言うなら、日本と直接アクセスしてくださいと。例えば出身校と。 

（楊棟梁） 

だから出身校ですね、いろんな場面がありますが、例えば、日本で博士号をとって、帰国して就職し

てという人なら、例えば学部、修士まで中国の大学を卒業して、あとは博士だけ日本で取ったら、そう

いう孤独感はあまりないかもしれません。つまり学術の絆です。修士までは中国の出身校と繋がりを持

てるので。例えば、学部からあるいは修士からずっと博士まで全部日本の大学で、殆ど中国国内の学

会にあまり出ないでずっと勉強していた人は、10年くらい時間がかかると思う。相当に優秀だけど、あま

り知られない、そのような若者も相当にいるのです。だから研究の習慣も違う。日本の研究法はとても

細かくて事象的です。中国の場合はちょっと違います。中国の雑誌で論文発表する場合は、日本の

書き方をする場合はなかなか載らないです。だから中国の学術研究の基準に合うようにまた時間がか

かる。日本で博士号を取ったけれど、中国の一流、二流の雑誌で発表できるまで、また4、5年くらいの

時間がかかるかもしれない。すぐというのはちょっと難しい。それは教育の背景ですね。 

（章 ） 

先ほどの加茂先生と毛里先生の意見はだいたい一致しましたね。その一致を前提条件に、ちょっと

個人の意見をご報告します。私は北京大学で15年間教えています。中国のいま一番優れた学生たち

です。非常に仕事の圧力は大きい。また日本でも4年間大学で教える仕事、5年間シンクタンクの仕事、

その経験を踏まえて中国における日本の研究、あるいは日本における中国の研究。私も実際、日本

の学会にいろいろ参加しました。農業とか協同組合とか。音楽やアニメの学会にも参加しました。とに

かく政治経済の分野から、一言で言えば3つの点が言えます。 

一つは、期待されるほどの水準のところには、恐らく到達していない。いま日本の中国研究、中国の

日本研究、両方とも同じ。 
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（毛里） 

誰が期待するのですか。 

（章 ） 

要するに社会。社会に期待されるほどの、国際的に期待される水準に到達していません。これが1

点目。社会に応えられるところの水準には到達していません。 

2点目は、期待されるほどの成果が出ていない。たくさんの本があるのですが、あれを見ると、読める

のは数ページだけ。他はだいたい読んでも、読まなくても変わらない。今の中国で出版される日本関係

の本と日本で出版される中国関係の本も。ただし唯一、除外するのは軍事科学です。軍事に関しては

最後の一行読まないとその意味が分からない。今の軍事関係の中国軍内部の資料。あと日本の防衛

省の資料。最後の一行まで読むとだいたい分かります。政治経済文化関係の出された成果はだいた

いそのような特徴があります。期待されている程の成果に達していない。 

もう一つ。もっと厳しいですけれど。とにかく中国、期待されるほどの人物、学者が出ていない。これは

何故かというと、今の日本における中国研究、在日の中国研究。全部とは言いませんが、半分くらい

はおそらく先生たちの自己満足でしょう。何故かと言うと、私は日本の大学で5年くらい教える仕事をし

ました。ある先生たちはどこかでビデオを撮ったり、写真を撮ったり。その写真のスライドを学生たちに見

せて、2時間をつぶしました。私はこの授業を北京大学で1回でもやったらクビを切られます。追放され

ます。学生の評価は我々、教員としての最高の使命です。ごまかしの授業は、私は北京大学では認め

ない。そういう意味では、先生たちの研究は自己満足ですけれども、学生、学生の親、社会は言わな

いですけれども、本当に払った授業料に、良心的に聞いて納得しますかというしかない。だから恐らく

半分くらいは自己満足。これは日本における中国の研究。一番酷いのは中国における日本研究。こ

れは自己満足にも到達していない。何故かと言うと、やらざるを得ない。他はやる余裕がないから、日

本関係という言葉だけでいい。日本に対して一定程度理解があり、じゃあ日本研究しましょうと。やらざ

るを得ない。自己満足にも到達していない。だから日本をやっている先生たちは疲れている。そういうこ

とです。 

その現象から見ますと、今の日本研究、日本と中国。日本研究の場合は中国においても日本にお

いても、恐らく今の状態はゲリラ戦の状態にあると思います。ゲリラ戦ですから大きな成果は期待できな

い。大きな人物もでない、さらに高い水準にも絶対到達できない。これが私の個人評価。この状況をど

う脱出するかということ。昨日の報告のときに3点ほど報告しました。今日、沖村先生からなるべく公開

的に発言せよということで、率直に3点ほど意見を出しました。 

その3点は、実はもっとも簡単です。非常に簡単。要するに中国のやり方で言えば、重要なことは、

真意は書けない。全部書くと証拠が残ります。重要なものを書かない。だから議論するときに議論すれ

ばいいです。 

昨日は3点ほど意見を報告しました。1点目は、やはり日本像。日本自体のイメージは不明です。私

は最近一つの論文を書いています。「日本の成功と失敗」。日本の今までの成長した、歩んできた道、

どこが一番成功してどこが一番失敗しているか。それについて、いろいろな本を調べて考えています。

少なくとも日本は今まで戦後、さらに明治維新以降、1867年以降、少なくとも5つの成功を遂げました。

私は、この5つは日本を今まで支えてきた5本柱になっています。 

第 1の成功は技術立国。その技術によって産業が振興して、雇用が安定する。これが1点目の成

功。 

第 2の成功は教育立国。日本の教育は非常に均等化しました。これは明治維新以降の流れで、こ

れはアジアに対しても非常に有効な経験になる教育の成功です。 

3点目は文化の成功。伝統文化は日本において子どもまで、人の考えまで非常に浸透しています。

中国にはそういうことはありません。文化の成功、あるいは文化立国。 
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第 4の柱は、いまの福祉の成功。今の社会は絶対的とは言いませんが、相対的には均等になってい

ます。福祉の面では特にそうです。 

第 5の柱は市場の成功。ただしこの市場はアメリカ市場とヨーロッパ市場と違い日本独特な市場で

す。 

私はこの5本柱はいまの日本モデルになっていると思います。ただし日本も5つの失敗がございます。

この5つの失敗は、日本のいろいろな問題。この5つの失敗はなにかというとまず1つは農業。今の日本

の農業は完全に財政負担によって支えられ、しかも農家は非常に難しい立場に置かれています。 

2点目は金融の失敗。バブルとか、失われた20年とか、それも金融と非常に密接な関係があります。 

第 3の失敗は人口政策。いろいろありますね。4つ目は地域政策。5つ目は外交。 

この5つの失敗と5つの成功が日本の経験、日本のモデルです。日本像になるかどうか分かりません

が、これはやはり学者によって解明されなければなりません。これが本当の日本の姿。 

これが本当に正しいかどうかは個人の意見ですが。やはりうまく説明しないと学生には分からない。

50歳以上になる先生たちが、こういうことに対して考える責任を持たなければいけません。日本モデル、

日本像、要するにイメージは何でしょうか。それが分かるようになるために、これからどうするかというと、

研究の土台が非常に不足しています。研究者交流分野から見ますと、例えば人文関係は言葉や文

化、近現代史とか非常に盛んです。研究者の人数も多い。ただし、政治、経済、産業、技術面から見

れば、そのあたりは非常に難しくなっています。 

北京大学に「日本学」という年刊誌がございまして。私はその雑誌はほとんど刷るだけです。作って

も作らなくても意味はない。だから私は殆ど投稿しません。何故かと言うと、今までは殆ど原稿が集まら

ない状態。書いても読む人がいない。だから数だけのものです。逆に日本の現状を中国の研究者から

見れば、先ほど毛里先生がおっしゃったように学科はいま林立しています。そのような日本像を明らか

にする、さらに解明・分析するには土台が足りない。新しい土台つくりが必要です。ただし、この土台は、

日本では2つのレールがあります。一つは大学レール、もう一つがシンクタンク。この2カ所とも仕事をし

てきた経験があります。大学は大体、半分くらいが自己満足。シンクタンクは仕事のための仕事。新し

い仕事を受けるためにもう一つ追加します。そのような研究体制なら、私は社会のための日本研究に

はなれない。 

その意味では新しい土台が必要です。例えば沖村先生の力によって、幅を少しカバーして、少人数

で精鋭的なチームによって、社会に、国際的にも説明できる体制をつくる。実は1週間前に安倍総理

は国連の日本職員に挨拶しました。その挨拶は、国際的にきちんと説明できる日本の姿を出してくれ

と。だからこの職員たちはきちんと日本を説明することはできないです。安倍総理がこんなこと言っても、

たぶん自分に対して言っているのだと私は思うのです。これは先生たちの責任ですよ。2点目は土台つ

くりです。要するに多様なチャンネルがさらに必要です。 

さらに3点目は体制づくり。体制というのは、人とチームワーク、さらに財政的な支援。そういう意味で

は日本における中国研究、中国における日本研究は、いままでの蓄積をベースに、さらに一歩前進し

なければ社会に応えられません。完全に個人的な意見です。以上です。 

（毛里） 

あなたがまさに最後におっしゃったそのポイントは、今の中国における日本研究あるいは日本におけ

る中国研究の裏側でありますけれども、そういうのをもう一歩深めるというのが絶対に必要でしょう。日

中関係がこれだけ悪いということはね。そのためにこの会をやっているのです。 

先に進めていきたいと思うのですが。石川さん、何かありますか。 
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（石川） 

私は京都大学の人文科学研究所で中国の近現代史を研究しています。人文科学研究所で、最

近一つの試みを始めました。我々は中国のことを研究しているけれども、中国のいろいろな大学の学報

を30種類くらい毎月 1回、全部集めて読んでいます。僕らは普通、中国の中国学しか知りません。中

国でどんな論文が出ているか。学校全部でずらっと見てみると、いわゆる中国学のほかに、中国で行わ

れている西洋文学の論文もある。日本研究の論文もある。社会科学の論文もある。学報にはいろいろ

なものが載っていますから見ますが、感覚として、日本研究の論文というのは、分量的にも多くないで

すし、例えばアメリカ研究、ヨーロッパ研究のものと比べても、まさしく違いがないのです。 

僕らからすると、中国の日本研究であれば、もっと水準的にも量的にも多くていいはずだと思うので

すが、それが学報からはみえない。もちろん学報は、先生方が研究しているような専門的な学術誌では

ありませんから、水準のばらつきはあります。けれども、中国学の我々が期待する水準にいってないと言

っていいと思うんですね。私はそういうのを見聞きするとがっかりするのですけれども。 

もちろん一般の人々、あるいは政府に対するシンクタンクとしての日本研究、これは非常に現実的な

意味のある研究で大事だと思うのですけれども、その他にやっぱりお互いの国の尊敬を集めるための

研究というのが必要なのではないかと。中国の先生で言えば、中国の国民に日本の現実をよりわかり

やすく説明するための日本研究というものの他に、中国の先生が日本人に提示して、われわれ日本人

がこの研究は凄い、中国の日本研究はここまで来ているのか、というレベルの研究が欲しいと思うので

す。遠回りかもしれないですが、お互いの国の学術に対して尊敬を集めることに繋がるのではないかと

思っています。 

その意味で言えば、例えばジョン・ダワーの研究のような作品、ドナルド・キーンのような作品、ああい

うものが出ると我々は、アメリカの日本研究はここまでいっているのだ、我々よりもよく日本を理解してい

るような研究が出ていることを我々は大変尊敬するわけです。それと同じように、日本人をうならせる研

究が必要ではないか。私たちも研究をしていますけれども、ちょっと不遜な言い方ですが、中国の人に

わかってもらいたい、我々は中国を、中国の人以上に分かろうとして研究しているのだと、そういう意気

込みで研究しているものがありますから。翻ってみると、中国の研究、もちろんある程度の水準があるこ

とは認めますけれども、日本人をうならせる研究が欲しいし、それが長い目でみれば相互の尊敬を促進

する道ではないかと感じています。非常に雑駁ですが。 

（毛里） 

おっしゃるとおりですよね。来週、京都の同志社大学で現代中国学会があります。そこで現代中国

学会が計画しているのは、この日中関係が本当に悪い中で、日本の中国研究はどこへいく、というタイ

トルでやるというんですね。それぞれが日本における中国研究のある側面をすべて語れという要請がき

たわけです。私はそんなことはできないから、自分のことしか語れませんと、自分の中国学なら語れるか

ら、それでいいかと聞いたら「いいです」というので引き受けたのです。ところが結果が出てみると、来週

のためのレポートが出たんですけど、それを見るとそれぞれが日本の中国研究の、例えば文学研究で

はどうか、近代史ではどうかというのが出てきたのです。それで困ってしまって、いま一生懸命やり直しを

しているのですが。今日の議論みたいなことをまさに来週、京都でしようかと。やはり日本の中国研究も

一旦スタートラインに立って、もう一回考え直す必要あるのではないかと。つまり、いま石川さんが非常

にいいこと言いましたね。相手をうならせる研究をどうやったらできるか。それくらいの志を高く持った方

がいいわけです。だから中国における日本研究も、日本の社会科学者をうならせるような研究を、我々

としては待っているということですよね。それは1,000本の内、1本くらいしか出てこないですよ。みんなそ

んなに立派なのができるわけがないです。1,000本の内１本、あるいは10年に１本、出てくるだけでも相

当な意味があることですから。我々の中国研究も、それを目指したいということです。できるか、できない

か分からないですけれども。それくらいの志を高く持ってスタートラインに立ちましょうという。そういうこと
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で、今の石川先生のお話は前向きに受け止めながら、日中共々共通認識には至れると思うのですが、

その点ではシェアできる目標だと思います。それでは高橋さん、お願いいたします。 

（高橋郁夫） 

私の専門はマーケティング論、あるいは流通論を商学部で教えています。自己紹介も兼ねて、中国

との関係を何点か過去を振り返って申し上げたいと思います。 

最初に私自身が中国を訪れたのは、2004年ごろだったと思います。慶応大学の法学部に中国政

治学の山田辰雄先生がおりまして、この先生が中心となり慶応大学と清華大学で、3E（Economy, 

Energy、Environment）、要するに環境とエネルギーと経済の研究を日本政府のお金を使って共同研

究するという5年くらいのプロジェクトがございました。そのときに山田先生が責任者になっていた経済の

分野で、一つの仮説を持っていらしたようで、いわゆる中国の西部大開発にどんな研究で貢献ができ

るかというテーマがありました。四川省は中国で一番、豚の生産が多い所ということで、四川省で生産

された豚を上海や沿岸部に輸送することができるようになれば四川省の農家の人達がもっと豊かにな

るのではないかという当初ひとつの仮説がありました。その間の流通問題を研究しようと。私は中国とは

全くの無縁だったのですが、たまたま商学部で流通論という授業を持っていた関係で声がかかりまして、

3年ほど山田先生たちと四川省の豚の農家に行ったり、ハムの工場を視察したりして、その研究の成

果を清華大学で共同報告したりというのがありました。  

もう一つは国際交流基金のお金で運営されていると思うのですが、北京外国語大学に日本学研究

センターというのがございまして、中国全土から優秀な学生を集めて、半年か1年間は日本の大学に留

学させて人文科学と社会科学の修士を与えるというプログラムがあったのですが、その関係で私がいま

までに2、3人、中国のそのプログラムの学生を日本のマーケティングを研究したり、日本の流通を研究

したりという修士課程で中国の学生を受け入れたというご縁で2011年か2012年に私がサバティカルを

取った時に1カ月そちらに伺って授業をやらせていただくというご縁がありました。 

3番目が一昨年になりますが、私は専門がマーケティング論なので日本の JETROに頼まれて、上海

でクールジャパンのセミナーがありまして、いわゆるグローバルマーケティングの視点から、国境を越える

マーケティングの難しさに関してお話をさせてもらった経験がございました。その時、中国の実務家の方

がおっしゃったことに私はすごく感動したのです。その方は中国にアニメの文化を輸入する方で、例え

ば上海に行きますと、名探偵コナンの漫画・アニメがついているLAWSONというコンビニエンスストアが

ありまして、そのアニメの使用権を持っている会社の方が講演されたのです。ちょっと失礼に聞こえるか

もしれないですが、日本人の一般的なイメージからしますと、そういうアニメの商標とか、キャラクターとか

を中国のビジネスの人たちが無断で勝手に使用しているケースがいっぱいあると思うのですね。一般の

日本の国民は非常にけしからんと、中国政府はそれを黙認しているのではないかという人がいっぱいい

ると思うのですが、実はアニメの権利を獲得している会社の社長さんは、正規に日本のアニメ、例えば

エヴァンゲリオンとかコナンとか有名なアニメの使用権を日本のプロダクションと正規に契約してライセン

スを取って使用している。でも、それを勝手に使用する中国の小さい、潜っている業者は勝手に使いま

すよね。その人を訴えるために200件以上の裁判を行って、そういうものを撲滅しようとしているという話

を一生懸命されました。そこで私は自分がすごく無知だったということに気づきまして。日本人は常に被

害者で、それを取り締まらない中国の政府がいけないという風に思っていたのですけれど、逆に民間の

力で正規にそれを使って、中国の人がそれを抑えようとしている。だから、むしろ正規に取り引きするこ

とを促進していけば、そういう無断使用がなくなっていくので、政府に抗議をするのではなくて、民間ベ

ースで問題が解決できるということを日本人はあまりにも知らないのではないかと、その時に思ったという

のが一つの例です。 

中国の方との関係で言うと、最後が、大学院で中国の留学生を今までたくさん教えてきました。今、

博士課程の大学院生が一人いまして、もうすぐ博士論文を出して卒業してもらわないといけないので
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すが、その学生がアパレルに関心があるのです。彼が研究テーマを選ぶときに、日本のアパレル産業を

研究したいと言ってきたのです。私はその時に考えたことがありまして、日本のアパレル産業の研究はし

ない方がいいと思いました。というのは、日本のことを調べてやったとしても、日本人の研究者の上にい

くことは多分あまりできないということが一つ、もう一つはマーケティングやビジネス研究というのは非常に

普遍的な理論とかディシプリンを確認するということが研究の目的になっていますので、ある意味、国境

がないわけです。国境がない理論を構築していくという意味で、日本的な特殊性というものを調べたと

しても世界ではなかなか評価されないという部分があります。一時は日本的経営というのはもてはやさ

れたことはあったのですが、今はむしろ日本的経営よりも、中国のビジネスとかに欧米の研究者は凄く

関心を持っています。日本の研究者はビジネスに関して言うと、先ほど中国では日本研究というものは

周辺的だとのお話がありましたが、これは中国だけではなくて欧米に行っても日本の研究というのは、ビ

ジネスの面で言うと非常に周辺的です。恥ずかしながら、欧米の学会に行っても、中国の方、香港の

方、台湾の方、韓国の方、たくさん研究者がいるのですけれど、日本の研究者にお目にかかることは

本当に例外的だと思います。 

そんなことを考えると、普遍的な理論を研究する我々にとって、その中で出てきた特殊性が価値を

持つというのは、学問というよりビジネスの面での評価、活用ができるかどうかという話しになってくると、

むしろ中国の特殊性の方が、日本の特殊性よりも欧米の研究者に評価されやすいということもあった

ので、中国のアパレルを研究したらどうだと言いました。 

もう一つの理由は、パテント、特許の話に似ているのですが、アパレルといいますと、例えばユニクロと

か、そういうイメージが日本の会社だとあると思うのですが。中国はひと時、中国のアパレル専門店も、

欧米のGAPだとかH&Mや日本のユニクロとかの下請け企業になっていたと思うのですが、そういう中で、

これも単純な日本人のイメージとして、中国というのはいつまでも生産基地になっているのでなはく、多

分、独自のイノベーションというものが起きているのではないかと。むしろ中国というのは、欧米のものを

ただ作っているだけというようにみんなが思っている中で、実はそうではないのだと。独自のイノベーショ

ンがたくさん起きているということを明らかにしたほうが、欧米に対する発信力があるのではないか。そう

いうアドバイスがあって、博士課程の学生は中国のアパレル専門店チェーンの研究をしていただいてい

ます。 

いずれにしても研究が、日本のビジネス研究、これが周辺化しているのは中国だけではなく欧米に

対してもっと日本の研究者はもっと発信していかないといけないというのが、いまの私の率直な気持ち

です。 

（毛里） 

それは日本経験自体のせいですか？それとも日本研究のせいですか？ 

（高橋郁夫） 

それは日本研究というか、一つはビジネスの研究というのは国境を越えて理論が構築されていきます

から、例えば消費者行動とかマーケティングの理論が、アメリカの理論とか、日本の理論というものが、

そもそもなくなるようなものが素晴らしい理論と考えるというのがあると思うのです。それと研究者のマー

ケットということもあると思うのですが、例えばビジネスの分野で、中国の大学の先生たち、ビジネススク

ールの先生たち、これは台湾も韓国もそうかもしれませんけれども、欧米の査読付きのジャーナルに審

査員がついている論文集に、何本も論文が載らないと就職できないとか教授になれないとか、非常に

Competit ionが激しい世界がアジアの中でも始まっているのですけれど、日本はまだそこまでたどり着い

ていないので、その大学の紀要に論文を出すとか、昇進審査のときに学内のどこかに書いたものを出

せば昇進できるという国際的な競争にあまりさらされていないというのもたぶん海外に研究を発信しない、

残念な理由ではないかなという風に思っています。 
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（毛里） 

要するに、今のお話は中国の日本研究の周辺化と日本の中国研究の周辺化と、事態が非常にだ

ぶっているのですよね。別のレベルですけれども、日本にも問題の共通するところがある。例えば中国

研究のディシプリンの、例えばJournal of  Comparat ive Studiesとか、ああいうところに論文が入らないの

ですよ、中国関係とかは。それは全部チャイナ・クオータリーに入ってしまう。そして要するにディシプリン

のジャーナルには中国関係のそれは1,000本の内の1本しかない。ところがAsian Journal Portalでは

100本の内 90何本です。そういう状況で日本の中国研究はかなり周辺化しているという状況が明らか

に見えて、今の中国の日本研究の話を伺っていて、全然他人事じゃないということを感じるので、どうし

たらいいのだろうということですよね。別の考え方をしたほうが、もう少し前向きかなと思ったのは、中国の

日本研究のメリットですよね。世界に誇れるものがあるかもしれない。これは必ずあるはずなのです。ある

いは、どの点が非常に有利なのか、中国が日本を研究する場合、どの点がきわめて有利かという、そう

いうところで周辺化とはいかないような形での日本研究のメリットみたいなものがどうお考えになっている

か。あるいはそれをどう伸ばしていったらいいか。これを逆に考えたら、今度は日本の中国研究は、どこ

を自慢できるだろう。いま一生懸命考えているのです、自慢できるところはどこか。それで人々は、日本

の中国研究には理論がないと馬鹿にするわけですよね。確かにそうなのだけど、その理論のなさが逆に

実証研究というか、むしろ現実を追うところではかなりのところいい線いくのです。アメリカの理論研究の

モデルを作って出てくる中国社会像と、日本の研究者が中国に行って調査して、理論はないのだけれ

ども、経験的に分かること。経験によって学習されたことをモデルに作っていった学説的なもののほうが、

結局、中国の現実をよくつかんでいるところがあるので、日本の研究それ自体が全て周辺化されてデメ

リットばかりではないという。 

だから日中双方共に現実に立脚しながら、どうやったらいい点をアピールできるか、あるいは伸ばし

ていけるか、あるいは果たして全然ないのだろうか。例えば漱石の研究というと、中国の若い人がたくさ

んやっている。中国人は夏目漱石が大好きだから、いい論文がたくさん出ている。でもこれは世界には

知られないわけです。日本でもほとんど知られていない。日本における漱石研究よりもいいかもしれない。

ですから、そういういいところを探し当てて、それを伸ばしていくというようなことを考えた方がいいわけで

す。かなりのところで消耗なのですよね。元気が出なくなる話が多いので、もう少し元気が出る話をする

には、どうしたらいいか、というので、高橋五郎先生にお願いしたいのですが。 

（高橋五郎） 

実は中国側の先生方にお尋ねしたかったことがあるのです。私は農業経済にずっと関心を持ってい

まして。中国農業の伝統は、なぜこうも続くのだろうか。長い間伝統があるわけですね。もちろん技術革

新もありますし、新しい品種改良もできているし、新しい機械化も進んでいますけれども、かなりの部分

が伝統によって支配されている。これはなぜなのか、ということがあったので、日本人が昔、清末、民国

時代に調査した社会調査資料があるのです。興亜院、満鉄、東亜同文書院、さらには民間の団体な

ど、たくさんあるわけです。これは膨大な資料でして、その中からいくつか読んでみると、今の伝統はどこ

にあるかということを考えて見ると、かなり答えがあるところもあったのです。古い話、100年前の話ですか

らね。こういうことから始めまして、そうしたら中国では、民国、清末時代の日本の行った社会調査資料

の収集をされていますよね。それを既に何件かは翻訳して中国語化してまとめておられる。 

さらに教育部だったか、と国家図書館が共同で2012、2013年ごろから当時の社会調査資料をとに

かく集めていこうと。どんどん集めて分析していこうという動きがあるというところまで到達したのです。そう

いうことを知る機会があったわけです。これは確かに中国の方々から見ると歴史のあまり明るくない面に

焦点をあてて、日本が侵略、あるいは進出しているときに行った調査ですからあまり現代中国とはそん

なに関係ないかもしれませんけれど、しかし読み進めていくと相当程度、関係するものがあってですね、
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だから中国の方々が関心を持って資料を収集し、研究し、中文翻訳になってきているのではないかと

思うのです。 

ここのところを中国の先生方はどう評価されているのか。いままでの議論を、もう少し遡及して、日本

が蓄積してきたそういう資料を読み直すとか、見直すとか、そういうことを通じて日本研究を、あるいは

日本についての歴史的な、さまざまな分野で振り返っていくということはできないのかどうか、実は疑問

を持っているのです。いつ聞こうかと思っていたのですが、宋先生はいかがでしょうか。当然ご存知だと

思うのですが。農業に限らず。私は農業の問題から入って、農産物をどう売るかとか市場の問題です

ね。それから貿易の問題、値段をどうつけるかの問題もあります。さまざまな問題が農業にはあり、たい

へん膨大なる日本研究というか、過去を振り返っていくのか、あるいは過去を相対化するのか分かりま

せんけれども。いま中国ではそういう部分についての処方が見えているように思えるのです。それについ

てはどのようにご覧になっているか。それをお聞きしたいのです。 

（宋 ） 

いまの高橋さんの話ですけれど。今年、第二次世界大戦が終わって70周年になりまして、中国では

高橋五郎先生がおっしゃるようなたくさんの戦前の資料が、発掘され公開、出版となっています。たぶ

ん今年のそのように公開して出版する分量は、これまでの70年を重ねた分量より多いかもしれない。例

えば満鉄調査資料とか。関東軍の資料とか、そういう資料もその中に入っています。相当の量を公開

し、出版する予定です。そういう資料は日中関係史の研究だけでなく、中国の現状、中国の研究、ま

た日本の研究、各方面にたいへん重要な価値があるので、そういうような資料の発掘について日本で

もいろいろ報道されましたが、例えば政治的意図があるかどうかとか、でも我々は研究資料として大変

価値があるので、その資料の交換によって、これからの日中関係史の研究、特に近代史ですね、例え

ば、長春の関東軍の資料とか大事な資料が結構入っているので。そういうのは日中関係史研究を促

進すると思います。それについては波多野先生もたぶん関わっていらっしゃると思います。 

（歩 ） 

波多野先生も。アジア歴史資料センターですよね。前任の平野先生ともよく交流しました。日本の

明治以来の、近代の資料をアジア資料センターで公開して皆自由に利用されますね。中国国内では

20年前の国内の学者ですね、いろんな意見がありますね。中国の資料の公開のいろんな問題がありま

す。特に公文書館、档案館ですね。いろいろな制限がありますから。学者の間でいろいろな意見があり

ます。近頃、だいたい10年間くらい、一つはたくさんの公文書館、中央档案館と地方の南京の档案館、

取りあえず資料のデジタル化されているのです。全国的にデジタル化を行い順番に公開されます。 

もう一つは、歴史的な資料ですね、いまは档案館だけではなく、各図書館で歴史資料はたくさん保

存していたのです。しかし全部、本も雑誌も古くなりました。読者が自由に利用するのは難しいです。で

すから最近、新しいプロジェクトを立ち上げました。私の意見ですが、日本のアジア資料センターのよう

な、中国の一番大きい資料館を作りたいと思っています。2か月前にだいたい決まりました。国家図書

館を中心とする、各地区の図書館全部集めて大きい資料庫を作ります。 

（宋 ） 

中国資料センターですね。 

（毛里） 

これはバーチャルではなく？外国人も入れるのですね。 
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（歩 ） 

今、作っていますね。これからです。デジタル公開ですね。もちろん外国人も閲覧できます。 

（毛里） 

いい時代になりますね。 

（胡 ） 

加茂先生がおっしゃった、中日関係研究の変化という印象ですが、確かにありますよね。けれど、先

ほど楊先生がおっしゃったように、もちろん中日関係、中国の学会で主流になれない。それは当たり前

のことなのですが、けれども毛里先生が、中日関係のメリットがどこにあるのかということをおっしゃってい

まして、それを考えれば、中国では皆さんご存じの馬立誠先生、人民大学の時殷弘先生ですね、その

二人が中日関係の「新思維」といういい意見を出しまして、大きな議論が起こりました。批判されていま

すけれども、彼らは、日中関係の専門的な研究家ではないからこそ、このような考えを出せたというのは

あります。それがメリットかどうかは別なのですけれども。中日関係はどうなるか。新しい考えを出せなけ

れば、中日関係は順調に進められないということが彼らの考えですね。もちろん私の考えとしても、そこ

にはいいところがあるのです。それは加茂先生のご意見に応じて自分の考えもありますけれども。 

もう一つですね。日本には華人教授会がありますよね。10数年以上存在してきたんですよね。 

日本に十数年、二十年以上滞在して、大学教授になった先生方が何人か集まったという組織なの

ですよね。彼らは中国に対しても、日本に対しても、一番、理解の深い学者だろうと思います。もし我々

の中日関係の研究で、このような華人教授会とも一緒に研究すれば、それは一つメリットになれるので

はないかと考えられます。実は復旦大学日本研究センターでは、一昨年前から中日関係を研究して

いる在日中国人の学者を招いて上海で中日関係に関するシンポジウムを開催すればいいと思ってい

たのですが、できなくなったのです。彼らはあまり上海で言いたくないと。何を言うべきなのか。日本の悪

いことを言えば、日本に戻るとクビになるのか、という。  

（沖村） 

華人教授会には日本の大学の先生方、100人くらいいらっしゃるんですよ。高橋五郎先生の愛知

大学にいらっしゃる李春利さんが会長です。その前は朱建栄さんが最初の会長。先週のシンポジウム

で何のテーマをやったかというと、イノベーションでした。中国のイノベーションをどうするか。東大の吉川

弘之先生が基調講演をしました。 

（胡 ） 

昨年くらいから、このような方と一緒に中日関係を研究すれば、メリットになるのではないかと考えて

います。 

（毛里） 

いまおっしゃったことは、中国の日本研究についてと？  

（沖村） 

中国の日本研究とか、日本の中国研究とかというのではなくて、技術関係の先生も多いですし、い

ろいろな日本の学問分野、経済とか科学技術とか、いろいろなところの先生が集まっている団体です

ね。 
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（毛里） 

では波多野さん、どうぞご意見自由におっしゃってください。 

（波多野） 

まず私はここにも何人か、中国側の先生方にもよく知られているようですが、アジア資料歴史センタ

ーにおります。ここは明治から1945年までの、日本の軍事、外交、そして内政に関する歴史公文書と

いいますけれども、大体 8割方、デジタルで公開しております。恐らくアジアと日本の関係についての、

日本が所蔵する公的資料の8割と申しましたが、もう少し高い割合でデジタル化を済ませて、そして公

開できるようになっていると思います。 

資料そのものが日本語でありますので、従って日本語が理解できないとそれを直接読んだりはでき

ないのですが、日本語ができれば、ある程度、日本に来なくても日本の外交、軍事、政治に関する資

料が閲覧できるという仕組みです。 

これは確かに日本研究者にはかなり利用されておりまして、よく知られるようになってきました。先日も

安倍政権の70年談話、懇談会というものがありましたが、21世紀構想懇談会という、安倍政権の下の

70年談話の具体的な事業を提案したのが8月であります。その70年談話 21世紀構想懇談会が提言

をいくつか具体的にしたのですが、その一つがアジア歴史資料センターの充実ということでありました。

安倍政権にしては、なかなか前向きな提案を歴史問題にしたのだという風に思うのですけれども。 

具体的には、いままでアジ歴が公開してきたのは、防衛研究所の戦史研究センター、そして国立公

文書館、外交資料館の3つの機関に限られていたのですけれども、それ以外の機関にも拡げるという

のが一つであります。横に拡げる。 

もう一つは縦に伸ばすということでありまして、戦後の日本とアジアに関係する資料を公開していくと

いう提言でありました。それに向けて今、準備をしているのでありますが、資料のデジタル化を推進する

という意味では、日中とも後押し、追い風が吹いているという感じはするわけであります。 

それを前置きにしまして、今日のお話を聞いておりましていくつか気付いたことをお話ししてみたいと

思います。まず質問したいことがございまして。以前から考えていたことなのですが、私の大学院でもそ

うなのですが、日本にいて、日本で博士学位をとって、日本に残って日中関係の研究とか中国研究を

やると、そういうことを希望する学生も多くなってきているのですが、そういう日本に残って中国研究、あ

るいは中日関係を研究する、そして研究成果を出すと。そういう研究成果を中国側でどのように評価さ

れているのかということが一つです。 

それと関連するのですが、2010年以降、私は日中関係史の研究をある程度やっているのですが、

2010年以降、社会科学院で抗日戦争研究がありますね。抗日戦争研究に日本人の論文をたくさん

載せるようになったのです。特に日中歴史共同研究のあと、抗日戦争研究が、これは高士華先生が

今の編集担当です。彼のもとで日本人の論文がたくさん、日中関係、あるいは日中戦争に関する論

文ですが、それがどのように中国側では受け止められているのかということです。その評判というか、その

ことをご存知であれば伺ってみたいということです。少なくとも2010年以降、20本ぐらいの日本人が書い

た論文が載っているはずです。 

（宋 ） 

抗日戦争学会の機関誌でもあるので歩平先生が会長であられるので。歩平先生、いかがですが？ 

（歩 ） 

難しいですね、実は。両方ですね。上のほうは、両方。中日抗日戦争学会と中国近代史研究所の

両方を指導しています。私は日中共同研究が終わった、その時はぜひ両方の学者、共同研究につい
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ての評論、考え方、同時に発表したいと思います。中国側は5、6人の文章と、日本側は波多野先生

の文章を含めて5、6人を発表しました。そのあと編集長が高士華さんに変わります。高士華はもともと

日本で14年間やっていたのですから編集長になりましたら、日本側の文章で続けて発表しています。

今の状況については、国内の今の評価は両方の意見があります。一つは、日本側の反対の意見も出

て、理解されました。もう一つは貴重な雑誌に外国人の募集を発表したら中国人の発表の範囲が狭く

なりますね。両方の意見があります。 

（波多野） 

分かりました。そういうことを踏まえまして、先ほど毛里先生がおっしゃったように、日本における中国

研究と中国における日本研究のマイナス面ばかりだけでなく、どういうメリットを見つけたらいいかという

問題提起がありましたけれども、私が比較的専門にしている日中戦争、抗日戦争で言えば、これは相

互に補い合うことが十分可能だと思います。特に日中戦争時期は資料が比較的日本側に残っている

ものが多いということがありまして、日本側の残っている資料なりを、先ほど満鉄の資料の話も出ました

けれど、そういったものを活用しながら、日本側がむしろ例えば日中戦争期で日本が残した負の遺産

のような研究は日本側がリードしている面もあるのです。中国側がそれを活用して、さらに研究を発展さ

せるという面が結構ありまして、ある現象を日本側から見る、そして中国側から見るということがやはり非

常に、両方の研究の発展に大きく貢献していくものだと思うのです。そのようなことを今のところ考えた

次第です。 

（高橋五郎） 

ちょっと宜しいですか。メリットはたくさんあると思うのです。専門に即して言いますと、章先生がおっし

ゃったように中国は福祉問題なんか壁に当たっていると思うのです。高齢化がどんどん進んでいますし。

2020年になると恐らく日本以上に高齢化率が高まって、しかし独居老人問題について何ら手を打って

いないですね。さらには介護、農村医療、殆ど手を打っていないです。私は農村に行っているから分か

るのですが、これは日本の30年間、もっとも手を尽くして対策を施してきた制度なのです。これは中国

の人に学んでほしいと思います。 

第 2点目は出稼ぎ対策です、農民工問題。農民工が2億 5千万人と言われていますが、日本は

1960年以降、規模は違いますが同じような問題に直面して、そして対策を講じて、そして工業化を進

めて。中国の人がよく言うのですけれど、日本の農村に行くと都会なのか農村なのかよく分からないと

言うのです。それだけ都市化は中国の人にとっても、あるいは農村の暮らしやすい環境を作る上でも、

日本の経験がたぶん役立ちます。 

一方でヨーロッパの都市化。これが中国の役に立つかというと、役に立つ面もあるでしょうが、例えば

ドイツやイギリスに行くと農地と居住地が完全に分かれていて、そして規模が大きいですから、そこで農

民が共同経営して、EUの共通農業政策に基づいて手厚く保護して農業を支えている。これはなかな

か中国ではそうはいきません。そうすると、日本の長い経験と政策と農協と、いろんな要素があって、中

国に役立つことがあると思うんです。こういうことについてもっと勉強してほしい。 

そして今、習近平政権が進めている農村の都市化。これも非常に大きな問題をはらんでいると思い

ます。日本の経験をもっともっと学ぶべきだと思います。私の専門分野からみても、大変多くの勉強を

してほしい、あるいは共同で研究できるところがたくさんあるように思うのです。ところが現状はどうかとい

うと、何か日本の研究をすると肩身が狭いかのような印象を持っているのではないかと思っています。肩

身の狭さをどうやって払拭するか。そこのところを議論してほしいと思います。 

我々が中国へ行って農業を研究する。そうすると皆さん歓迎してくれます。中国から学んでくれと。

先ほど申し上げたのは、農業はそんなに国の差はないと思うのです。農民の生活にしろ。お互い学び

あい。そういうところから日本に来て、農村に行って研究して欲しいです。ところが日本の農村に行って
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調査する人はほとんどいません。残念ながら。ところが中国の経済学者が日本の農村へ行って、泥ま

みれで調査する人はほとんどいない。それが不思議でしょうがない。楊先生がおっしゃるようにメリットは

たくさんあると思うのです。そこをやって欲しい。 

（加茂） 

高橋先生が質問された、日本の中の医療の問題だったり、都市開発だったり、エコツーリストであっ

たり、いろいろな新しい日本の社会の問題、そういうものを研究する研究者というのは、中国の場合は

日本研究者なのですか。それとも例えば、看護・医療の問題だったら、看護・医療に関する研究者が

日本のものを研究しているとか、日本研究者がそれを研究するのか。発表する論文の媒体で違うような

気がするんですが、日本研究者の場合は日本研究の媒体でしか出していなくて、例えば都市開発の

研究者だったら、日本の都市開発の問題を、都市開発の方の論文媒体で出します。どちらが多いの

ですか。 

（宋 ） 

両方ともあります。雑誌の話も出ましたが、中国では雑誌、そんなに簡単には新しい学術雑誌は作

られないので、現状の雑誌にランクづけられています。1級、2級など。さっきのちょっと暗い話なのです

けれども日本は特別です。論文はなかなか1級の雑誌には載せないです。例えば大学の教授昇進な

どする場合は、必ず1級の論文を出さなければならない。アメリカ研究なら出せるかもしらないけれど、日

本研究の論文はほとんど出せない。それが現状です。 

（加茂） 

そうすると中国で日本のことに関する研究の実態を把握するためには、この日本学の学術会の雑誌

だけでなく？ 

（宋 ） 

そうですね。 

（毛里） 

雑誌はアメリカ型なのでしょうか。1級 2級 3級とは誰が分けているのですか？ 

（宋 ） 

教育部です。 

（胡 ） 

南京大学。もちろん教育部の指示で南京大学がやっています。毎年調整します。引用率とか、SNS

とか。 

（楊偉） 

日本研究者はアメリカの研究者より少ないので、自分の文章を生かして引用する人は少ないのです。

引用率が下がってしまう。だから避けるのです。 

（毛里） 

例えば楊偉とか、何か話したいことがあれば。 
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（楊偉） 

先ほどから周辺化ということが議論されるのですが、実は昨日の私の発表の中に出てきた周辺化と

いう言葉がきっかけになったのではないかなと思います。真っ先に明るいところを見ていこうかなと。実は

周辺化と言いますと。本当に周辺化というのは何ですかと言うと、韓国の研究とか、ベトナム研究とか、

そういう欧米以外のところで日本研究はメインの位置にいるようにも思われるのですね。ですから完全に

悲観してはいけないと思うのです。まだまだ、文句を言える立場にあるので、他の研究領域では文句も

言えなくて黙るしかないのですけれど。 

実はちょっと見比べたのですが、研究者の人数ですね。確か去年、新しく統計した数ではないかなと

思います。だから実際、いまの統計した数よりも、日本研究者の数がもっと多いはずです。特に2009年

以降、日本研究者が膨張しました。なぜかというと、日本で卒業して帰国者が増えました。そして日本

のドクターコースというのは、外国人に対して割に優遇されている。日本人より厳しくないので日本でド

クターを取る人が増えたとも聞いているのです。それで中国に戻って日本教育や日本研究の仕事をし

ているのです。そういう人も含めて、いま人数はもっと増えていると思います。 

研究者というと国によって研究者の定義、位置付けも違うのです。日本研究者というのも昇進したい

場合は論文を何本も書いている。お金を出して、大学の紀要に掲載させてもらうとか、さっき石川先生

のおっしゃったような期待に応えられる論文は掲載していない部分も結構あったのですが、そういう人た

ちは研究者であるかどうか、掲載ベースで数を出すと人数もだいぶ違ってくるということです。だから１万

人にならずとも少なくとも何千人ぐらい残っていると思うのです。 

実は、われわれは日本学という名前をなぜ出したかというと、中国では米国学とか欧州学とか、そう

いう名前を出した研究機関がたくさんあるのです。つまり昔の個別毎に分けて研究するよりも、ある国、

あるエリア全体像に迫ろうとしている、そういう姿勢が見られるのです。しかし国別のディシプリンにこだ

わると、全体像がはっきり見えないし、いろいろ束縛されて、やはり全体像を捉えるのが現実問題にも

絡んでくるのです。でも中国と日本は近いこともありまして、けっこうずれてくるのです。中国はイデオロギ

ーとか、現実に縛られる部分が、日本より酷いと思われます。だからまず日本学という名前をつけるかと

いうと、やっぱりサイエンスとしての日本研究を確立しようと、目指してそういう名前を出したわけです。

つまり、簡単にイデオロギーに動かされる日本研究ではなく、科学としての、サイエンスとしての日本研

究をしようという、そういうことを目指して日本学を打ち立てたのです。もちろんそういうすう勢を追いかけ

てそういう名前を勝手につける人もいるのですけれど、そういう名前をつける狙いはそこにあると思うので

す。 

それと関連して、先ほど、加茂先生が、外からの、日本研究界からの侵入者のことを触れたのです

けれども、つまりインタビューに出た場合ですね、それは日本研究者ではないのです。国際関係研究

者とか。皆さまご存じのようにインタビューに出る場合は、大衆の前に自分の顔を出すことですね。知名

度も高くなるのですが、その代わりにリスクも高くなってしまうのです。「日本研究者」と書くとレッテルを

貼られるのです。つまり日本贔屓に思われるのです。「僕は国際関係研究者」とすると、逃げ道がある

のです。つまり自分はヨーロッパのことも見ているし、日本ことも見ているのでニュートラルな立場で日本

を研究しているのです、と言える。 

そういう目的があって、わざわざ自分は日本研究者を否定して国際関係研究者という場合もあるの

です。もちろん違う場合もありますが。でも外からの侵入者というのが、隠れ日本研究者なのか、でもそ

ういう人たちはもしかしたら本当に日本研究者かもしれないのです。 

毛里先生の本を読んで感づいたのですけれど、なぜ中国人は、本当は近代主義者ですけれども、

急にまた伝統主義者に転向したのか、不思議に思われたという文章を拝読したことがあるのですけれ

ども、日本は転向とか政治があるのですけれども。実は中国人もケースバイケースで場合によっては簡

単に転向してしまう場合があるのです。だからこの場合は国際関係研究者と言うのですけれど、違う場

合には日本研究者と言うかもしれません。だからはっきり分けていう場合ではないと思います。それで単
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にそれで切ってしまうのは危ないと思います。仮に外から侵入者が入ってくるとすると、それなりのメリット

とデメリットがあるのです。デメリットと言いますと、日本研究者ではないから、民衆的なナショナリズムに

乗じて発言する場合もありますし、結局、日本研究者よりある意味日本側からちょっと抜け出して、

我々よりも日本のことをはっきりみえることもあるのです。いつもテレビとかで顔を出す人は知名度が高い

ので、民衆の注意を集めることにつながるのです。悪い意味でも、いい意味でも、日本に対する関心を

集めるのに一役買ったと思います。 

例えばそういう人たちは、日本にいい発言をしたりしますとどんどんと広がっていくのです。例えば中

央テレビ局の白岩松とかですね、『白岩松看日本』のような本を出したらすごく日本に対する好感度が

高くなるのです。われわれは日本研究者と言うと「君、また日本で何かいいものをもらってきたんじゃな

いの？」と言われるのです。切りがないのでやめておくのですけれども。 

つまりそういうことも含めて、受けてみてメリットとデメリットを両方見ておかなければならないと思います。

それに関連して、また毛里先生もやはり日本研究をする場合、メリットとデメリットはどこにあるか、それは

問わなければならないのです。つまり中国人研究者の主体性です。 

僕はいろいろな日本研究者とつき合ってきました。日本文学者とか日本研究者とかつきあってきて

一緒にシンポジウムをやって、パネルディスカッションも何回も一緒に出て、自由に発言して。結局、僕

が気づいたのは、日本の日本研究者よりも日本における中国研究者の方からもらったヒントのほうが多

かったと思います。なぜかと言いますと、日本における日本研究者から発言を聞くと、細かいところに行

ってしまうのですね。ただここだけに目を向けてしまいます。中国の日本研究者の発言を聞くと、研究

姿勢とか、研究の態度とか、研究の方法論に気づくのです。もっと大きなところからたくさんヒントをもらう

ことができるのです。例えば、いつも日本学の全体像を論ずるために、学生的じゃないとならないと。僕

もいろいろ気がついたのですけれど、章先生ですね、日本は普遍的じゃないから、でも経済だったらも

ちろん世界の普遍的な規則とかを求めるのは確かです。でも文化とか文学は違っていて、もしかしたら

普遍性よりも可変性を帯びているユニークなところ、特殊性に目を向けないとならないのです。だから、

世界はだんだん消費世界になっていきますので、普遍的なものを求めてしまうのですが、われわれ文学

者にとっては、周辺ですから、廃れる一方、メリットもでてきたのです。なぜかと言うと、周辺化されるのは

あまり上から注目されないのですね。かえって自分の好きなこと、学問の世界に入っていけるのです。

最初は日本にすごく期待して、日本の経済理論を求めて、どんどん中国の市場に応えられる理論作り

をしてほしいと求められ、それも経由したのです。だから確かに80年代、90年代に研究者はすごく日本

経済をやっていたのですよね。 

でも、最初に石川先生がおっしゃたように、日本文化とかをちょっと軽んじてきたのです。でもだんだ

ん付き合っているうちに、「えっ、こんなに」と見下したものの中に、特殊性があって、すごく素敵なものが

あって、だんだん日本文化の綺麗なところに最近、気づくようになったのです。だからそういう経済の研

究の成果は割と低落していますが、ディシプリンの、特に文化のほうでいろいろ研究成果が出ている。

だから、こういう両方が1つのつながりを持っていると思います。 

ただ、そういう行動に関連して、我々中国の日本研究者はどうすればいいかと言いますと、最近いろ

いろ苛立ちと焦燥感の中にあっても、日本における中国研究者のほうから、いっぱい学びましょうよとい

う、みんなそう思うようになったのです。 

まず切り口としては、溝口雄三先生の『方法論としての中国』それから中国の五・四運動期の新文

学に対する日本の視点、日本側の解釈です。それをきっかけにして、中国の昔の文学論とかの再構

築、脱構築ということにつながっていきたいのです。確かに、いまの日本における中国研究がどういう段

階に留まっているかというと、中国の感情を移入している研究家のものを喜んで取り入れるのです。な

ぜかと言うと、全体の背景もあるし、つまり中国が好きだから、多少中国の研究と方向性がずれても、

中国が友好的な態度を持っているという前提の中で、わりと出版しやすいのです。だから難点も寛容し

てしまう。 
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また中国の中で溝口先生のような研究者の主体性とか問われる姿勢、問題意識を中国も抱えてい

ますから、ヒントをもらってそのままずらしてやろうかなということになっていたのです。例えば、溝口先生

の8つの本を翻訳しました。いまは溝口先生のブームが終わるわけじゃないが、終わったらご在席の先

生方の中国研究の成果を中国に取り入れればいいのではないかと思います。 

例えば、感情的部分を捨てて、客観的に距離を置いて、中国研究者が中国のことをどういうふうに

見ているか。中国はまだ感情的部分があって、日本研究を避けられているのですけれども、楽観的か

もしれないですが、いずれそういう時期は過ぎてしまうんです。そうすると、もっとご在席の先生も中国研

究の成果を頼る時も出てくるのではないかと思います。もし我々がそういうことを計画、実施したい場合

は、ぜひ JSTに資金的助成をお願いしたいと思います。なぜかと言うと、確かにこういう本はそんなに売

れないんです。でも我々はそういうことをやりたいのです。 

（毛里） 

要するに日本における中国研究の、それなりの客観的成果に、中国における日本研究も学べるの

ではないだろうかという話ですよね。それはおっしゃる通りだと思います。もう少しだけ補足をすると、あな

たがた日本学の狙いが実はいろんなところにあるのだという話も分かりました。日本でも文部科学省の

軍門に下らないと、我々、なかなかうまくいかないのです。軍門に降ってCOEというのをやった時、我々

は「アジア学」というのを立てたのです。「アジア学の新しい地平を開く」というかっこいい題をつけて、こ

れならどうかな、という感じでやったのですが、そうしたら審査員が、どうしてヨーロッパ学はないのにアジ

ア学だけあるのだと。おっしゃるとおり！そこをぐっとつかれまして、答えるのに非常に苦労しました。でも

何とか答えきってアジア学という普遍性は成り立ちうるという話をいろいろしてやったのですが、状況は、

中国と日本は、我々のおかれている立場に似ていると思いながら聞いていました。それ以外の皆さんで、

今までのお話で手を挙げてお話したいという方はいらっしゃるでしょうか。 

（林 ） 

石川先生のさっきの、中国の大学の学術誌の話についてお伺いしたいと思います。まず中国の大

学学報の研究について、フィードバックについては尊敬の意を表したいと思います。大学の学報という

のは、ご存知のように主に中国の大学の先生が投稿しているものなのです。結論的には日本研究の

内容が少ないという話があったのですが、中国の違うところは、大学の学報の中には日本研究は少な

いものの、日本研究学術誌というジャンルがあり、そこには集中的に日本研究の論文を載せています。

中国の日本研究の学術誌の中に、カテゴリーがたくさんありまして17種類もあるのです。社会とか経済

とか。さっきの話の中で、欧米とかの話が出たのですが、中国におけるアメリカの研究という雑誌もある

が2種類しかない。逆に分野が狭いのです。問題は中国の国の対外戦略というのは順番がありまして、

もともとはアメリカが第 1位、米、日、欧です。現在は、日本はさらに地位が下がりまして、米・欧・日にな

っているのも問題ですね。しかし現実なのです。 

昨日も中国の研究には問題がたくさんあると指摘されたのですが、それはもちろんそうだと思います。

ただ、同時に、量的にも、研究者の数、研究者質や論文そのものの質も上がっていることも事実ですし、

昔のような一方的な主観的な考え方ではなくて、最近はかなり客観的に中国でも研究を行うようになっ

たことも評価できると思うのです。 

先ほど日本研究、あるいは中国の日本研究というメリットはどこにあるかというのがありまして、このよう

な研究会を通して、1つは成果をきっちり出さないといけないと、もう1つは学術的な方向性を示さないと

いけないと考えておりまして、3点目というのは、国に対してシンクタンク機能、あるいはアドバイスする機

能を果たさないといけないと考えております。中国で有名なある日本研究の学者は、中南海に行きまし

て、その当時の胡錦濤主席に対して、日本問題について議論したこともあります。なので、今回の JST

の研究会というのは、これからの中国の日本研究に大きな意義があると考えています。繰り返しになりま
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すが、やはり中国の日本研究は非常に有意義であることと、もっと大事なのは中国の指導者に対して

も、今回のこのような研究を通して成果をきちんと出して、そこにきちんとアピールしたいと思います。 

それから今日の研究会の一番大きな目的というのは、具体的な成果をどういうふうに出せばいいかと

言うことについて、それ以上に関連機関、研究機構とか、機関を調査すればいいと考えております。例

えば中国の日本研究機関の数とか、データというものも是非、入れたいと考えています。分野に関して

は社会学とか、言語学とかの分野を是非、報告書の中に取り入れていただきたいと思います。そもそも

中国における日本研究というのは、中国で3回も調査がありまして、成果物も出しています。最初に始

まったのは1985年ですが、一番成果を出したのは1997年の調査報告書だと思います。1997年に出さ

れた報告書は中国語版、日本語版の両方がありまして、中国における日本研究のデータ的なもの、

政策的なものが全部入っておりまして、今回私たちの研究結果としましては、きちんとした報告書を作

成しまして、これもぜひ中国語と日本語で出していただきたいと思います。以上です。 

（毛里） 

林さんは政策当局に対する影響ということを何回かおっしゃいましたね。これは具体的には何をおっ

しゃっているのですか。 

（林 ） 

まずツールについてお話しします。政策手順というか指導者に対して、1つは公表データとして外に

出す。もう1つは内部から上のほうに外部に報告して、外部報告の調査報告書として指導者の方に提

出することもあります。先ほどお話しした特別なツールとしては、中南海に行ってそのまま指導者と話す

のも、実は日本研究者も昔はいたのですが、そういうやり方は特別なやり方であるということなのです。ま

た公開の研究会というのもありまして、それは指導者たちも集まって、一緒に日本研究について報告

会を行うこともあります。歩平先生もそのような研究会に参加されたことがあります。そのような研究会は

いわゆる公開できる範囲で、テレビで報道されることもあるのです。いまの話は主に指導者に対しての

助言の部分のツール、やり方です。 

（沖村） 

それは復旦大学の研究ばかりではなくて、オールチャイナの日本研究の成果を政府につなげるツー

ルがあるということですか？ 

（林 ） 

その通りです。1つの機関、例えば復旦大学、南開大学、社会科学院だけではなくて、総括したもの

を、まとめたものを上層部に報告することもあるというツールがあるということです。 

（沖村） 

もう一つ質問いいですか。いろいろな先生がいろいろな研究をされていると思うのですが、社会科学

院に日本研究所があるということは、中国の日本研究がある程度全体的にオーガナイズされている、こ

の分野ですよとか、この分野を出すべきだとか、全体を組織的にやっているのか、それとも個人だけで

やっているのかという質問なのですけれど。 

（林 ） 

これはボトムアップもトップダウンも両方あるのです。テーマを決めて下に出すのもありますし、下から

出すのもある。トップダウン方式というのは中国社会科学基金というものがありまして、それはちゃんと方
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向性を示しているものもあります。またその下に教育部や科学技術部とか研究機関等ですね。それら

はまた各自の計画も目標設定もありますので、それに従って日本研究を行っているところもあります。そ

のため、これはトップダウン方式で研究資金を取るためのものであって、テーマがあり、そのテーマに対

して研究報告をしなければならないという部分もあります。もう1つは研究者たちが自分の関心によって

きちんと日本研究を行って、論文を投稿するというのもあります。 

（歩 ） 

少し補足します。社会科学院の研究所ですね。研究センター、研究所は全部で40以上あります。

その中には二つの状態があります。1つは学問的な、例えば歴史学、政治学、経済学、社会学など、

それらは基礎的な研究です。その基礎的な研究の研究所は、大学の歴史学部、経済学部と密接な

関係があって、だいたい目的は同じです。もう1つは、日本研究所も含めて、アメリカ研究所も、そのよう

な研究所はもともと社会科学院の研究所ではないですね。もともとは中連部ですね。政府に対するシ

ンクタンクの研究所。今は全部、社会科学院になりました。 

（毛里） 

もうちょっと説明したほうがいいと思って。中連部というのが、いってみれば中国共産党の大きな組織

としてあるのですね。中国共産党対外連絡部。これが作っている比較的戦略的問題についての研究

所、例えば、アメリカ研究、ソ連統合研究所、アジア太平洋研究所とかいろいろありますね。これらはも

ともと社会科学院ではなく、いわゆる中連部でどうもやっていた。それをいつの時代かに全部社会科学

院に合体させた、という成り立ちがあるということですね。そういう意味では、前者は基礎的研究が比較

的中心になっていて、後者は比較的戦略。これが今は一緒に混ざっているということです。 

（歩 ） 

ですから、基礎的な研究所、歴史の研究所のほうですね、日本の歴史の研究の研究室もあります。

日本経済史の研究室もあります。そこの研究はだいたい基礎的な研究です。日本研究所の中にも日

本政治、日本経済、日本歴史、日本文化、いろんな分野があります。だから今、ちょっと学問的な無

理があります。日本の研究所、日本学はあまりないですね、どういう学問かみんなちょっと混迷していま

す。 

（毛里） 

はっきり言うと対日政策。そういうことが強くなっているということですね。いかがでしょうか。そのほかに

何か付け加えるご意見のある方いらっしゃいますか。 

（高橋郁夫） 

宜しいですか。日本における中国研究も、中国における日本研究も、私は専門ではないのですけれ

ど、どちらにしても盛んにしていかないといけないということをお話しされていると思うのですが、そういう意

味でいうと、研究というものが誰の役に立つのかということを考える必要があると思うのです。もちろん学

問ですから、学界に貢献するということは非常に重要なのですが、それと同時にビジネスや戦略の場合

だと、政府や産業界に貢献する研究というのも重要だと思うのですけれど、もう一つ重要だと思うのが、

どちらにしてもそういうことを研究する人が増えていかないと、研究というのは充実していかない。そういう

意味ではそれぞれの研究を教育に活かす。要するに大学や大学院で、日本の研究を中国でするとか、

中国の研究を日本でするとか、そういう研究をするとか、取り組むという、研究の成果が新しい大学生

や大学院生で、そういう研究をする人を生み出していくと思うのですが、そういう部分で中国の大学とい
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うのは、そういうことを、研究成果を教育に活かしたり、そういうことに取り組む人、学生とか学科というの

は増えているのか、いないのか。その辺を教えていただきたいなと思いますし、それは逆に言うと日本に

対しても同じことが問われているのではないかと思います。 

（毛里） 

これは非常に難しい問題ですね。どなたか答えられますか。 

（楊棟梁） 

それは増えるかどうか、はっきりとした判断はちょっと難しいけれども、とにかく大学の中で、日本に興

味を持つ学生数は増えてません。それは確かです。大学によって多少差があるかもしれませんが、基

本的に日本についての関心は変わらないと判断しています。また大学は人材育成のところで、私たち

大学に勤める大学の先生ですね、研究とか講義といっても、基本的に学術的な研究成果を基づいて、

学生に基本的な知識を教える、それは私たちの責任ではないかと。現実的な対日政策とか、南開大

学の場合は、全然やらないとは言えないけれど、基本的にできるだけ避けるのではないかと。私は17年

南開大学日本研究院の院長をやりました。その時はできるだけしなかったです。でも大学は大学の特

徴があります。大学の先生は知識人で、知識人は現実問題も解決しないのはよくないけれども、基本

的に知識人で、教育のほうもやらないといけないので、私はそういう風に思います。大学の先生の多く

はそういう状況じゃないかと思います。 

（高橋郁夫） 

僕は日本にマーケティングとかビジネスを勉強しにくる人が最近注目しているのは、例えば日本のサ

ービス業の研究とか、コンビニエンスストアの仕組み、セブンイレブンがアジアの国にたくさん出ています

けれど、コンビニエンスストアのプライベートブランド商品の開発の研究とか、何か日本で成功している

ビジネスモデルを研究したいというのがけっこう多いです。 

（楊棟梁） 

いい面もマイナスの面も。例えばうちの大学の商学院もそういう先生が何人もいます。おっしゃったと

おり、そのようにおっしゃいます。 

（毛里） 

あと加茂先生、もし一言あるなら、是非おっしゃって。  

（加茂） 

ありがとうございます。日本にいて、中国から日本に研究をしに来たいという中国人の学生がたくさん

いるのですけれども、そういう人たちの問題関心も、何度もお話ししたように多様なのです。そうすると私

たちが、中国における日本研究の実態を理解するために、今回いらした中国側の先生方のご所属の

機関だとか、ある種、中国の日本研究、日本理解の基礎であり、過去の蓄積が十分あるところだと思う

のですが、それとは別に、ぜひ外国人として、中国の日本研究の実態を把握するうえで、関心を持っ

ておかなければいけない機関であったり、研究グループというものが他にあるのでしょうか。つまり、先生

方のご専門以外の中国人の学生がいっぱい日本にくるのですね。そうすると先生たちの研究組織、あ

るいは先生方とは違う、日本に関心がある人たちがいるではないか。そういう方々の、どこに私たちがア

クセスしたらいいのか。いるのは間違いないと思うのですが、そういう方々と話が通じると、中国における
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日本研究の実態がより立体的に見えるのではないかと思ったのですが。どういうところがあるのでしょう

か。 

（楊棟梁） 

それは方法があります。例えば寄附講座。日本から講師を派遣して、複数の団体、１回の講演では

なくて、シリーズになって日本のことを紹介して、直接、中国の学生に民間交流する、それはいい方法

です。もちろん今回の JST、沖村先生の話で去年スタートしたばかりですが、さくらサイエンスプランのよ

うに青少年、大学の学部生、院生、よりハイレベルな学生のほうがいいけれども、その交流がとても重

要です。いままで日本に来たことがない人、また1回でも日本に来たことある、その学生は大分違います。

日本に関する知識です。学生たちの日本に関する知識は、主に私たちの学術著書、論文からではな

くマスコミから得ているのです。だからマイナスの面は多いですが。自ら日本で社会を見て、また日本人

に会って、1週間でもいいのではないか。これは1つの方法ではないでしょうか、まあいろいろな方法があ

るのでしょうね。 

（胡 ） 

復旦大学日本研究センターも変わりました、加茂先生にお世話になったところです。国際交流室が

あって、交流室の仕事の1つに、夏休みの前に復旦大学の、日本科以外の学生を募集して、日本に

行きたい学生を日本に連れて来るというやり方があります。毎年 30名から50名の学生が、そのような形

で訪日できました。それ以外にも、楊先生がおっしゃるように、日本研究センターの1つの仕事として、

日本文化、日本文学、日本社会についての公開講座を開くということがあります。復旦大学日本研究

センターの場合、三井物産、三井商事、このような上海にある日本企業と連携して寄附講座を開催し

ています。毎年 6回あります。そのとき日本に関心を持っている学生、復旦以外の周辺の大学の学生

も、社会人もその寄附講座に参加します。それも社会に日本文化を紹介する1つの方法なのです。そ

れは役に立っていると思います。 

（毛里） 

それでは今までの議論のまとめというものはないのですけれども、要するに我々は中国における日本

研究をできるだけ良いものにしていってほしい、そして我々日本のいろんな分野の研究者が、それに力

を尽くしたいと、どういう貢献できるだろうかということをいま探している。中国の研究者といろいろ貢献の

仕方を教えてもらうという形で今日の会議は行われました。その限りで、いろいろな相互の理解がやはり

深まったと思います。今日のお話を伺うっていると、かつて20年前の日中関係とは、いろいろな形で摩

擦は多いけれども、深まったところもかなりあるのだなとあらためて認識しました。そういう意味では拡がり

とか、深まりというのは政府間の関係とは、また違った形で、多分、進んでいるのでしょう。そういうことに、

できるだけその方法を後押しするようなことを我々研究者も多少の力を尽くしたいということです。 

（沖村） 

要するに今の中国の日本研究を、どういうことが行われているか日本の社会に紹介したいと思って

いるということなのです。素晴らしい先生方に来ていただいて、私も拝聴して素晴らしいと思ったのです

が。来ていただいた先生方以外にも参加いただいて全体として完結した、ある程度、形になったものに

したいと思っています。全体をバランス取れたものにしたい。もちろん昨日と今日の議論がコアになるの

ですけれど。 
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（米山） 

目的としては中国の日本研究はどういうステージにあるのか、これからどういうふうに向かっていくのか、

我々はどういうサポートをすればもっとよくなるのか。そこを出していただくとありがたいです。要するに

我々センターとしては、こういう危機感、問題意識を持ちながら世の中に提案、開示するという義務、ミ

ッションがあると思います。 

（毛里） 

いまの中国の日本研究の灯台ですね。コンテンポラリーな日本研究の状況は何か。中国としてはど

ういう方向を考えているか。第 3は、そういう中でより良い日本研究にするために、日本側がやれることが

あるだろうか、そういう日本側に対する要望があるだろうか、これが第 3点。だいたいイメージは湧きます。 

それでは時間になりましたので。今日はありがとうございました。 

（了 ） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

あとがき 

本報告書は、国立研究開発法人科学技術振興機構中国総合研究交流センターが平成 27

年度に南開大学日本研究院に委託した「中国の日本研究」に関する調査および「シンポジウム

『現実とイメージの交錯―中国の中の日本』～現代中国の日本研究を考える～」の成果をまとめ

たものである。本業務の実施に際して、宋志勇南開大学日本研究院院長、楊棟梁教授（元院

長）、歩平中国社会科学院近代史研究所研究員（前所長）、毛里和子早稲田大学名誉教授、

村田雄二郎東京大学大学院総合文化研究科教授をはじめとした多くの方々のご協力に、ここに

厚く御礼申し上げる次第である。 

本報告書が多くの方々に活用され、中国の日本研究の現状に対する理解の一助に、そして今

後の各分野における日中の学術交流を検討する上での参考となれば幸いである。 

 

［企画・総括・全体編集］ 

倉澤治雄（国立研究開発法人科学技術振興機構中国総合研究交流センター 上席フェロー） 

趙晋平（国立研究開発法人科学技術振興機構中国総合研究交流センター 主査・フェロー） 

石川晶（国立研究開発法人科学技術振興機構中国総合研究交流センター フェロー） 
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