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岡田直敏（代表質問・日経）：日中関係は経済

面では極めて緊密さを増しています。きょうの

大使のお話でも、相互にとって最大の貿易相手

国にもなりつつあるというようなことでした。

ただ、経済関係の活発さに比べて、政治面では

やはり停滞感があるのではないか。「政冷経熱」

というような言い方もされているようです。そ

の背景に、やはり小泉さんの靖国神社参拝問題

がある、というのが否定できない事実ではない

かと思います。 
 
この問題が表面化して以降首脳がお互いの首

都を訪れ合うという形での首脳会談がとだえ

ております。極めて不自然な状態とみえるわけ

ですが、この問題を打開する糸口について、大

使はどのようなことをお考えか。 
 
王大使：「政冷経熱」という現象は、確かに正

常ではありません。これは双方の共通利益にも

合致しません。これは長続きもしないだろうと

私は思います。最終的には、両国の深まった経

済関係の発展にも影響を及ぼすのではないか

と思います。 
 
したがいまして、両国の各界の方々がこの問題

を十分に重視して、何とかしていまの局面をシ

フトした方がいいのではないかと思います。政

治関係が健全、順調に発展できない主な障害と

して靖国神社問題があるからなのです。この問

題の本質は、過去の歴史に正しく対処できるか

どうかなのです。問題は、十四人のＡ級戦犯を

まつっていることです。Ａ級戦犯は、日本の対

外侵略戦争を起こし、指揮した責任者で、日本

の一般の民衆も、そのとき害を受けました。 
 
Ａ級戦犯のほとんどは中国に対する侵略戦争

にかかわっており、そのうちの多くの人が中国

を侵略した軍隊で要職につき、関東軍の参謀長

や司令官をしていた人が四人いました。こうし

た人たちが、中国の国民に対して大きな罪を犯

しました。こうした人たちに対して、いわゆる

敬意を表することは、あの戦争での被害国、と

りわけ軍国主義から最も大きな災いを受けた

中国国民の感情をもろに傷つけ、中日関係の政

治基盤をも揺るがすもので、中国国民にとって

受け入れがたいものなのです。 
 
靖国問題は外交課題 
 
日本の多くの方が、その独自の文化や死生観を

紹介してくださいました。私どももそういう事

情は承知しており、日本の内政に干渉するつも

りは毛頭ありません。しかし、この問題は、も

はや完全に日本の内政とはいい切れない。すで

に日本の内政を超えており、純粋な文化問題で

もなく、物事の是と非、そして国際正義を守る

かどうかにかかわる外交問題になっておりま

す。 



 
この問題においては、日本の国情を考える必要

もありますが、それよりももっと戦争で大きな

災難に遭った中国国民の感情を考える必要が

あるのではないかと思います。中日共同声明と

国際的コンセンサスで対処し、取り扱う方がい

いと思います。私は日本国民の皆さまに、この

問題における中国側の立場を理解していただ

けるよう、心から願っております。そして、日

本の指導者に考え直していただき、中日友好関

係の大局と両国の長期的な利益から、中国の国

民感情を傷つけるようなことをしないように

希望しています。 
 それと関連しまして、最近、日本の新聞でし

ばしばみられる、いわゆる反日教育の問題につ

いて触れたいと思います。 
 
どの国も愛国教育をしていると思います。中国

の愛国教育の趣旨と目的は、国民、特に若い人

たちに自分の国の歴史を知ってもらう、そして

国民が絶えず努力して、みずからの国を立派に

建設していくということであります。このよう

な教育は、どの国にも向けるものではありませ

ん。 
 
中日の間には 2000年の交流があります。中国
の歴史教科書の中で、自然なことですが、日本

に関連する内容が少なくありません。しかし、

いずれも事実どおりに歴史を述べており、過去

の友好交流の歴史もあれば、日本の軍国主義が

中国を侵略した事実も書いてあります。 
 
中国には愛国教育はありますが、反日教育はあ

りません。もし日本に向かって何かがあるとす

れば、それは対日友好の教育ではないかと思い

ます。毛沢東の時代から、中国の歴代の指導者

は一貫して、侵略戦争の責任は日本のごく少数

の軍国主義者が負うべきで、その軍国主義者の

象徴はまさしくＡ級戦犯である、と述べてきま

した。それだけでなく、広範な日本人民も被害

者であり、中日両国国民は子々孫々まで友好で

いかなければならない、というふうに教えてき

ました。 
 
歴史を振り返ってみればおわかりのように、ま

さにこの中日友好の教育があったからこそ、新

中国が成立して間もない時期でも、中国にいた

日本の人たちを安全に日本に帰国させました。 
 
その後も私どもは、中国にいたすべての戦犯に

対して起訴しないように決定しました。千人に

ものぼる人数ですが、次々と釈放して、帰国さ

せました。これは中華民族の寛容さを物語って

いるではないかと思います。 
 
まさに、こうした中日友好の教育があったから

こそ、大勢の日本の残留孤児の人たちが、普通

の中国民衆に心を込めて育てられ、立派に成長

しました。こうした友好教育があったからこそ、

両国は 1972 年に国交正常化を円滑に実現し、
中国側の方から進んで戦争賠償の要求を放棄

しました。ここ数年、中国の新聞やマスメディ

アで発表された記事や評論で、中日友好を主張

したり、それを紹介したものは、お国の新聞な

どのそれよりはるかに多いのではないか。そう

いうような気がしています。 
 
一部の中国の国民が日本に対して不満を持っ

ていることは、皆さまもご承知のように、主に

中日間に存在している現実的な問題に関係が

あります。特に日本国内での過去の歴史を否認

したり、あるいは侵略を正当化したりする言動

と関係があるのではないかと、私は思います。 
 
この問題をうまく取り扱うためには、先ほどの

話でも申しあげましたように、やはり中日共同

声明の原点に戻るのがいいと思います。歴史を

鏡とし、未来に目を向ける精神に基づいて、こ



の問題に正しく対処していく方がいいと思い

ます。 
 
岡田：アジアの振興、発展ということに向けて、

日中の協力と信頼が不可欠であるというお話

もありましたが、中国政府は現在、ＡＳＥＡＮ

などとも自由貿易協定（ＦＴＡ）に積極的に取

り組んでいます。日中の経済関係の深まりを考

えれば、いずれ日本とのＦＴＡ締結というのも

視野に入ってくるのではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 
 
王大使：私どもは隣国と仲よくつき合い、隣国

との関係を安定させ、隣国とともに豊かになる

という周辺外交政策に基づいて、ＡＳＥＡＮと

の間でのＦＴＡ交渉を主張し、積極的に呼びか

けてまいりました。現在、中国とＡＳＥＡＮと

の間のＦＴＡ交渉は、モノの分野ではすでにほ

ぼ終わっております。現在は、投資とサービス

の分野の交渉を進めています。これは年内に終

わるのではないかとみております。 
 
中国はグローバリゼーションの流れに適応し

て、そしてグローバリゼーションがもたらした

チャレンジにうまく対処するために、日本、韓

国も含めて、適時にＦＴＡの交渉をしたいと思

っております。これはまた各国のためにもなる

のではないかと思います。 
 
日本とのＦＴＡにも積極的 
 
中国としては、お国とのＦＴＡの対話と交渉を

大変重視しております。と申しますのは、お互

いに重要な貿易パートナーだからです。率直に

言って、この問題における、中国の態度は日本

よりはるかに積極的であると、私は思っていま

す。 
 
中国は日本に比べると競争力が比較的弱い立

場にありますので、一般的には中国が慎重な態

度をとるべきですが、現状はちょうどその逆で

あります。中国は相対的に積極的で、日本は相

対的に消極的であります。その原因はどこにあ

るのか、私にもよくわかりません。皆さま方に

も、これをよく議論していただければと思いま

す。 
 
二国間のＦＴＡが困難ならば、あるいは日本側

なりのお考えがあるならば、それでは中日韓の

三カ国のＦＴＡはどうか。これについても中国

側は大変積極的であります。中国の推進のもと

で、中日韓の学者レベル、トラック２のレベル

で、ようやく三カ国のＦＴＡ研究が始まりまし

た。 
 
中国側は最近、トラック２のレベルを引き上げ

て、三カ国のＦＴＡ交渉を重視する態度を示す

ために、政府からのオフィサーも参加してもい

いのではないか、ある程度政府の政策的な願い

も示したいと表明しています。これに対して、

日本政府はまだ検討中です。日本政府が一日も

早く、これに対して結論を出していただくよう

希望しております。 
 
要するに、中国はアジアの重要な国として、そ

してアジア諸国の重要な経済、貿易パートナー

として、アジア諸国と、もちろん日本も含めて

ですが、一段と経済分野における互恵協力を深

めていきたいと考えています。アジア諸国との

ＦＴＡ交渉を進めて、アジア経済の一体化を目

指していきたいと思います。日本、その他のア

ジア諸国とともに協力して、ともにアジアのう

るわしい未来を切り開いていくことを心から

願っております。 
 
岡田：いま国連において、安全保障理事会の改

革問題が議論されています。その中で、日本が

ドイツなどと並んで常任理事国になるという



提案が検討されております。この日本の常任理

事国入りの問題について、中国政府はどのよう

なお考えなのか。 
 
王大使：まず第一に、私どもは国連安保理も含

めて改革することを支持しております。第二に、

改革においては発展途上国の意思が一層反映

されるべきではないかと思っています。第三に、

国連改革は各方面が十分に議論して、共通認識

を得たうえで進めた方がいいと思います。 
 
中国は国連安保理の常任理事国であり、そして

責任のある国として、あまり早い段階で特定の

国の要求に対して態度表明することをひかえ

ております。 
 
私どもは、日本が国際舞台で、国連のことも含

めて、より大きな役割を果たすことを一貫して

歓迎しております。そして、日本が追い求めて

いる目標に対しては、カギとなるのは、やはり

日本が着実な行動をして、真にアジア諸国から

信頼され、特に周辺の隣国の国民から信頼され

ることではないか、と私は思っています。周辺

諸国や隣国の国民から信頼されることが必要

でしょう。その方向に向かって、日本が努力し

ていくことを、私どもは期待しております。 
 
岡田：来年(2005 年)愛知万博が開かれて、五
月には「中国デー」というものも設定されると

聞いておりますが、こうした機会に中国の要人

が日本を訪問し、関係改善に動く、こうした日

中対話の可能性というのはあるのでしょうか。 
 
王大使：中国側としては、愛知県で万博が開か

れることを非常に力強くサポートしておりま

す。次回は中国の上海で開催されますので、私

どもはお互いによく支持し合って、協力し合っ

て、ともにこの二つの万博をうまく立派に開催

したいと考えております。 

 
その際に、中国側から必ず代表団を派遣するだ

ろうと思います。中国の指導者がそのときに来

るかどうかについては、現時点ではまだ判断す

るのは時期尚早ではないかと思います。大切な

ことはできる限り適切な環境と条件を整えて

いくことではないかと思います。 
 
岡田：最後に、けさの日本の新聞等でも大きく

報道されている東シナ海のガス田開発につい

て、大使の見解をうかがいます。 
 
王大使：繰り返し日本側に説明してきたように、

現在、中国が東海で行っている天然ガスの開発

の位置は、意見の相違のない、中国の近海の範

囲内にあります。それにもかかわらず、中国側

は日本側の関心にかんがみまして、中日関係の

大局から、「それでは、中日双方が東海に存在

する問題について話し合いましょう。そして、

これからの協力を含めて議論しましょう」と、

対話を通じて、お互いの理解を深めて、そして、

問題解決の道を探っていくことを提案いたし

ました。 
私どもの目標としては、なるべくこの東海を協

力の海にしたいと考えております。これは中日

双方の利益にも合致しています。私が知ってい

るところでは、今月の下旬あたり、この協議が

開始されることになっております。本協議が東

海に関連する問題を適切に処理し、そしてこの

海での協力を強化するためによいスタートを

切ってほしいと思っております。 
 
国連海洋法条約によりますと、各国とも二百海

里を主張する権利があります。しかしながら、

中日の間の東海は、その幅は四百海里未満です。

したがいまして、中日双方の主張が重なる、あ

るいは意見の相違がある水域が出てくるわけ

です。 
 



東海の「中間線」は日本側の主張 
 
こうした主張が重なっている水域に対して、ど

う処理するかについては、国連海洋法条約に明

確に書かれてあります。すなわち公平原則にの

っとって、交渉を通じて問題を解決していく。

一方的な主張を相手国側に押しつけてはなら

ない、というふうに書いてあります。 
 
この公平原則は具体的にどういう意味かとい

いますと、境界の確定に当たって、すべての関

連のさまざまな要素を考えなければなりませ

んが、まず考える必要のあるのは海洋の地理で

あります。 
 
東海の地理はどういう特徴があるかといいま

すと、地図を広げてごらんになれば一目瞭然だ

ろうと思いますが、すなわち東海の中国側の片

方は、アジアの大陸の長い海岸線が続いており

ます。日本側の片方は、島のチェーンでありま

す。 
 
このようなアンバランスな海洋の地理の特徴

から、日本側の、半分ずつ分けましょうという

主張は、おそらく国連海洋法条約が定めている

原則にはかみ合わないのではないかと思いま

す。 
 
中間線というのは、日本側の主張している線で

あります。別に中日双方が交渉を通じて合意し

た結果ではありません。いまの中間線は中日双

方の間で合意した線ではありません。したがい

まして、この線をもって現在の問題が正しいか、

あるいは正しくないかを判断することは、公平

さに欠けているのではないかと思います。 
 
日本側は日本側なりの主張や、主張する線があ

って、中国側としても中国側なりの主張と、主

張する線があります。そして、双方が重なって

いる部分をどうするかについては、私どもは次

のように考えます。やはり有効的な話し合いに

よって、そして国連海洋法条約の原則に従って、

この問題を善処していきたいと思います。 
 
これは私どもの政策でもあり、願望でもありま

す。日本が中国の重要な隣国として、中国と協

力してこの問題を解決することを希望してお

ります。 
 
黒岩祐治（フジＴＶ）：ＯＤＡについてうかが

います。これだけ中国が元気になって、いまだ

にＯＤＡが必要なのかどうか。日本人の多くが

疑問に思っているところがありますが、そのあ

たりの理由をうかがいたい。 
 
もう一つ、日中の国民の感情がいい方向に向か

ってほしいというお話がありました。歴史教育

の中で、過去の戦争のことがことさら強調され

て教えられているようですけれども、戦後日本

がＯＤＡで果たしたことについてはほとんど

教育されていないということを聞いておりま

す。中国人の皆さんの国民感情、日本に対する

感情を和らげることが大使の役割の一つであ

るならば、ＯＤＡについて、大使から、こうい

うことをやったんだということを中国の国民

にしっかりと伝えていただく、ということを国

民の一人として切に願いたいと思いますが、い

かがでしょうか。 
 
王大使：日本が中国に対して、ＯＤＡ、円借款

を提供したことには、その当時の歴史的背景が

あります。同時に、これは日本政府の中国に対

する友好政策のシンボルの一つでもあると考

えております。 
 
長年来、円借款は中国の経済建設に積極的な役

割を果たしました。中国の指導者と、中国の政

府も一貫してこれを評価し、一回ならず、感謝



の意を表明してきたわけです。それと同時に、

この協力は互恵、お互いにとってプラスである。

中日経済関係の発展を促進し、そして、日本の

企業や商品が中国市場に入るのを支援するた

めにも役割を果たしてきました。 
 
中国経済は、確かに近年、大きな発展を遂げて

まいりました。しかし、中国は全体的にはいま

だに発展途上国であります。そして、今後もお

そらく長い間、発展途上国の地位をそのまま維

持していくのではなかろうかと思います。 
 
そのため私どもは、国際社会が中国の経済発展

に対して支援してくださることを歓迎します。

これはアジア、そして世界の全体的な経済の発

展にとってもプラスになるのではないかとみ

ております。もっとも、こうした協力関係はい

うまでもなく、平等、互恵のうえに成り立つも

のです。 
 ここ数年、日本の対中円借款は連続して大幅

に削減されました。およそ毎年二五％の率で下

がっております。現在の年次の総額からみれば、

中国はすでにインドやインドネシアよりも少

ない。そして、一人当たりの額からすれば、お

そらく中国は、日本からＯＤＡを受けたすべて

の国の中で一番少ないのではないかと思いま

す。 
 
大きいマス・メディアの役割 
 
もう一つの事情も皆さまに説明したいのです

が、ことし、中国が日本に返す額、返済額は、

すでに日本からの円借款の額を超えています。 
 
日本のＯＤＡのこうした歴史について、中国側

が広報していないのだろうか。あるいは中国人

民に伝わっていないだろうか。事実はそうでは

ないと思います。私どもはさまざまなことを、

いくつかのルートを通じて広報してきました。

この前、人民大会堂で盛大なレセプションを開

催しまして、ＯＤＡの中国経済建設における重

要な役割、そして中国からの謝意を広報しまし

た。 
 
いまフジテレビの記者の方は歴史教育の中で、

多くの内容は戦争に関するものだと指摘しま

した。私は最初の話で中国と日本の間には

2000 年の交流があると申しました。当然、そ
の多くの内容が歴史の教科書の中にも反映さ

れるかと思います。鑑真和上が日本に渡航する。

あるいは日本から空海が中国に渡った。そして、

奈良の唐招提寺などのことも、もちろん教科書

の中に書かれております。そして近代、日本の

中国に対する侵略も書いてあります。これはい

ずれも事実です。 
 
そして、戦後の日本が歩んできた歴史について

もそのすべてを中国の教科書に書き込むこと

は無理なところはありますけれども、しかし、

中国はすでに現在、情報社会であります。普通

の庶民、特に若い人がさまざまなメディア、特

にインターネットなどで、随時日本のことをよ

く知っております。この面においては、おそら

く支障あるいは障害は別にないのではないか

と思います。 
 
私の考えでは、中国の若い人の日本に対する関

心は、日本の若い人の中国に対する関心より大

きいのではないかと思います。これは皆さまが

調査、研究をすれば、分かることでしょうが。 
 
ですから、お互いの理解を深めるために、私は

両国のマスメディアの役割は大きいと思いま

す。まずは中国のことを日本の国民に伝えてい

ただき、きょうは中国の記者も出席しておりま

すが、同じように日本国内で起こったことを、

中国の人々に紹介する必要があると思います。 
 



韮沢嘉雄（日経出身）：ロシアのプーチン大統

領が最近、中国に行きまして、国境問題という

非常に難しい問題も含めて、中国側と 13の共
同文書に調印いたしました。ロシアと中国の関

係はいま蜜月時代とかいう話もあるくらいで

す。ロシアと中国は何か同盟でも結んでアメリ

カに対抗しようとか……。ロシアと中国の関係

についてお話いただきたい。 
 
王大使：中国とロシアの関係は、冷戦後、新し

い関係を築きあげております。その最も大きな

特徴の一つは、同盟を結ばない。そして、対抗

しない。第三国に向けるものではないというこ

とです。これは、中ロ関係の発展の経験や教訓

を総括したものであると同時に、国際関係が発

展する流れにも沿っております。これは中国と

ロシアとの間の大変重要な政治的共通認識で

もあります。 
 
両国関係がよくなると、第三国に向けるものだ

と思われます。しかし、そういうような考え方

は少し冷戦的思考、少し時代におくれているの

ではないだろか。そういうような気がします。 
 
中国はロシアとの間でよい関係を維持すると

同時に、アメリカとの間でも健全な協力関係を

保っております。そして、ロシアとアメリカの

間でも正常な協力が進んでいます。 
 
中国とロシアの関係がよくなったその理由は、

やはり中ロ双方ともお互いに尊重し合い、信頼

し合う、そういうことが基礎にあるのではない

かと思います。相手国の利益を損なうようなこ

とをしないことが、隣国関係の中で最も重要な

点ではないかと思います。 
 中ロの経済関係についていえば、まだ貿易量

も少ないのですが、その発展のスピードは大変

速いものです。ことしは 200 億米ドルにのぼ
るのではないかと思います。そして、大変大き

な潜在力がありますので、これからもより速い

全面的な成長をみせてくるのではないかと思

います。 
 
宇治敏彦委員長（東京）：どうもありがとうご

ざいました。まだまだ皆さん、いろいろお聞き

になりたいことがあるかと思いますけれども、

時間がかなり押してきたということで、このへ

んで締めにさせていただきたいと思います。大

使の揮毫は、「客観、公正、友善」――最後の

友善は友好と善意という意味だそうですが、日

中関係に対する思いが込められているのでは

ないかと思います。大使、ありがとうございま

した。 
文責・編集部 


