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日中激突は予想されていたが、回避措置  
は一切とらなかった。外交不在。

• ２月１６日夜、北京で田中訪中４０周年記念イベントの  
オープニングセレモニーが行われたが，今日の事態  
を予感させた。

• 友好７団体のトップ（１加藤紘一＝友好、２河野洋平  
＝国貿促、３高村正彦＝議連、４野田毅＝日中協会、  
５江田五月＝会館、６張富士夫＝経済、７辻井喬＝文  
交）の胡錦涛会見拒否に無為無策、認知能力の欠如。  
メッセージ伝わらず。野党ボケと無能与党。

• ３月１６日、矢吹警告講演「本番の秋は更に凄まじい  
ことになりそうです」（国際善隣協会・新橋）

• http://www25.big.jp/~yabuki/2012/mitsugetsu.pdf

http://www25.big.jp/~yabuki/2012/mitsugetsu.pdf


メディアは、桜井よしことか中西輝政とか  
渡辺利夫のようなシロウトに中国を語らせ  
るが、無節操もはなはだしい。７～９月

• あるジャーナリストの話である――今の日本のメディア特に民放  は、桜井よしことか中西輝政とか渡辺利夫のようなシロウトに中  国を語らせますが、無節操もはなはだしい。
• 今回の尖閣国有化をめぐっては、
• 7月の段階ですでにCCTV4の「中国新聞」で、「非法」［不法］、「購  島」［島の政府買い上げ］、「閙劇」［茶番劇］をキーワードとして  連日、日本批判を繰り返していました。
• 9月13日のCCTV4昼ニュースは、 初から30分間、尖閣問題の  オンパレード。
• 自称「CCTV4ウォッチャー」の小生は、このままでは済まないと  思っていたのですが、
• 13日夜ＮＨＫの「ニュース9」と、翌14日のＮＨＫ「おはよう日本」7  時～7時45分のニュースには「尖閣なし」。

• あまりにも大きなギャップに絶句――



江戸幕府正保国絵図琉球国12畳3室、舗床に広げる  
沖縄本島＝縦3.51m横5.72m  先島諸島＝縦3.4m横6.25m

• 江戸幕府正保(1644‐48)  国絵図、島津24畳
 

家文書
• ①奄美、②沖縄、③先島
• の3部分からなる。

• 原寸大パネルが東京国  立博物館で特別展示さ  れた。2001年12月‐02年1  
月。

• カタログは『時を超えて語  るもの、史料と美術の名  宝』

• 故井上清(京大)、
• 村田忠禧(横国大)





③先島諸島  縦3.4m横6.25m   
左上は与那国——西(入)表島——  
石垣島——宮古島——右上、珊瑚嶼



尖閣領有権の焦点1—無主地か
• 1.固有の領土の論拠、「無主地」先占が危うい。

• 1‐1.琉球の領土は久米島まで。

• 1‐2.明朝の冊封使は、尖閣・釣魚⇒黄尾嶼・久場島⇒  
赤尾嶼・大正島[ここまで大陸棚]⇒1000‐2000mの海  
溝・黒潮⇒久米島へ。

• 1‐3.政府の基本見解。1895年1月14日に現地に標杭  
を建設する閣議決定を行い編入。⇒実際に標柱を建  
てたのは、74年後の1968年5月10日、琉球政府の領  
有宣言は、1970年9月10日。日本は忘却した。

• 1‐4.  無主地といえるか、疑問。

• 1‐5.人民日報1953年1月8日「琉球群島人民の米占領  
に反対する闘争」は、尖閣を沖縄に含めた。中国も無  
関心であった。



沖縄トラフを結ぶ尖閣と久米島



井上馨外務卿1885年  
[先占閣議決定の10年前]

• 沖縄県久米(赤)島、久場島[黄尾嶼]、魚釣島  
[尖閣]、国標建設ノ件

• 近頃清国ノ新聞ニ我政府ハ清国ニ属スル台湾地  
方ノ島嶼ヲ占拠セシ様ノ風評ヲ掲ゲ清政府ノ注  
意ヲ喚起セシテアリ故ニ此際最一番タル一小嶼  
ニハ暫時ハ着分不相応ノ不要ノコンプリケー  
ション[紛糾]ヲ避クルノ好政策ナルベシ

• －－外交史料館、帝国版図関係雑件



山県有朋内務卿の指令  １８８５年  
[先占閣議決定の10年前]



尖閣領有権の焦点2  
—棚上げ・共同開発の経緯

• 1.  田中角栄・周恩来会談で田中が提起した。外  
務省の会談記録には、第三回首脳会談1972年9月  
27日の発言が記録されている。

• 2.  なお、橋本恕中国課長は第四回首脳会談1972  
年9月28日午後3時からの発言としているが、これ  
は橋本恕の記憶違いとみられる。橋本恕は2000年  
4月4日清水幹夫への証言で、真実をやや詳しく  
語った。大平正芳記念財団編『去華就実  聞き書  
き大平正芳』2000年

• 3. 1978年8月10日、園田外相訪中し、北京で、鄧  
小平・園田会談。

• 4.  鄧小平東京記者会見「未来に目を向けた友好  
関係を」  1978年10月25日日本記者クラブホーム  
ページ  http://www.jnpc.or.jp/files/opdf/117.pdf

http://www.jnpc.or.jp/files/opdf/117.pdf


資料1. 外務省が公表した「田中角栄首相、  
周恩来総理会談」記録

• 第三回首脳会談1972年9月27日午後4時10分から、  
国際問題を語り、そのなかで尖閣を話した。

• 田中総理 「尖閣諸島についてどう思うか?  私のとこ  
ろに、いろいろ言ってくる人がいる」。

• 周総理 「尖閣諸島問題については、今、これを話  
すのはよくない。石油が出るから、これが問題に  
なった。石油が出なければ、台湾も米国も問題に  
しない」。――『記録と考証、日中国交正常化』岩  
波書店、2003年、68ページ。



外交部顧問として、日中会談に同席した  
張香山の回想記はもっとも詳しい

• 田中首相1――「私はやはり一言言いたい。私はあなたの側の寛大な態  度に感謝しつつ、この場を借りて、中国側の尖閣列島（＝釣魚島）に対す  る態度如何を伺いたい」。
• 周総理1――「この問題について私は今回は話したくない。今話しても利  益がない」。
• 田中首相2――「私が北京に来た以上、提起もしないで帰ると困難に遭  遇する。いま私がちょっと提起しておけば、彼らに申し開きできる」［申し  開きの中国語＝交待］。
• 周総理2――「もっともだ！そこは海底に石油が発見されたから、台湾は  それを取り上げて問題にする。現在アメリカもこれをあげつらおうとし、こ  の問題を大きくしている。
• 田中3――「よし！これ以上話す必要はなくなった。またにしよう」。
• 総理3――「またにしよう。今回我々は解決できる基本問題、たとえば両  国関係の正常化問題を先に解決する。これは も差し迫った問題だ。い  くつかの問題は時の推移を待ってから話そう」。
• 田中4――「一旦国交が正常化すれば、私はその他の問題は解決できる  と信じる」。
• 出所：『日本学刊』1998年第1期



資料3. 田中メッセンジャー役を務めた竹  
入義勝の証言

• 尖閣列島の帰属は、周首相との会談で、どうしても言  
わざるを得なかった。「歴史上も文献からしても日本  
の固有の領土だ」と言うと周首相は笑いながら答えた。

• 「竹入さん、われわれも同じことを言いますよ。釣魚島  
は昔から中国の領土で、わが方も見解を変えるわけ  
にはいかない」。

• さらに「この問題を取り上げれば、際限ない。ぶつかり  
あうだけで何も出てこない。棚上げして、後の賢い人  
たちに任せしょう」と強調した。

• ――『記録と考証、日中国交正常化』岩波書店、2003  
年、204ページ。



資料4. 1978年8月10日、園田外相訪中  
北京で、鄧小平・園田会談1

• 中日両国間には若干の懸案がないわけではない。たとえば、日本は  尖閣列島と呼び、中国は釣魚島と呼ぶ、この問題もあるし、大陸棚の  問題もある
• （我們両国併不是不存在一些問題的。比如你們説的尖閣列島，我們叫釣魚台

 問題，還有大陸架問題）。
• 日本では一部の人がこの問題を利用して『友好条約』の調印を妨害したではあ

 りませんか。わが国にも調印を妨害した人がいないわけではない。たとえばアメ
 リカに留学し、アメリカ国籍をとった者、一部の華僑たち、彼らの中に「保釣」運

 動がある。台湾にも「保釣」運動がありますよ
• （但在你們国内不是有一些人企図挑起這様的事情来妨礙和平友好条約的簽

 訂嗎？我們中国人也不是没有這種人，比如説，我們留美的，加入美国籍的，
 有些還是華僑，不是有一個保釣島嗎？在台湾也有＂保釣＂呢！）。

• この種の問題は、今引っ張りだしてはいけない。『平和友好条約』の精神が  ありさえすれば、何年か放って置いておいて構わない。何十年か経って協議
 整わずでもかまわない。まさか解決できなければ、仲違いでもないでしょう

• （這様的問題現在不要牽進去，本着「和平友好条約」的精神，放幾年不要緊，
 很可能這様的問題，幾十年也達不成協議。達不成，我們就不友好了嗎？）



資料4. 1978年8月10日、園田外相が訪中  
して北京で、鄧小平・園田会談2

• 釣魚島問題は片方に置いてゆっくりゆうゆうと考えればよい。中日両国間には確かに懸案は
 ある（要把釣魚台問題放在一辺，慢慢来，従容考慮。我們両国之間是有問題的）。

• 両国は政治体制も置かれている立場も異なる。いかなる問題でも同じ言い方になるのは不
 可能だ。とはいえ、同時に両国は共通点も多い。要するに、『小異を残して大同に就く』ことが

 重要だ（我們両国政治体制不同，処境不同，不可能任何問題上都是同様語言。但是我們間
 共同点很多，凡是都可以「求大同，存小異」）。

• われわれは多くの共通点を探し、相互協力、相互援助、相呼応する道を探るべきです。『友
 好条約』の性格はつまりこのような方向を定めている。まさに園田先生のいう新たな起点です

 （我們要更多的尋求共同点，尋求相互合作，相互幫助，相互配合的途径）条約的性質就是
 規定了這方向，正是你説的一個新的起点）。

• 園田は次のように応じた――

• 鄧小平閣下がこの問題に言及されたので、日本外相として私も一言発言しないわけにはいき
 ません。もし発言しないとすれば、帰国してから申し開きできない。尖閣に対する日本の立場
 は閣下がご存じの通りです。今後二度とあのような偶然［張香山注、中国漁船隊が尖閣海域
 に侵入したこと］が起こらないよう希望したい。私はこの一言を申し上げたい（你談了這個問

 題，我作為日本外相，也不能不説一点。如果不説，回去就不好交代。関于日本対尖閣的立
 場，閣下是知道的，希望不再発生那様的偶然事情指中国捕魚船隊，一度進入釣魚島海域，

 我講這麽一句）。
• 鄧小平は次のように応じた――
• この種の事柄を並べると、われわれの世代の者には、解決方法が見出せない。次の世代は、

 その次の世代は、解決方法を探し当てることができるでしょう（把這様的事情擺開，我們這
 一代人，没有找到辦法，我們的下一代，再下一代総会找到辦法解決的）。



鄧小平記者会見「未来に目を向けた  
友好関係を」1978年10月25日

• 資料5. 鄧小平副首相尖閣列島は、我々は釣魚諸島と言います。だから名前も
 呼び方も違っております。だから、確かにこの点については、双方に食い違った
 見方があります。

• 中日国交正常化の際も、双方はこの問題に触れないということを約束しました。
• 今回、中日平和友好条約を交渉した際もやはり同じく、この問題に触れないと

 いうことで一致しました。中国人の知恵からして、こういう方法しか考え出せませ
 ん。

• というのは、その問題に触れますと、それははっきり言えなくなってしまいます。
 そこで、確かに一部のものはこういう問題を借りて、中日両国の関係に水を差し
 たがっております。

• ですから、両国政府が交渉する際、この問題を避けるということが良いと思いま
 す。こういう問題は、一時棚上げにしてもかまわないと思います。

• 十年棚上げにしてもかまいません。我々の、この世代の人間は知恵が足りませ
 ん。この問題は話がまとまりません。

• 次の世代は、きっと我々よりは賢くなるでしょう。そのときは必ずや、お互いに皆
 が受け入れられる良い方法を見つけることができるでしょう。

• ――鄧小平記者会見「未来に目を向けた友好関係を」1978年10月25日日本記
 者クラブホームページhttp://www.jnpc.or.jp/files/opdf/117.pdf

http://www.jnpc.or.jp/files/opdf/117.pdf




資料6．衆院安保特別委の議事録  
（2010年10月21日）

• 船長逮捕事件における前原誠司発言が出た際の、民主党議員の質問で  す。「棚上げ」を園田直外相も大平正芳首相も認めていたと紹介していま  す。
• ○神風英男委員（民主）＝（野田内閣・野田改造の防衛大臣政務官）  日本としては、（棚上げ）合意がないという立場であろうと思います。た  だ、当時大平内閣のもとで、当時の沖縄開発庁が調査団を尖閣諸島に  派遣した、この調査に関して、中国が、鄧小平副首相との合意に反する  という抗議があったわけであります。
• これを受けて、衆議院の外務委員会において、当時の園田直外務大臣  がこのように述べられている。  「日本の国益ということを考えた場合に、じっとして今の状態を続けて  いった方が国益なのか、あるいはここに問題をいろいろ起こした方が国  益なのか、私は、じっとして、鄧小平副主席が言われた、二十年、三十  年、今のままでいいじゃないかというような状態で通すことが日本独自  の利益からいってもありがたいことではないかと考えます」  こういうように述べられているわけでありまして、いわば棚上げ状態に  しておくことが日本の国益にも合致するんだというような趣旨のことを当  時の園田外務大臣が述べられ、また、いろいろその当時の議事録を拝  見しますと、大平総理も同じような立場に立っているようであります。



釣魚島は中国固有の領土である  
中国版『尖閣白書』  2012‐9‐25

• 前書き
• 一、釣魚島は中国固有の領土であ  る

• 二、日本は釣魚島を窃取した
• 三、米日が釣魚島をひそかに授受  したことは

• 不法かつ無効である
• 四、釣魚島の主権に対する

• 日本の主張にはまったく根拠がな  い
• 五、中国は釣魚島の主権を守るた  めに

• 断固として闘う
• 結びの言葉

• 問題の核心

• 尖閣は中国固有の領土、これが  中国の強み＝日本の弱み。ポツ  ダム宣言で「清朝から窃取した領  土」の返還を受け入れた。

• 尖閣は「台湾割譲の前夜」に「無主  地先占」を閣議決定したが、無主  地か否か。
• その後、日本が「実効支配」してい  る。これが日本の強み。＝中国の  弱みは、実効支配していないこと。

• 結論は「痛み分け」しかあるまい。



「無主地先占」論は危うい
• 1885年9月22日、沖縄県令が釣魚島を秘密調査した後、山県有  

朋内務卿に提出した秘密報告では、これらの無人島は「『中山  伝信録』に記載された釣魚台、黄尾嶼、赤尾嶼などと同一の島  嶼であり」、すでに清朝の冊封使船によってよく知られ、かつ琉  球に向かう航海の目印として、それぞれ名称が付けられている。  したがって、国の標杭を立てるべきかどうか懸念があり、それに  ついて上の指示を仰ぐ、としている。
• 同85年10月9日、山県有朋内務卿は井上馨外務卿に書簡を送  り、意見を求めた。10月21日、井上馨から山県有朋宛ての回答  書簡では、「この時機に公然と国の標杭を立てれば、必ずや清  国の猜疑心を招く。ゆえに当面は実地調査およびその港湾の形  状、後日開発が期待できるような土地や物産などを詳細に報告  するにとどめるべきである。国の標識設置や開発着手などは、  後ほど機会を見て行えばよい」としている。
• 井上馨はまた、「今回の調査の件は、おそらくいずれも官報や新  聞に掲載しないほうがいい」ことをとくに強調した。そのため、日  本政府は沖縄県が国の標杭を立てる要求に同意しなかった。



「先占宣言」以前の状況認識

• 1890年1月13日、沖縄県知事はまた内務大臣に、釣魚島などの島嶼は  「無人島であり、今までその所轄がまだ定められていない」、「それを本  県管轄下の八重山役所の所轄にしてほしい」との伺いを出した。
• 1893年11月2日、沖縄県知事は国の標杭を立て、版図に組み入れること  をふたたび上申したが、日本政府はやはり回答を示さなかった。甲午戦  争の2カ月前、すなわち1894年5月12日に、沖縄県は釣魚島を秘密調査  した後、次のとおり 終結論を出した。
• 「明治18年（1885年）に県の警察を派遣して同島を現地踏査して以来、さ  らなる調査を行ったことがないので、より確実な報告を提出することがで  きない。…そのほか、同島に関する旧記文書およびわが国に属すること  を示す文字の記載や口碑の伝説などの証拠はない」。

• 日本外務省が編纂した『日本外交文書』では、日本が釣魚島の窃取を  企んだ経緯がはっきり記載されている。
• その中の関係文書が示しているように、当時日本政府は釣魚島を狙い  始めたが、これらの島嶼が中国に属することをよく知っており、軽々しい  行動に出られなかったのである。



デモの意味するもの

• 毛沢東像は、薄煕来分子にあらず。

• 「有利・有理・有節」の毛沢東ゲリラ戦術の活用を  
示唆するもの。

• ⇒田中・周恩来による講和を反故にした日本との  
関係は、「抗日戦争の延長」と解される。

• ⇒満洲事変以来の戦争は続く、とする認識。

• デモは、ひとまず抑えたが、尖閣周辺への監視艇  
活動は今後すます展開する持久戦＝消耗戦にな  
る。海軍の活動も活発になる。



2010 2010-12年の日中衝突

9月7-8日未明 中国漁船閩晋漁5179号が海保巡視艇に衝突、船長逮捕。24日釈放。

9月11-12日未明 戴秉国主任が岡田外相に連絡するも、電話つながらず。

9月14日 民主党代表選挙までの権力空白

9月23日 ヒラリー・前原会談(日米安保公共財)、オバマ・温家宝会談⇒中国軍公共財。

9月24日 船長釈放。

2012/1/16
藤村修官房長官が排他的経済水域の外縁の管理を強化するため、39の無人島の名称を確定す

 ると発表。「今回問題を引き起しそうなのは尖閣諸島付近の4島だ」(WSJ、1月18日)

2012/1/30
矢吹はNHKで1時間レクチャー、31日ニュースウォッチ放映、2月1日フェニックスと星条旗

 新聞が取材。断る。

2012/2/17
胡錦涛が直島政府特使、日中7団体]加藤紘一、河野洋平、江田五月、高村正彦、野田毅、辻

 井喬)との会見を拒否。尖閣周辺の無人島命名に不快感。[このメッセージを加藤以下理解せ
 ず]

2012/3/3 外交部洪磊報道官が日本の命名に抗議するとともに、中国も命名したと発表。

2012/3/16 国際善隣協会講演「日中不信とチャイメリカ」

2012/4/16 石原都知事が米ヘリテージ財団主催のシンポジウムで講演し、尖閣諸島の一部を都が買い取
 る意向を示す

2012/4/18 野田首相が尖閣国有化について「あらゆる検討をしたい」と国会答弁

2012/5/13 北京で日中韓サミット。尖閣問題で首脳間応酬あり。

2012/5/20 矢吹著『チャイメリカ』出版。

2012/5/22 防衛相記者会見。郭伯雄訪日中止を問われて「両国間のいろいろな、防衛のみならず外交上
 の問題あるいは内政上の事情と、こいうこともございまして、いま、若干の日程調整が行わ
 れておると認識しております」。この認識は大間違い。

2012/5/28 胡徳平(胡耀邦長男、政協委員)訪日延期。友好秘話を描くドキュメンタリー「暖流」のため
 に訪日を予定していた



2012/6/7 丹羽宇一郎中国大使が英FTに、日中の危機を語る

2012/7/6 政府の国有化方針を都に伝える

2012/8/19 首相と都知事が極秘会談

2012/8/22 都が調査のために上陸許可を申請

2012/8/27 上陸申請の不許可を政府が都に伝える

2012/9/2 都が洋上から現地調査

2012/9/3 政府が地権者栗原国起と国有化で合意、代価20.5億円。

2012/9/4 政府の国有化方針を都に説明

2012/9/9 ウラジオストクで胡錦涛・野田首脳立ち話しかできず。関係悪化を世界に示す。

2012/9/10 政府が関係閣僚会議で国有化を正式決定。

胡錦涛がメンツをつぶされた、と激怒。

2012/9/11 政府と地権者が売買契約を締結、国有化。

中国外交部声明、「史実と国際法を蹂躙するもの」。

2012/9/12 1.胡錦涛、2.呉邦国、3.温家宝、6.李克強の4常務委員の反日表態

(全中国として反日方針を確認したに等しい)

2012/9/14 6隻の海監船「執法巡航」

2012/9/14 「領海基点基線表と海図」を国連海洋法委に提出。

2012/9/15 中国50都市でデモ、一部暴徒化。

2012/9/16 中国80都市でデモ。

2012/9/18 中国100都市でデモ。満洲事変の発端、柳条湖鉄道爆破事件記念日。

2012/9/19 デモは禁止、監視船の派遣は強化。



中国は尖閣諸島を放棄したと見なされて  
もやむをえない朝日新聞2011年12月22日

• 国交正常化で主張しなかった領  
土について、いまさら中国固有の  
領土に組み込もうとするのは不可  
解。

• これほどあからさまに中国の立場  
を無視した本に、朝日新聞と毎日  
新聞は大賞を与えた。これは何を  
意味するか。



大仏次郎論壇賞の軽薄

• 論壇賞審査委員は日中問  
題の素人

• 佐々木毅・元東大総長

• 山室信一・京大教授

• 橘木俊詔・同志社大教授

• 米本昌平・東大特任教授

• 大軒由敬・朝日新聞論説  
主幹

• 2011年度大佛次郎論  
壇賞、アジア・太平洋賞  
特別賞の、ダブル受賞  
本。

• ダブル受賞のからくり  
栗山尚一元駐米大使が  
会長を務めるアジア調  
査会がアジア・太平洋  
賞特別賞を与えた。(毎  
日新聞)



チャイメリカ‐‐‐‐米中結託と日本の進路  
花伝社  5月20日刊



40年の不満  
が9月9～10日  
わずか1日の  
メンツつぶ  

し  
でキレた



1895年1月無主地  
占先:5月台湾割譲  
国際法の法理  

帝国主義の遺産  
1.台湾の付属島  
2.ポツダム受託で中  
国に返還  
3.鄧小平棚上げ、次の世  
代にまかせる⇒いま「次の  
世代」登場。日本が約束を  
反故にしたからにはこれま  
での約束に拘束されない。



毛沢東が『楚辞集注』を  
田中角栄に贈る1972年9月27日

• 毛沢東曰く  「迷惑の使い  
方は、田中先生が上手だ」  
「中国語のmihuoは、楚辞  
集注に書いてある通り、日  
本語とは異なる」

• 服部著は、毛沢東はこの  
本をニクソンにも贈ってい  
るから、特別の意味はない  
とデタラメを書いている。



• 田中角栄・周恩来会談の焦点、9月26日午後第2回首脳会談
• 冒頭、周恩来は、「『迷惑をかけた』との言葉は中国人の反感をよぶ。中国では迷惑＝麻煩

 とは小さなことにしか使われない」と批判[実はmihuoではなく、mafanをさす]
• 服部は、「その模様を橋本［中国課長］は、「(周総理は)怒髪天をつかんばかりの怒り方

 だったですからね。大平さんは一瞬蒼くなっちゃった」と説明し、「スピーチを酷評された田中
 は、言い返さなかったのか。日本外務省記録には出てこないが、田中は「ご迷惑」を周に批判

 されると、その場で言い返していた」と記す。
• 「橋本に確認したところ、「『ご迷惑』発言については、[田中自身が]周発言の直後にちゃんと

 やりましたよ」と記述。重大な証言だが、その深刻な意味に服部が気づかない。

• 外務省記録では、田中は「大筋において周総理の話はよく理解できる」と述
 べたことになっている。「怒髪天をつかんばかりの怒り方」をした周恩来発言に対して、田中

 が「大筋においてよく理解できる」と答える会談はありえない。

• 私は中国に出向いて、中共中央文献研究室や中共中央党史研究室を訪ね、日本外務省記
 録で削除された部分の復元を試みた。

• 外務省担当者による公文書改竄は、日本の世論を誤まらせただけではない。より深刻なの
 は、これが中国側に与えた衝撃だ。

• 田中解释说；从日文来说添了麻烦是诚心诚意地表示谢罪之  意，而且包含着保证以后不重犯，请求原谅的意思。如果你们  有更适当的词汇，可以按你们习惯改。
• 「チャイナスクール外し」によって手柄を独占しようとした橋本には、智恵が回らない。中国語

 を解さない橋本が日本側の窓口を務めたのは、交渉相手の肉声を聞けない点で大いなる不
 幸であった。縄張り争いを自慢する態度は論外。



• 姫鵬飛外相の回顧録「飲水不忘掘井人」（『周恩来的 後歳月』中央文  献出版社、一九九五年、等に再録）
• 敗戦50周年前後から江沢民流「愛国教育」運動という形の、事実上の反  日運動が広範に展開されたが、そこで大衆を煽動する口実として も広  く用いられたのが「戦争を謝罪しない日本」という決まり文句。
• 交渉の立役者・大平正芳は1980年に急逝し、心情を吐露した田中は93  年に死去したが、もし彼らが存命ならば、中国側の誤解と、誤解へ導い  た橋本流の解釈を激怒したに違いない。

• 会談記録改竄に責任を負う橋本や、身勝手な論理を振り回して混乱を  招いた条約課長栗山のような向米一辺倒の高官が外務省を牛耳るな  
かで、日中相互不信の悪循環が深まり続けた。

• 私が橋本による会談記録改竄をきわめて遺憾に思うのは、改竄によって、  
中国側の対日不信の直接的根拠を作っただけでなく、日本側が江  
沢民流の反日キャンペーンに異議申し立てを行う論拠を失わせた  点である。

• 田中の謝罪表明は、元来中国側の対日関係者にとって自明の事柄で  あった。

• 外務省記録の改竄によって新たな相互不信が拡大したことが、国交正  常化20～30年の日中不信の一要因。
• その後遺症が、40年記念イベントの低調ぶりにつながる。



田中角栄の迷惑(謝罪)と  
橋本恕の迷惑(青嵐会・慎太郎対策)

• ご迷惑＝添了麻煩
• 中国語がまるでできない橋  

本恕課長が、チャイナスクー  
ルを外して、脳味噌をしぼっ  
て考えた表現を

• 中国語はできるが、日本語  
メイワクの幅を知らない  
小原育夫通訳が文字通りに  
直訳した。

• 橋本と角栄の違いを知った  
あとでも、橋本恕に味方して、  
誤訳ではないと強弁した。

• 角栄の真意

• ご迷惑＝  誠心誠  
意地表示謝罪  
之意

• 以后不重犯，请  
求原谅的意思。



毛沢東の書斎にて1972.09.27  
姫鵬飛+周恩来+毛沢東  田中+大平+二階堂  廖承志
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不信の原点台湾問題。「実効支配」論の  
ダブルスタンダード①台湾に限る適用。

• 台湾政府と結んだ日華平和条約には「台湾及び澎湖諸島」の呼称が6回  登場する。
• 第2条で1回、第3条で2回、第10条で3回、以上6回にわたって「台湾及び  澎湖諸島」が繰り返され、この条約の適用範囲を、この地域に特定して  いることが分かる。
• 日華平和条約を結んだ吉田茂の立場(1952年6月26日参議院外務委員  会答弁)。
• 「日華条約は、早く隣国との間に条約関係に入りたいという考えから入つ  

たのであります。これが将来中共政権に対して云々ということでご  ざいますが、これは、日華条約は一に台湾政権との関係においていたし  たのであつて、中共政権についての関係はないのであります。
• 今後どういうふうな関係に入るか、将来の発展に待つよりいたし方ない  かと思います」。
• 吉田は「日華条約は、一に台湾政権との関係においていたした」ものと  対象を限定し、「中共政権についての関係はない」と明言し、選択の自由  を留保したのであった。



「実効支配」論のダブルスタンダード  
②実効支配なき大陸に及ぶ賠償放棄。

• 日華条約第4条と第5条「1901年9月7日 終議定書、附属書、書簡及び文書の
 規定から生ずるすべての利得及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権
 利及び利益を放棄したことが承認される」⇒ここに問題あり。

• 日中戦争の大部分は、台湾ではなく大陸で戦われた。大陸に関わる賠償につ
 いて、すでに亡命した立場にある蔣介石政権に交渉の権限があったとするのは、

 全くの虚構。
• 蔣介石亡命政権との間で台北で調印した条約をもって、「中国大陸全体に適用

 できる」とする虚構・非条理を断固として主張したのが、わが外務省条約局。

• ⇒高島を法匪と激怒する周恩来。⇒実は高島のような法律論のでき  る官僚が欲しいと述べたものと曲解し、周恩来の名を騙り、自己弁護した
 官僚たち。

• わが条約局は日華条約の歴史性・限界性を再考せず、これを絶対化することが
 日本の国益を守ることであり、国際法の正義だと主張しつづけたが、彼らが守

 ろうとした国益とは何か。
• 40年の歳月に照らすと、歴史は虚偽を暴く力をもち、単なる愚行にしか見えない。

 (青嵐会・慎太郎的愚行)



②日本政府の台湾認識—北京側実効支  
配の欠如を強調(共同声明日本案の対中説明)

• 1台湾に対するすべての権利を放棄したわが国は、  
台湾の法的地位に関して独自の認定を下す立場  
にない。⇒帰属未定論へすり替え。

• 2台湾はカイロ・ポツダム宣言に従い、中国に返還  
されるべき。

• 3台湾独立を支援する意図はまったくない。

• 4台湾が別個の政権の支配下にあることから生ず  
る問題は国内問題である。

• 5台湾問題は平和的に解決されるのが望ましい。  
⇒周辺事態法における台湾の扱い。



ウラジオストクで胡錦涛ｖｓ．  
野田両首脳、立ち話しかできず



国防部スポークスマン  
耿雁生も表態(決意表明)



96年以後、外務省が黙契を否定した



双方の共識に戻れ、コリコウぶりをやめよ  
尊厳のある国に戻れ



憂慮すべき日中悪化  
‐‐‐日本ほど中国嫌いの国はない



The
 

Pew Research Center’s Global Attitudes Project
 

conducts public opinion surveys around 
 the world on a broad array of subjects ranging from people’s assessments of their own lives to 

 their views about the current state of the world and important issues of the day.
 Nearly 300,000

 
interviews in 59

 
countries have been conducted as part of the project’s work.



米中蜜月と日中不和



憂うべき日中不和  
総理府・外交の世論調査



Heywood毒殺事件11‐11‐15と薄煕来失脚12‐4‐9



Patrick Henri Devillers,  52, was arrested by   
Cambodian police officers,  22 Jun 2012 

• on June 13 at his two‐  storey villa in Phnom Penh,   after a request was made   by China for his   extradition.
・建築家として大連市街の  改装に協力、関向応の娘、  関傑と結婚。道教研究
・ルクセンブルグにD2  Properties設立。  NYTimes,may  17.
$6  billion  送金＝約5000億円



薄煕来解任の理由

• 国務院商業部長から副総理昇格かなわず、重慶  
市書記へ。

• 重慶モデル、唱紅打黒(保守派、長老派への迎合、  
改革開放批判。

• 猟官賄賂5000億、マネーロンダリング(外国に60億  
ドル蓄積)

• Heywood---Hakluyt---MI 6 [英諜報機関]
• Lord Powellポゥル卿---Thacher, Major首相の  

Private Secretaryという官職。現 Dilligent Co.役  
員---MI5 薄瓜瓜のメンター、オクスフォード大。



Hakluyt  confirmed  periodic  report  for  it,  
a  intelligence  firm  by  former  MI  6  officer

• 政治リス  
ク対策

• 世界のグ  
ローバル企  
業1000社中  
の16%と契約  
し、セキュリ  
ティ情報を毎  
日発信。

• 日本の企業  
で契約してい  
る企業は?



ヘイグ外相、政府MI6雇用を否定したが、  
ハックルートHakluytに触れず



薄瓜瓜オクスフォード大メンター  
ポゥル卿はMI5系Diligence 社幹部



ポゥル卿の逆襲、ヒラリーがフォスターを殺した＝  
中国に情報を流したのはヒラリーと非難か?



トップ９が８０００万の党員、  
13億人民に君臨



幹部人事－－3つの規則  
2006年8月6日

• 中共中央办公厅印发2006年8月6日
• 1.《党政领导干部职务任期暂行规定》

• 第三条「任期は５年とする」  （党政领导职务每个任期为５年）。

• 第六条「再任は２期限り。３期はなし」
• （党政领导干部在同一职位上连续任职达到两个任期，不再推荐、提名或者任命担任同一

 职务）。
•

• 2.《党政领导干部交流工作规定》

• 3.《党政领导干部任职回避暂行规定》

• 第三条「夫婦や直系親族を避ける」  有夫妻关系、直系血亲关系、
 

三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的，不得在同一机关担任双方直接隶属
 于同一领导人员的职务或者有直接上下级领导关系的职务，也不得在其中一方
 担任领导职务的机关从事组织（人事）、纪检（监察）、审计、财务等工作。

• 第四条
 

领导干部的配偶、子女及其配偶以独资、合伙或者较大份额参股的
 

方式，经营企业或者举办经营性民办非企业单位的，该领导干部不得在上述企
 业或者单位的行业监管或者业务主管部门担任领导成员。



ガイトナー・ヒラリー・王岐山・戴秉国  
ロック大使・楊潔篪外相2012.5北京



米中、三つのキーワード

• 2006年ゼーリック副長官、Responsible Stakeholder
• 2009年スタインバーグ副長官、Strategic Reassurance
• 2010年、ペンタゴン白書、中国軍の活動を

• International Public Goodsと称賛。平和維持部隊、テ  
ロ対策、震災対策、等。

• 北朝鮮6カ国会議やイラン問題その他、中国の(政治  
的・経済的・軍事的)助力を得て、世界覇権を維持す  
る弱々しい姿。

• American Empireから  Chimerica へ進む。

• これはキメラChimeraに似た怪物だ。



米中政府対話とそれぞれの内政

• 習近平訪米直前の王立軍駆け込み事件

• ⇒⇒米は、中国当局に恩を売り、貸しをつくったが  
(外交得点)、議会と共和党に批判されるオバマ政  
権(内政失点)。

• 米中対話前夜の陳光誠亡命事件

• ⇒⇒王立軍拒否の失点を埋め合わせる宣伝材料  
としての、もう一つの人権外交。ヒラリーの北京土  
産作りのための、米中の民間協力(内政得点) 。



中国の保有は1.7兆ドル  2011.6



中国の外貨準備と米国証券56%



米中貿易は日中の2.5倍  
赤は米中、青は日中





政治改革の無期延期 2011 年3 月
• 全人代で呉邦国委員長「五つのやらない」（五個不  
搞）を強調。

• 1. 複数政党による政権交代はやらない。

• 2. 指導思想の多元化はやらない。

• 3.「三権分立」と両院制はやらない。

• 4. 連邦制はやらない。

• 5. 私有化はやらない。

• 原文＝中共“不搞1.多党轮流执政，2.不搞指导  
思想多元化，3.不搞‘三权鼎立’和两院制，4.  
不搞联邦制，5.不搞私有化”。





日中修復の展望

• 若い教え子からのメール
• 私は昨年の8月から中国蘇州  で働いております。
• 先日、尖閣諸島の国有化を  きっかけにした反日デモを体験  し、先生に一言挨拶したくなり、  メールする次第です。
• 9/15(土）日本人が主に使って  いる商業街の日本料理屋は壊  滅的な被害を受けました。
• しかしながら、3日後には徐々  に営業を開始し、1週間後には、  ほぼ90％の日本料理屋が営業  再開しました。
• その再生力には驚きました。

• 野田政権のもとでの修復は不  可能であろう。
• 次期政権は安倍内閣か。その  場合、安倍電撃訪中の二の舞  か。
• 小泉純一郎首相の靖国参拝  で日中関係が極度に冷え込ん  でいた2006年当時、安倍氏は  首相に就任するや電撃訪中し  た。
• 靖国参拝について「行くとも行  かないともいわない」と説明し  て関係を修復。
• これを機に中川秀直・幹事長  を団長とする自公の訪中団を  派遣し日中関係は大きく改善  に向かった。
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