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■ 研究会開催報告 ■ 

 「上海から見えた日中関係」 

日 時：2019年 9月 13日（金）15：00～17：00 

場 所：JST東京本部別館 １Fホール 

【講演概要】 

 私は，昭和 58年（1983年）に外務省に入省して以来，2年間の北京留学を含め，中国に通算 5回在勤しました。

直近では本年 1月まで上海総領事を務めていました。その間，国際関係には構造的な変化が起こり，日本，中国そ

して日中関係は大きく変化しました。日本と中国は，「日中友好」の時代から「政冷経熱」，そして，紆余曲折を経

ながらも現在「戦略的互恵関係」を推進しています。中国を好きか嫌いかはともかく，両国は引っ越しのできない

隣人関係です。私が，上海総領事として 3年 4か月の現地生活で身をもって感じたことを紹介しつつ，今後の日中

関係を発展させる上で重要と考える視点について話をしたいと思います。 

 

【講師紹介】 片山 和之（かたやま かずゆき）氏： 外務省研修所長（大使） 
略歴 

1983年 京都大学法学部卒業（法学士） 

1984年～1986年 香港中文大学，北京語言学院，北京大学留学 

1986年～1987年 スタンフォード大学大学院，ハーバード大学大学院留学 

1987年 ハーバード大学大学院修士課程卒業・修士号取得（MA 地域研究） 

2007年～2011年 マラヤ大学大学院博士課程留学 

2011年 マラヤ大学大学院博士課程卒業・博士号取得（PhD 国際関係論） 

 

職歴 

1983 年 4 月 外務省入省 

2000 年 1 月 在米国日本国大使館参事官 

2006 年 8 月 在マレーシア日本国大使館公使（次席） 

2008 年 8 月 在中国日本国大使館公使（経済部長） 

2010 年 8 月 在ベルギー日本国大使館公使（次席） 

2013 年 9 月 在デトロイト日本国総領事 

2015 年 8 月 在上海日本国総領事 

2019 年 1 月 現職  

著書 

「対中外交の蹉跌 上海と日本人外交官」日本僑報社 2017年 

China's Rise and Japan's Malaysia Policy. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2013. 

「ワシントンから眺めた中国」東京図書出版会 2003年 
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1.講演録 

【開会】 

 これより JST 中国総合研究・さくらサイエンスセン

ター第 130 回の研究会を開催する。本日は昨年度まで

在上海日本国総領事を務めておられ、現在は外務省研

修所長の片山和之先生をお招きし、『上海から見えた日

中関係』と題し、ご講演いただく。先生のご経歴の詳細

は割愛させていただく。それでは先生、どうぞよろしく

お願いいたします。  

 

【講演】 

 司会者よりご紹介いただいたとおり、1 月まで上海の

総領事をやっておりました片山です。その時の経験に

基づいて本日は「上海から見えた日中関係」について話

したいと思います。 

 皆様ご承知のとおり、中国の変化は非常に激しい。私

も上海を離れて 8 か月が過ぎたので、今の中国上海の

最新情報ではないかもしれない。 

 私は、留学を入れると中国に 5 回、本省では中国課

に 2 回、合わせて外務省の 36 年間の三分の一強、直接

中国を相手に仕事をしてきた。 

最初に私の基本的な対中国観について話したい。こ

の 36 年間の中で私が感じた大きな変化と、また、変化

したにも関わらず変わっていない部分というものがあ

る。 

 まず、変化したことは誰も異論がないと思うが中国

の台頭ということだと思う。経済力という点では 2000

年前後に、私はワシントンの日本大使館で働いていた。

その際にワシントンのサークルの人たちの東アジアの

関心が、色々な意味で日本から中国にシフトしていた。

その時、私はアメリカ人に対して、彼らの日本に対する

関心を喚起するために、「あなた方は日本の経済規模は

どれくらいかご存知ですか、中国の 4 倍ですよ。」と言

っていた。しかし、2010 年には中国は日本の GDP（国

内総生産）を超し、今や 3 倍近い差ができている。これ

は非常に大きな変化である。軍事力についても80年代、

90 年代は、日本の防衛予算の方がはるかに中国より多

いと言われたが、今は、中国の公表している数字を比較

しても、確か日本の 4～5 倍くらいの軍事費がある。公

表されていないものも含めると、さらに大きな差があ

ると思う。そういうことも含めて中国が台頭してきた。 

それとは裏腹だが、90 年頃、日本のバブルの頂点の

直後くらいの日米貿易摩擦が激しかった頃、日本の貿

易総額におけるアメリカの割合が 30％近かった時代が

あった。その時に中国の割合は、3.5％。今や、日本の

対外貿易総額に占める中国の割合は、20％を超え、逆に

アメリカが 15％くらいに低下している。中国人訪日客

は昨年 838 万人、これは日本を訪問した外国人の四分

の一強である。留学生も 10 万人を超えているし、在日

中国人の数は、高知県の人口に匹敵する。しばらくは日

本における最大の外国人は、在日朝鮮人、韓国人だった

が、今は中国人が抜いている。 

第３に、これほど日中関係が緊密になり、中国の存在

感が大きくなっている中で、対中親近感が低下してい

る。これには、全体のおかれている国際環境や日本と中

国の戦略的な環境の変化、ソ連の消滅など色々な背景

があると思う。 

それでは、変化していないものは何かというと、一つ

言えるのは共産党の一党支配体制である。私は天安門

事件の時に北京にいたが、天安門事件やベルリンの壁

崩壊、ソ連の解体など内外の大きな危機を乗り切って、

今年は建国 70 周年。2021 年には結党 100 周年を迎え

る。帝国陸海軍の寿命が 70 数年だったらしいが、中国

共産党はそれより長く歴史の試練に耐えていると言え

なくもない。 

その中で、中国のいろいろな人に接してきた私なり

の中国人像は、「自分の身は自分で守る」ということで

ある。中国でよくいわれる、「上に政策あれば、下に対

策あり」という言い方がある。国家というものに対する

信頼がおけない庶民は、国家に頼っていてはとんでも

ないことになる。自ら地縁・血縁・友人関係のネットワ

ークを最大限活用し、家族の保全・安全を確保する。場

合によっては、国籍・財産も危険分散しながらサバイバ

ルを図るというところに、中国人のある種の悲哀と同

時に強さや逞しさを感じてきた。 

次に，中国を３つの側面に分けて基本認識を述べて

みたい。 

経済面では、日中はある種の運命共同体である。好む

好まざるに関らず、相互互恵関係になっている。文化・

人物交流は、双方の市民間の相互理解を促進するうえ

で、極めて重要な手段である。中国がいかなる体制であ

るにせよ、お隣の 14 億の人々は日本の永遠の隣人であ

る。 

3 番目に政治・安保の世界では、自由・民主・人権・

法の支配という基本的な価値を共有していないという

ことからくる様々な問題がある。 

本日のプレゼンテーションの要点は、次の 3 つを考

えている。 

最近、日中関係が改善しているが、その背景にはどの

ようなことがあるのか。 

2 点目として、上海にこの 1 月まで 3 年 4 か月住ん

だうえで見えてきた、日中関係の今というものを紹介

し、最後に今後の日中関係を考えるうえで、どういう視

点に留意したらよいか、ということを話したい。 

なお、本日お話する私の見方は、あくまでも私の個人

的な考えであって、私の属する組織を代表するもので

はないということをご承知おきいただきたい。 
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Ⅰ．日中関係改善の背景 

日中関係改善の背景には、色々な要素があるが、1 点

目として、両国首脳の国内基盤の問題がある。中国は習

近平体制が第二期に入り、国内的にはいろいろな不満

分子もいるとは思うが、直ちに習近平体制が挑戦を受

けるという状況にはなっていない。さらに、政治的権威

と指導力を強めて二期目に入っている。他方、我が安倍

総理もこの 11 月 19 日には桂太郎内閣と並び、通算の

任期としては憲政史上最長を記録する。双方が国内の

政治体制をそれなりに安定させていて、この両首脳が

向き合う必要があるが、向き合ってある種の合意を結

べばそれを国内的にも実施できる政治力を持っている。

そういう首脳間の関係だと思う。 

2 点目として、その観点でいうと首脳間での信頼関係

が徐々に醸成されてきている。2012 年の尖閣諸島の民

間から政府への所有権移転問題に端を発して、日中関

係がかなり厳しい状況を迎えたが、2014 年の北京

APEC（アジア太平洋経済協力会議）での安倍総理と習

近平主席の首脳会談を皮切りにマルチの場で両国の首

脳会談が行われた。最初は仏頂面で後ろに国旗もない

冷たい雰囲気であったが、いまや微笑みながら両国の

国旗の前で握手をするというところまでになった。そ

して昨年の平和友好条約締結40周年を記念して安倍総

理と李克強首相との公式訪問が実現した。この間の

G20（Group of Twenty）大阪首脳会合では、安倍総理

と習近平主席との首脳会談が行われ、両国の信頼関係

がさらに強固になった。 

3 点目として、中国の描く「一帯一路」構想。これは

名称の問題もあるし、同床異夢の問題もあるが、中国側

からすれば日本側から一定の前向きな反応が見られる

というように認識していると思う。ご承知のとおり、昨

年安倍総理の訪中にあたっては、第三国における日中

ビジネス協力52件についての協力覚書を結んだという

ことである。 

4 点目として、中国が自信をつけてきたが故に、冷静

客観的に日本の良さを見つめることができる目を持ち

つつある。中国がこれから直面しようとしている少子

高齢化、医療、福祉、環境保護、都市の機能の問題等、

様々な問題解決のためのよい模範が隣の国にあるので

はないかと、日本の価値が再認識されている。 

5 点目として、先ほど申し上げたような国民レベルの

大きな交流が相手国をさらに正しく理解するうえで大

きく役立っている。 

6 点目として、米中関係が個別の経済問題はもちろん

だが、それにとどまらない大きな戦略的な対立の様相

を示している中で、中国にとっての日本の戦略的価値

が高まっている部分がある。こういう中で日中関係は

正常な軌道に戻って新時代を迎えたと言われている。

そして、この前の大阪での首脳会談において、来春の習

国家主席の国賓訪日に合意した。これが予定通り実現

すると、前回の胡錦涛主席の国賓訪日は 2008 年だった

ので、11 年ぶりの中国の国家元首の国賓訪日が実現す

るということになる。 

 

Ⅱ．上海から見える日中関係の現状 

まず、私は外務省のチャイナスクールで中国語を学

び、留学もし、北京大使館に勤務したのだが、上海総領

事館勤務は、改めて中国を多面的に見るよい機会だっ

た。上海総領事館の管轄地域は上海市、江蘇省、浙江省、

安徽省、江西省である。特に日本にとって関係が深いの

は、上海市、南京とか蘇州、無錫とかの江蘇省。杭州な

どがある浙江省。登録在留邦人の人数は減っているが

57,000 人である。上海だけで見ると、44,000 人。この

数字は 200 数十ある日本在外公館の管轄地域の在留邦

人人口としては、ロサンゼルスの総領事館、ニューヨー

クの総領事館、タイの大使館、イギリスの大使館につい

で 5 番目の数である。そのうち、ロサンゼルスとニュ

ーヨークについては、永住邦人がたくさんいるので、い

わゆる数年滞在する企業の駐在員とその家族を中心と

する在留邦人社会ということでいうと、世界で有数の

人口が集中しているという場所である。 

 

日系企業拠点数は、管轄地域に 2 万拠点、上海だけ

で 1 万拠点ある。これは桁違いに世界ダントツ１位で

ある。私は、上海総領事の前にデトロイド総領事をして

いた。ミシガンとオハイオの 2 つの中西部の州を管轄

していたが、ここはご存知のとおり、自動車メーカー、

部品メーカーが集積していて、日本の投資が大きな存

在感を示していた。例えばオハイオ州などは、メアリー

ズビルというところに80年代初頭にホンダが工場を建

てた。その他、部品メーカーがいて、オハイオ州にとっ

て日本は最大の投資国であった。どれだけ日本企業が

オハイオ州にあったかというと、400 社くらいである。

それでも日本が最大であった。上海市は 1万社である。

なので、どのくらい大きい数字かがわかると思う。日本

人学校が管内に 3 つあり、補習校が 4 つある。上海の

日本人学校の児童生徒数が 2,200 人。ピーク時は 3,000

人を超えていた。今は、バンコクに抜かれてしまったが、

世界で 2 番目に児童生徒数が多い日本人学校である。
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世界に 9１校日本人学校があるが、唯一、高等部を持っ

ているのは上海の日本人学校である。 

また、上海は、私がいた昨年に１年間で 225 万件の

ビザを発給した。多い日は 1 日に 2 万件を超えるビザ

申請が来て、殺人的な状況の中で仕事をしていた。これ

は世界の全在外公館の出しているビザの 30％に相当す

る訪日ビザを上海だけで出している。今、日本は総領事

館を 65 か所持っているが、上海の総領事館の人員規模

もビザ業務が大幅に増えた結果、すでにニューヨーク

総領事館を抜いて日本の総領事館の中では最大の総領

事館に発展している。 

上海総領事館の管轄地域だが、年によって前後する

が、2016 年や 2017 年の数字でいうと日本の対中投資

の 80％、対中貿易の 45％、日系企業拠点数の 70％、

在留邦人の 46％が管轄区域に集まる。上海と日本の各

都市を結ぶ航空便は週 400 便飛んでいる。さらに管轄

地域をひとつの国としてみると、人口は中国、インド、

アメリカについで 4 番目。GDP 規模はフランス、イギ

リスを抜き、ドイツについで 5番目という規模である。

上海と日本との物理的距離も、上海からみると、北京よ

り福岡の方が直線距離で近い。福岡の人から見ると、東

京より上海の方が近い。もちろん外国なので、出入国の

手続きなどがあるが、距離だけでみればそういう状況

である。戦前、日本郵船の上海丸と長崎丸というのが、

上海、長崎間を定期航路で結んでいたが、そのころは長

崎から上海にはパスポート無しで、20 数時間かけて船

で直接行っていた。東京に上京となると、何回か列車を

乗り換えて、やはり 20 数時間くらいかかったというこ

とである。ということで、日本にとって上海はいかに重

要かということを改めて感じた。私が着任していた3年

4 か月の総領事活動を振り返ってみたのだが、いかに皆

さんの関心が高いかがわかると思う。（資料 P7 参照） 

次のポイントは、中間層・富裕層の対日好感度の高さ

である。上海地域の中間層・富裕層が日本に好意的な関

心を持っていると感じた。先ほど申し上げたとおり、地

理的にも近いし、80 年代以降、この地域の多くの就学

生・留学生が日本に来た。そして日本との縁を契機にビ

ジネスを起こしたりして、日本と利害関係を持ってい

る中国人がたくさん住んでいる。彼らは年に何度も日

本旅行を楽しみ、不動産を所有するような人もいる。そ

れから、東日本大震災とか熊本震災の時に、台湾からの

義援金が話題になるが、大陸では上海地域がそういう

ものに対して一番寄付を頂いた場所である。これはあ

まり知られていないが。例えば、私がいた昨年の 3 月

までに上海の日本総領事館が窓口で受領した義援金は、

東日本大震災関係が 3 億 7,000 万円、熊本震災関係が

4,900 万円であった。義援金は色々なルートで関係者に

渡るので、総領事館窓口はあくまでも一部である。昨年

1 月にはある上海の女性から、これを東日本大震災の復

興に役立ててほしいと日本円で 1 千万円頂いた。 

また、上海総領事館の現地職員だが、当然、日本政府

が給与を支払っているので、上海の平均給与より低い。

しかし、上海の中心街に不動産などを持っているとい

う場合は、東京よりも市場価値が高いので、現地職員が

自宅を今売ると、市場価格で 1 億 5000 万円くらいにな

るというのも珍しくない。これも過去 30 数年を見ると

大きな変化にあたるかもしれない。日本の自然や文化、

食事やサービスに感銘して、老後は日本に住みたいと

いうファンも少なくないので、中国大陸の中で、比較的

温かい日中交流が多いのは上海地域のもう一つの特徴

であると思う。 

3 点目に青年層の日本文化への関心がある。これは世

界的な傾向でもあるが、特に上海でいえると思う。私が

上海で総領事をしている間に、月に 1 回か、2 か月に 1

回、上海の各大学の大学生を毎回 10 名ずつくらい総領

事公邸のサロンに招待した。日本人が経営している街

中のおいしいケーキ屋さんにケーキを頼み、コーヒー

や紅茶を飲みながらこれら中国の若者と今の趣味や関

心ごと、流行している映画や小説、日本についてのこと

などをフランクに聞くサロンである。彼らのバックグ

ラウンドは日本語専攻であったり、経済学部、法学部、

工学部であったりいろいろであるが、多くの人は小さ

な時から日本のアニメや漫画を見て育っている。そこ

で関心を持ちオリジナルでしゃべっている言葉を勉強

したいという純然たる気持ち、関心で日本語を勉強し

ている。必ずしも日本語学科でなくても、特に高校時代

に日本に留学をしたという人などは、普通に話をして

いると日本の大学生の日本語なのか、中国人の大学生

の日本語なのかわからないくらい少なくとも会話が上

手い若者が散見される。彼らは日本に対し、積極的に純

粋に関心を持っている。私は毎回、彼らに抗日戦争ドラ

マなどを見るのか聞いてみたが、見ている人は皆無で

あった。そもそも彼らはインターネットで好きなドラ

マや歌番組などを見ているので、テレビをあまり見て

いない。 

もうひとつ、面白いエピソードとして、上海の若者の

多様化がある。私が着任したのは 2015 年であった。

2015 年は終戦 70 周年である。この年の 12 月 12 日に

上海の旧フランス租界のメインストリートで「MUJI

（無印良品）」の上海旗艦店がオープンした。今は淮海

中路と呼ばれているが、昔はアベニュー・ジョッフル

（Avenue Joffre）というフランスの将軍の名前がつい

ていた。翌日の日曜日、上海の総領事公邸から地下鉄に

乗って 1 つ目の駅から近いので、見に行った。小雨混

じりの日曜の昼下がりに若者の長蛇の列ができ、入場

制限をしていて、「MUJI」の旗艦店に入れなかった。

この 12 月 13 日はどういう日かというと、中国の南京

事件を記念した国家追悼記念日になっていて、特にこ

の年は終戦の 70 周年である。厳かに行事が行われてい

たが、上海では「MUJI」の旗艦店に若者たちが長蛇の
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列を作るという面白い光景を見たという気がした。 

上海の経済人との付き合いだが、一言でいうと、上海

という地域と歴史がそうさせているのかと思うが、洗

練されて国際的・実際的で話しやすい人が多かったと

いう印象である。政治の中心、北京から離れている。経

済や文化の中心である。アヘン戦争以降、開放して租界

もでき、外に開かれて国際的な先進的な雰囲気を持つ

地域であるということが影響しているのではないかと

思う。そして彼らの日常の関心事もほとんど日本と違

和感のない感じである。集まって食事をしながら雑談

をすると、話題になるのは健康問題、自然環境の問題、

子供の教育問題、文化などである。例えばタイのサムイ

島に籠って 2 週間デトックスをやってきた、屋久島に

行って自然の霊気に触れてきた、などということが富

裕層の大きな関心事である。共産党一党支配体制の中

の上海ということを忘れてはいけないが、シンガポー

ルとか香港の事業家とあまり差がないような感覚を一

方では持った。 

後発国の優位性の活用とよく言われるが、私が最初

に中国を訪問した 1984年頃は一般家庭に固定電話が完

全には普及していなかった時代である。彼らが金とコ

ネを活用して、いかに固定電話を自宅に敷くかという

ことが関心事であった。今やご承知のとおり、中国は固

定電話が各家庭に完全に普及する前に、携帯電話の時

代を迎え、今や普及数が 13億台となり世界最大の携帯

電話市場となっている。また、農村地域を含め実店舗が

普及する前に電子商取引の時代を迎え、インターネッ

ト使用人口 8 億人を突破した。電子商取引のアリババ

の売上は、Amazon、eBay、楽天の合計額を超えるくらい

になっている。最近ニュースになっているが、11月 11

日の独身の日のアリババの取引額だけで、3兆円を超え

る規模になっている。 

中国は、昔は現金決済の信用度が極めて低い社会で

あったが、後発国の優位性というか、現金の低使用度ゆ

えに、一気に日本を通り越してキャッシュレスの世界

になっている。道端の野菜を売っている店もキャッシ

ュレスという時代になった。インターネットを活用し

たヒト、モノ、サービス、カネの流れが怒涛のごとく国

内に普及し、14 億人という膨大な基数がある。なおか

つ個人情報保護に関する異なった考え方を持っている

ので、ビッグデータも最大限に活用して新たなビジネ

スを展開するなど、後発国の優位性を活用し、世界の最

先端に躍り出た部分があるといえるのではないか。 

最近は認識が変わってきているかもしれないが、上

海にいると現地で感じる中国と、東京とか大阪で感じ

る中国にギャップがある。中国の変化の速さと規模に

ついて、東京ではなかなか実感として感じられない部

分があり、相変わらず遅れた中国という昔の情報とイ

メージに基づいて中国を批評するきらいがまだ残って

いる気がする。ここで、中国がいかに大きく変わってい

るかという数字をいくつかあげているが、GDPは先ほど

申し上げたとおりである。自動車は 1984年には基本的

には自家用車ゼロの時代であった。走っている車は公

共交通機関か、所属する政府機関、企業等の公用車や商

用車であった。しかし、最近は生産台数が鈍化している

ものの、3,000 万台に届かんとしておりアメリカに

1,000万台の差をつけて、世界最大の自動車販売市場に

成長している。 

例えば、上海で地下鉄１号線ができたのが 1994年で

ある。この四半世紀の間に上海は地下鉄総距離が 666Km

（2017 年）と世界で最長の街になった。東京は 300Km

くらいらしい。JR や私鉄が有機的につながっているの

で、多分、利便性の面では東京の方が数段上ではあると

思うが、上海も便利になっている。私は留学時代を除き、

毎回自家用車を運転していたが、今回は自家用車を使

用しなくても不便を感じなかった。 

それから高速鉄道も最初の路線ができて、まだ 10年

ちょっとだが、日本の新幹線の 10倍の距離を運行して

いる。上海あたりでは、1.4 分に 1本という頻度で新幹

線が走っている。乗り心地は悪くない。土地の大きさの

問題もあり、日本に比べて直線で線路を造りやすいと

いう面もあるし、日本よりちょっと騒がしいとか、ゴミ

が多いかなという点を除けば、ほとんど遜色ないし、速

度も中国の方が速い。昔は事故を起こした後、地中に列

車を埋めてしまうなどという、とんでもないこともあ

ったが、その後は大きな事故が起きたということも聞

かない。日本の 10倍くらいの総運行距離があり、本数

もたくさんある。新幹線運用の歴史（年数）に距離数を

掛けると、1964 年の東京オリンピック直前に東海道新

幹線が開通してから 50数年間の歴史を持つ日本に、中

国はほぼ追いついてきていると主張している。 

港湾については、いくつかの港があるが、上海では沖

合に大きな橋をかけて巨大な港を造っている。世界の

コンテナ取扱量で、ベスト 10のうち 7つの港が中国で

ある。上海の港だけで、日本のすべての港のコンテナ取

扱量を超えているというような規模である。 

次に大学ランキングだが、最近またタイムズ・ハイヤ

ー・エデュケーション（THE）の今年の数字が出ていた

が、清華大学が 23 位で北京大学が 24 位。東大がちょ

っと上がって 36 位、京大は変わらず 65 位であった。

これは指標の取り方等に議論があるが、ひとつの基準

に基づくと日本のトップ大学を超えている。企業の時

価総額は、バブル頂点の 1989 年に世界 20 社のうち、

14社が日本企業であった。中国企業はゼロ。しかし 2018

年には 13 社がアメリカ、4 社が中国、日本がゼロ。50

社まで広げると、唯一トヨタがやっと入ってくるとい

う状況である。 

上海は、北京とは雰囲気が違う。大使館の仕事とは違

い、総領事館というのは日本企業への支援や、在留邦人

の保護やビザの発給などの仕事が中心である。しかし、
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敏感な問題とは無縁ではない。例えば私が経験した例

を申し上げると、江蘇省の南京は上海総領事館の管轄

地域であるが、南京での総領事館主催の文化交流行事

は私がいる間になかなかできなかった。 

今は改善されてきている。いろいろな文化行事を

我々総領事館が主催したり、共催したり、あるいは他の

団体の行事に参加したり、文化交流行事はよくやって

いる。中には総領事の出席はやめてほしいというもの

も、いくつかあった。目立った形でやりたくないとか、

総領事を迎えたということで、あとで部内的な説明を

求められると面倒など理由があるかもしれないが、や

っている内容自体は政治的な問題があるわけではない。

また、間接的に出席を断られた例が何回かあった。 

私は中国メディアも日本のメディアも取材を頼まれ

れば全て基本的には受けていた。いろいろ書いてくれ

たものもあるが、放送が決まったら連絡をすると言わ

れていながら、中国側メディアから連絡が来なかった

ケースが 2～3回あった。問い合わせをしてみると、ボ

ツになったということである。また、大学での講演はな

かなかやらせてもらえない。これは日本総領事館だか

らということでは必ずしもなく、外国の政府の人間だ

ということであると思うが、大学でシンポジウムやセ

ミナーなどに来賓として呼ばれ、冒頭で数分間の挨拶

はよく頼まれるが、本日のようなきちんとした講演を

やらせてもらおうとすると、外交辞令でよい返事はも

らうが、具体的に話を詰めようとすると話が進まない。

それは窓口になった人間が、部内的な手続きをしなけ

ればいけないが、外国の政府の人間がどのようなテー

マでどのような話をするのか、なぜ今それをやらなく

てはいけないのかということを聞かれる。さまざまな

手続きをし、不適切な講演内容の場合は責任を取らさ

れるなどとなると誰もやりたがらず、結局講演はさせ

てもらえなかった。 

2017年は国交正常化 45周年。昨年は平和友好条約 40

周年であったが、上海も 2017 年は 1937 年の盧溝橋事

件から数えて 80年である。あるいは管内の南京事件の

80 周年でもあった。上海師範大学のキャンパスの中に

2016 年秋に慰安婦像が作られた。もともと上海師範大

学に慰安婦の研究を長年している蘇智良先生がおり、

資料室を拡張して前庭に慰安婦像を建立した。これは、

中国政府、上海市当局、教育部、外交部の設置認可がと

られていないので、中国政府は正式には認めていない。 

 

Ⅲ．今後の日中関係への視座 

最後に今後の日中関係への私なりの視座をいくつか

のポイントで話したい。 

まず、日本と中国は引っ越しのできない隣人関係に

ある。隣人を選ぶことはできるが、隣国を選ぶことはで

きない。日中はお互いに逃げることができない永遠の

隣国関係である。好きか嫌いかで相手を選ぶ自由がな

い関係という現実認識が第一にあると思う。そういう

中で、結局 win-win の戦略的互恵関係をつくっていか

ざるを得ない。日中は情緒的な関係で左右される状況

から共通利益を目指した戦略的な関係に持っていく必

要があるのかと思う。 

特に経済面とか、人物交流、文化交流などの世界は特

にそうだと思う。ある種、日中経済関係は運命共同体的

な状況になっていて、日本も 14億の隣の巨大市場をい

かに活用し、中国経済とどのように連携し、協力し関わ

っていくかは、国内市場がだんだん縮小していく今後

の日本経済にとって、重要だと思う。そういう関係を考

えると、この上海地域というのは、象徴的な意味がある

のではないかと思う。 

世論外交の重要性だが、今のスマートフォンの時代

に直接相手国の世論に働きかけていくことの重要性が

増していると思う。その中で良いニュースは訪日中国

人数の急増、対日親近感の改善ということである。日本

の伝統文化の発生は中国大陸にあったかもしれないが、

肝心の中国大陸で失われたものが日本で独自の発展を

遂げながら保存されている。京都・奈良などで再認識す

る中国人も増えている。昨年の 10 月に「言論 NPO」が

中国と協力しておこなった世論調査によれば、日本に

好印象をもった中国人は 42.2％。2005年の調査依頼最

高の数字である。特に、訪日経験者は 74.3％が好印象

という結果である。 

その逆に日本人はどうかというと、2015 年に私は上

海にきたが、その年は国交正常化以降初めて訪中日本

人数を訪日中国人数が上回った年であった。それまで

は、一貫して中国を訪問する日本人の方が多かった。

2015 年に逆転したが、逆転した年に 2 倍の差がついて

しまった。日本に来た中国人が 500万人。中国を訪れた

日本人が 250 万人。10 年くらい前のピーク時は約 400

万人の日本人が中国を訪問していた。下げ止まりはし

ているが、ピークの 6割くらいである。中国の観光地に

いくと、今や国内旅行ブームでどこに行っても中国人

だらけだ。その中で外国人旅行者の存在感であるとか、

中国の産業観光にとっての価値というのが相当に下が

っているという面がある。 

外国人旅行者の中でも日本人の存在感は極めて希薄

で、例えば観光地に行くと、いろいろな看板などが英語、

韓国語で書いてある。その後に日本語があればいい方

で、英語、韓国語だけで終わりというところも結構ある。

かつて外国人旅行者イコール日本人という時代があっ

たが、今は、そのような感じである。日本の中国に対す

る親近感も下げ止まりはしているが、一番ひどかった

のは 2016年である。中国に親しみを感じないと答えた

日本人が 83.2％で最悪の数字である。2017年は少し改

善され、76.4％の日本人が親しみを感じない。同じ世論

調査を 1980年に行ったときには、親しみを感じるとい

う回答が 78.6％だった。ある意味で奇妙というか面白
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いのは 80年頃に中国に行った経験のある日本人はごく

少数であるし、日本社会で中国人と接することがあっ

た日本人もごく少数だと思うが、そういう時代に親し

みを感じるという人が 78.6％いたということの世論調

査のもっと深い意味というか意義を別途検証する必要

があるかもしれない。 

私の実感も同様で、83 年に外務省に入省した時、最

初にアジア局中国課に配属されたが、その当時右翼の

街宣車がよく来ていた。しかし，一般的な国民からの外

務省に対する批判やコメントは、日本は中国に対して

もっと温かく接するべきであるという意見の方が強か

ったと思う。他方で今は、日本の外務省は中国に対して

対中軟弱外交を推進しているけしからんというような

意見がどちらかというと強くなっている。世論の変化

ということも感じる。中国からたくさんの人が来てく

れることはありがたいことだが、交流は双方向の関係

なので、ぜひ多くの日本人も中国に関心を向けて訪問

してほしいと思う。 

 

特に、上海の大型書店などに行くと、その月の売上ベ

スト 10 の作品が並んでいるが、そうすると 3作か 4作

ぐらい日本の作家の本が並ぶ。当時一番人気があった

のが東野圭吾さんの小説で 3 冊くらい。村上春樹さん

の小説が入ったり、日本人ではないが、カズオイシグロ

さんの本が入ったりしていた。あとは稲盛和夫さんの

人生やビジネス哲学の本が毛沢東語録のように編集さ

れてうず高く積まれていたりして、中国にとっての日

本の地位は相対的に下がっているはずだと思うが、関

心は意外にあると書店に行くと思う。今、国際社会の中

で、中国の影響力が相対的に高まり、日本の影響力が相

対的に低下しているという客観的な情勢があると思う。

その中で中国人の対日関心が維持され、あるいは一部

では高まっているのに対し、日本人の対中関心が低下

しているということは、中国が好きか嫌いかという次

元を超えて、日本の将来にとっては由々しい状況では

ないかと思う。 

日中関係は，ご承知のように歴史問題、台湾問題、尖

閣諸島に関わる問題、その他東シナ海、南シナ海の海洋

に関する問題、中国の軍の近代化の問題等々の展開次

第では、急激に不安定化する棘を有していることを忘

れてはならないと思う。そういう意味では、双方が相手

の意図について誤解を生じないようにハイレベルから

現場レベルまで情報とコミュニケーションチャンネル

をしっかりと持っておく必要があると思う。政治的に

難しい問題を他の経済や青年交流などに関連付けて物

事を複雑化することは避けるべきだし、双方がナショ

ナリズムをうまく慎重に取り扱っていく必要があると

思う。 

冷静客観的な中国認識の必要性について、一時期に

比べ改善されていると思うが、日本国内では中国に対

するネガティブな思いの懸念があったり不満があった

り嫌悪感があったり焦燥感があったり、そういう中国

に対する思いが投影された悲観的で否定的で消極的な

中国論調というのがマスコミ市場で比較的好まれると

いう傾向がある。マスコミ市場に好まれるということ

は、読者がそういう情報を求めているのではないかと

思う。上海には、日本の新聞社、テレビ局など基本的に

すべて主要なメディアはある。昨年、産経新聞は上海支

局を閉めたが、現地の支局の方たちと話をすると、2年

前、3 年前の頃は、東京・大阪のデスクからの要請で、

やはり中国はとんでもない国だなと思うような情報を

拾って、本社に送らされる傾向にあるという記者もい

た。中国は巨大で多様で非常に格差のある社会だと思

うので、弱みを集めれば中国崩壊論もつくれるし、強み

を集めれば中国脅威論もつくれる。しかし、等身大の中

国をいかに冷静客観的に捉えていくかということが極

めて大事ではないかと思う。そういう意味では中国も

日本を冷静客観的に捉えていくべきであろう。そうで

あれば、今の日本にかつての日本の軍国主義的な社会

の雰囲気が再燃されるということがいかに非現実的な

話だということがわかるのではないか。 

中国との差別化ということがあるが、中国と量的に

競争するということは限界があると思う。そういう意

味で中国が抵抗できないもの、日本の精神性や属人性

を生かしたようなものを世界に向けて発信して、中国

との差別化なり補完をはかって日本独自のアジアや世

界への貢献を考えていくということが必要となってく

るだろうと思う。中国がさらに強大化していく中で、や

はり日本の独自性を示して中国にとっても日本は中国

の思う通りにはなかなかならない。何かを中国がやろ

うとするときに日本から支持を得ないと円滑には進ま

ない。そのように、日本が中国に一目置かれるような存

在であり続けることが日本の生存にとって極めて重要

性を持つのではないか。 

日本のノーベル賞受章学者、名古屋大学の天野浩先

生が上海に来られた時に、公邸で話を聞いたが、先生は

現状の日本の大学における研究環境に対し、相当な危

機感を吐露されていた。21 世紀に入って日本はアメリ
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カについで 2 番目に多い自然科学のノーベル賞を受賞

している。これらの受賞対象は何十年か前の研究成果

である。今後、日本がアジアの中でどれだけ韓国や中国

と比較して、自然科学の基礎研究をリードしていくこ

とができるのかは、私はよくわからない。しかし、こう

いうところで日本の優位性をどのように保っていける

のかというのは、中国との差別化をどのような形で図

っていけるのかという点で大きな問題ではないか。 

基本的価値を共有しないということは、くり返しに

なるが、自由・民主・人権・法の支配というものにとっ

て考え方を異にする国であることに起因する。現在進

行形で起きているひとつが、香港における状況、遡れば

天安門事件などもある。このように価値を共有しない

というところが、日本にとって不透明性や不確実性、あ

るいは不安、場合によっては懸念を生み出していると

いうことは否定できない。さらに最近では、そういう中

国では共産党一党支配体制であることの優位を一見示

しつつあるのが、ビッグデータを活用した新たな創造

などだ。人口のパイ自体が違い、さらに同じことを西側

の国でやろうとすると人権問題や個人情報の問題など

が絡み、およそ同じ競争条件のもとで立ち向かえない。 

今、中国は治安が非常によい。民事訴訟の執行率もよ

い。数億台という監視カメラが街中にあり、赤信号で渡

っているのは日本人くらいであるといわれている。あ

るいは、民主主義体制や自由などを問題にせず、いろい

ろな援助を行う。そういうことが中国にとっての優位

性であるかのごとく言われることもあるがゆえに、余

計に価値を共有しないという問題は大きくなる。日本

はアメリカをはじめとする価値を共有する国々と関係

をさらに強化していくのはもちろん必要だが、こうい

うある種異質な体制の中国といかに信頼関係に基づい

た関係を構築することができるのかが我々に課せられ

た大きな課題かと思う。 

先ほどの中国の体制の問題で申し上げれば、上海な

どで見ていると一方で共産党の集権化というのはます

ます進んでいる。他方で市民社会はインターネットの

発達もあり、多様化している。この 2つの明らかに異な

ったベクトルの行きつく先はどうなっていくのかとい

うのは、私も現場にいてよくわからないところであっ

た。 

最後に若い方へのメッセージとしては、日本にとっ

ての新たな開国の必要性ということである。近代の日

中の関係史で上海に初めて正式に渡航したのは歴史の

本によると、長州藩の高杉晋作とか、薩摩藩の五代友厚

などが千歳丸という貿易試験船で長崎から上海に出航

し、数カ月上海に滞在した文久 2年（1862年）。この時

期はアヘン戦争が終わり、上海は開放されイギリス、ア

メリカ、フランスの租界ができ、さらに太平天国の乱の

混乱の直後くらいの時である。高杉晋作は、上海の一見

した繁栄と欧米人にこき使われて貧困にあえいでいる

中国人の姿を見て、「今日の中国の姿は、明日の日本で

ある」と日本の現状への強烈な危機意識と覚醒の必要

性を日記に残している。このような当時の若い日本人

の問題意識の集積が明治の開国の原動力になったと思

う。 

昨年は明治開国 150 周年であった。上海を中心に中

国で起きている変化の速度と規模感を改めて日本人も

謙虚に認識し、日本にとって必要なことは何なのかと

いう新たな覚醒を考えていく上で、好きか嫌いかでは

なく、中国に対する関心を持つ必要があるのではない

か。中国に対し目を閉じると、最終的には日本自身の国

力に降りかかってくる話になると思う。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

【質疑応答】 

(司会) 

 先生ありがとうございました。会場から質疑を受け

付ける。 

 

（フロア１） 

上海の繁栄については、本日の話やマスコミ等の報

道でもよく見るが、実際に生活している市民の方々の

正しい姿は反映されているのか。中国の中でも特に上

海の方は多く日本に来ているが、その状況は今も変わ

っていないのか。北京と上海の違いがあればそこも教

えてほしい。台湾との関係は、今どうなっているのか。

最近でも日本に来ている中国人観光客は、電車の中で

も大声で会話をしたりして、モラルが低い気がしてい

るが、中国での子供たちの教育、モラルなどはどうなっ

ているのかをお聞かせいただきたい。 

 

（片山先生） 

富裕層と貧困層の貧富の格差。沿海と内陸の格差な

ど、いろいろな面で中国は格差社会である。ご承知のと

おり社会保障制度や教育制度も都市戸籍か農村戸籍か

によって差別を受ける。日本のような国からすると、な

ぜそのようなことが起きるのかと考えるが、中国とい

う巨大な国の中に、先進国と途上国が併存していると

考えると国内の中で移動の規制や、社会保障や教育制

度で受益する条件に違いがあるのは当然であることが、

よくわかるかと思う。 

上海は特に外地からやってきた出稼ぎの家族と上海

の住宅改革の中でうまく不動産を手に入れている人の

間では、大きな格差がある。中国では、結婚する時には

男性側が住宅を用意しなければいけない。上海に根っ

こが無い人が上海の街中に住宅を持つことは、おおよ

そ不可能である。そういう意味での格差は当然ある。そ

れが極端な方に行くと大きな社会不安を招くので、共

産党も国内統制の観点で非常に重視している部分かと



中国総合研究・さくらサイエンスセンター 第 130 回研究会 詳報 ＜2019.9＞ 

 

9 

思う。本当のトップレベルと下のレベルの格差は広が

っているが、平均的な富裕層と平均的な貧困層との間

の格差についてはよくわからない。 

私自身も接触する中国人は、政府関係者や企業の代

表者や個人経営者、学者、総領事館のスタッフ、その方

を通じた友人関係者など限られている。彼らが中国の

あらゆる層を代表しているとは思わないが、北京でも

上海でも明らかに以前より生活は豊かになっているし、

移動の際に目にする街並みも30年前に私が目にしたも

のより豊かになっているというのは歴然とした事実で

ある。それをトータルとして格差の問題を捉えて中国

社会のアキレス腱になるかどうかは、私も専門的な知

見がなく言えないが、当然ながら内政上の不安要因の

ひとつとして中国共産党が重視している問題であると

思う。 

 北京と上海の違いだが、上海は政治の中心から離れ

ているので、あまり政治談議をしない。 

 全体的に中国は豊かになっているし、今あるビジネ

スチャンスをつかんでいこうという意欲が強い。しか

し、中国の将来に対する漠然とした不安を抱えている

人が少なくないような印象を私は持った。そういう意

味で先ほども言及したが、家族の一部を海外に留学さ

せる。そこでグリーンカードをとり、市民権をとる。不

動産を購入する。いろいろなところに保険をかけ、家族

の危険を分散させようという発想は今回の上海でも強

く感じた。中国が強大になっているという客観的な事

実があり、ある種、中華民族としての自尊心をくすぐる

部分もあるかもしれないが、一方で自らの将来に対す

る一抹の不安というのも持ちながら、上海の人間はと

りあえず、自分たちの目先の金儲けに力を入れるとい

う感じがした。 

 台湾については、今も近辺に 100 万人近い台湾人が

いろいろな形でビジネスを行っている。上海で見る台

湾人はビジネス上、中国大陸と切っても切れない関係

になっている。他方で心は大陸から離れていくという、

心とお金のまた裂き状態になっている。 

 国民性・モラルの問題については、日本人も貧しかっ

たころ、中国人よりも礼儀正しかったのかどうか私も

わからないが、少なくとも今よりは礼儀正しくなかっ

たという記憶がある。生活水準の向上とシステムの発

展によって、あるレベルまではマナーはよくなると思

うし、中国の富裕層は団体旅行ではなく、個人として日

本に行くので、そういう人たちのマナーが悪いという

話をあまり聞かない。全体としては、以前よりよくなっ

ていると思う。日本人と中国人の本質的な問題はわか

らないが、国の成り立ちが違い、日本は小さな島でお互

いに相手を気遣い、自らの要求をコントロールしなが

ら仲良く調和を保って生活するということを訓練され

た民族だが、中国は自然環境も厳しく、政治環境も厳し

い中で、生き抜いていかなければいけないという根本

的な社会環境の違いがある。中国は、日本人みたいにル

ールを守って生活すると誰かが助けてくれるという生

易しい社会ではないと思う。中国人と日本人の行動パ

ターンの本質的な違いがあるとすればこのような点に

起因するのではないかと思う。 

 

（フロア 2） 

経済面、文化・人材交流、政治。この 3 つでそれぞれ

基本認識を整理すべきだというご指摘であったが、今

は切り分けられない時代になってきているのではない

か。 経済面と価値観の違う安全保障の絡んできた新し

い分野で問題が発生しているときに、大きな政府方針

の中で民間企業は縛られていっているような気がする

状況というのが微妙に影響しているのではないかと心

配している。 

 

（片山先生） 

政治・安全保障、文化・交流、経済の 3 つに切り分け

たが、3 つは無関係に存在しているものではなく、お互

いに連関しながら全体がつくられている。具体的なケ

ーススタディになった時に、経済を優先してこうする

のか、安全保障を優先してこうするのかというのは確

かに一義的に出てこない部分はあると思う。誤解なき

ように申し上げるが、日本政府はファーウェイをター

ゲットにして、「ファーウェイ製品を使うな」などとい

うことを言っているわけではない。そこは安全保障上

のいろいろな要件をつけていることだと思う。 

一帯一路についても、第 3 国のビジネス協力はどん

どんやった方が良いということで、実質的にどのよう

に進んでいるかはわからないが、少なくとも昨年は 52

案件の MOU（基本合意書）にサインした。これも一般

的には 2 つの見方がある。経済的な観点からすれば、

ビジネス的に意味があると思えば、そこで第 3 国でい

ろいろ協力をする。安全保障上は中国がいろいろな形

で拠点となるような港を長期間リースしたりすると、

そこを軍の艦艇が利用するのではないかという安全保

障面のアプローチをするグループの人たちもいる。そ

こでトータルとしてどのような協力をするのかをみな

いとわからない。ケースバイケースで判断するしかな

いので、クリアカットには考えられない。 

アメリカ、中国、日本という関係は、戦前も戦後も日

本外交にとって鬼門だと思う。戦前の日本の失敗の大

きな要因は、最終的に中国問題で日米関係が決定的に

対立をしてしまったところがあると思うが、違った意

味で、アメリカと中国との関係は戦後極めて大事だと

いうことである。日本はアメリカと同盟関係を明確に

する日米安保条約がある。価値を共有するということ

で、これは日本政府の立場からすると、中国の位置づけ

よりは、次元の違う関係だと思う。日本にとってはアメ

リカも大事だし、中国も大事である。他方で次元の違う
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関係の中で、日本はいかにうまくマネージしていける

のか。そこは複雑な連立方程式をケースバイケースで

解いていかざるを得ないと思う。そこは日本の国益の

観点から判断するしかない。 

 

（フロア 3） 

引っ越しのできない日中関係というのは、隣国日本

に対して、中国の方はどう思っているのか。 

 

（片山先生） 

歴史的にも関係の深い隣国という意識はあるのでは

ないかと思う。他方、今の国際関係の中で、中国は P5

（国際連合安全保障理事会）の常任理事国の一員でも

あるし、核兵器も持ち、ミサイルも持つ中で、独自の軍

事政策を持ち、アメリカと対立している。日本は歴史的

な制約と今の憲法のもとで、いろいろな条件を課せら

れて今日の日本の国柄がある。端的にいえば日本は日

本独自で自らの防衛を全うできないという言い方がで

きると思う。その中で、中国からしてアメリカとの関係

は戦略的な大国同士の関係であり、日本との関係は重

要ではあるが、そういう関係ではない。当然、中国とし

てはアメリカとディールができれば日本は付随した要

因であるという要素はあると思うが、それは全てにお

いて思っているわけではない。日本はまだ世界でも3番

目の経済大国であるし、それなりの技術力とかを持っ

ているし、それなりの国際的な影響力をもっているの

で、当然日本との関係はうまくやっていかなければい

けないという意味において中国にとって日本の重要性

はあると思う。 

 

（フロア 4） 

慰安婦像が上海師範大学内に設置された際に、日本

の上海総領事館として抗議をしたのかどうか。像の設

置に対して、中国市民の関心度はどのような感じなの

か。 

 

（片山先生） 

上海のキャンパスに設置され除幕式が行われそうだ

という情報をキャッチした際に、大学当局、中国外交部、

上海市当局などに事実関係を照会し、先ほどのような

結果になった。そもそも、この問題に関心を持つ上海人

はほとんどいない。話題にもニュースにもならない。実

態として、像は残っているが当局も認めてもいない。 

 

（司会） 

先生どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

2.講演資料 
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