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  本会議活動模様 

 

     

実行委員会                      開幕式         大使館参事官ご講話 

第 37 回日中学生会議を運営して   在北京日本大使館にて。日中学生会議  福田参事官から最近の日中関係 

いた日中実行委員会。         T シャツを着ての一枚。       についてご講演いただいた。 

 

  

アイスブレイク          分科会          ワールドカフェ 

アイスブレイクでは、ゲームで分科  本会議の主役である、分科会議論。 分科会とは異なるメンバーで、 

会以外のメンバーと交流を深めた。  寝ても覚めても議論をしている   社会問題に関するテーマで議論し、

アイスブレイクによって、お互いの  分科会が多々見受けられた。    意見交換をしたのち、全体で共有

緊張が解け、仲良くなっていた。                    した。 

 

   

北京観光          国旗掲揚式          共同生活 

故宮での一枚。北京観光では分科会  天安門広場にて。毎朝日が昇る   寝食共にした仲間。議論を夜中 

メンバーと観光をした。       と同時に国旗を揚げる式。荘厳な  まで続けることも。疲れた時は 

雰囲気の中、中国人の愛国心を体  お互いを労わり合って、話に花 

感できた。            を咲かせていた。 

 

 

 

 



 

 

   

灯篭作り          西安観光       南京大虐殺記念館全体 FW 

旧暦の七夕には、灯篭を一緒に   中国の西安は日本の奈良と称される  全体 FW として赴いた記念館。 

作り、お祝いをした。灯篭に漢詩を ように、城壁や兵馬俑博物館があり、 事前準備として参加者同士で討論 

書くなど、良い文化交流に繋がった。 また一味違う、中国を体感した。  会を行った。改めて歴史に向き合

い、 対話を続けることの大切さ

を強く認識した。 

 

   

ごちゃ混ぜ分科会        上海観光           運動会 

新たな視点を取り入れるため、分  復旦大学での一枚。現地の大学   サッカーで汗をかき、議論による 

科会の議題を他の分科会メンバー  へ FW に行く分科会は多く見受け  運動不足を解消。普段でも、早朝 

の人たちに議論してもらった。   られた。             にランニングを共にする参加者たち 

もいた。 

 

   

最終発表会          文化交流会        最後の全体写真 

会議の集大成。20 日間の議論の成果  日中参加者が練習を重ね、    最後に満面の笑顔で撮影した一枚。 

を発表。他分科会の発表に対し、   それぞれの文化を演目として   この翌日はそれぞれ直後合宿を行い、 

質疑応答が飛び交う。       披露する場。写真は日中両参加   日本側はそれぞれ得た「発見」を 

によるソーラン節。        発表した。 



若者のパワーで新しい健全な日中関係の構築を！	

	

日中学生会議顧問	 天児	 慧	

	

日中関係は依然として様々な難しい問題を抱えているが、秋の安倍首相の訪中、習近平

国家主席との会談の実現によって事態は大きく好転する兆しを見せている。経済交流も再

び活発化する勢いである。また同じ時期の日本と中国の世論調査の結果は、中国人の対日

感情が大幅に改善したことを示した。これらの事実はこれからの日中関係の発展という意

味で有利な条件が整ってきたことを意味している。しかし日本人の対中感情は必ずしも好

転していない。もちろんそこには時間をかけて蓄積されていった具体的な理由が存在して

いる。しかし両国にとって様々な問題を抱えていても、相互の誤解を減らし、相互理解を

深めることを通して健全な関係を構築し発展させることが最も重要なことである。この点

で日中にかかわる人々、とりわけ若者の役割は極めて大きな人にはねばならない。その意

味で日中学生会議にはこれまで以上に活動を活発にし、中国側との交流を深めてほしい。	

そのためには中国問題に、あるいは日中関係の問題に対して自分たちの知識と理解を深

め、自分自身の考え方を持てるようになることが大切である。また中国の若者との交流で

は、日本の問題をいろいろ議論することになるであろうが、日本についても自分自身の考

えをしっかり持てるようになることが望ましい。こうした努力は、君たちの未来にとって

も大きな財産になると確信する。充実した学生時代を過ごし、新しい日中関係を構築する

パイオニアになってくれることを期待する。	

 

 

 



 

深い思考を重ねる努力を	

	

東京大学	 阿古智子	

 
	 今年度の日中学生会議の最終報告会には、別に重要な予定があり、残念ながら行けなかった。

その前の週、コメンテーターとして別の学生団体の討論会に招かれたのだが、そこでは、日中

学生の混合チームによる流暢に英語でのプレゼンテーションを聞いた。参加していたのは、両

国を代表するようなエリート学生ばかりだったが、彼らは首をかしげるような議論を展開した。	

	 文化の多様性（cultural	diversity）の分科会で、学生たちは、事例として沖縄と中国の少

数民族を取り上げた。「高い同質性を求める日本社会は、沖縄の人たちを独立した民族として

認めず、同化する政策を行ってきた。それに対して、中国の少数民族は集団的権利を認められ

ており、その独自の言葉、宗教、文化は尊重され、教育や福祉において優遇政策がうまくいっ

ている」と説明したのだ。	

	 江戸時代に琉球が幕藩体制に巻き込まれていった経緯や、明治期の学校教育の普及の方法な

どを見れば、日本が近代国家を形成する中で沖縄を「同化」したと捉えることができるのだろ

う。沖縄戦の悲劇や基地問題など、沖縄の多大な犠牲や負担の下に現在の日本が成り立ってい

ることも事実だ。	

	 しかし、過去と現在、未来のさまざまな文化的要素が交錯する中で、アイデンティティは複

雑に形成される。そして、仮にも民主主義を採用している現在の日本において、一方的な「同

化」など不可能だ。	

	 中国の少数民族の文化は尊重され、優遇政策がうまくいっているというのは、いったい誰に

どのように話を聞いて、そう判断したのか。学生たちが打ち出した極端に単純化されたロジッ

クは、複雑な現実を反映しておらず、そこからつくられた問題解決のためのモデルは、実際に

使えるような代物ではなかった。	

	 特に、民族の分類や民族が重視する基本的関心事項を、「誰が、どのように決めているのか」

という問いを、学生たちは分析の中に入れていなかった。民族の定義や領域については多くの

論争がある。中国では、党・政府が中心となって民族を規定し、民族政策を実施している。基

本的に、共産党政権が認める限られた少数民族のリーダー、専門家、社会団体しか、政策の決

定・実施のプロセスに関わることができない。	

	 しかし、まるで、中国政府のスポークスパーソンの説明かと錯覚するような学生たちの発表

を聞いて、どうして日本で生まれ育った学生までもが、このような内容に違和感を覚えないの

か不思議に思った。	

	 学生たちは、私や他のコメンテーターの指摘を受けて、今回の発表の問題点に気付いたよう

だった。討論会終了後に、たくさんの学生が私の元に来て質問し、アドバイスを求めた。実際

のところ、学生たちは討論会の準備にあまり時間を割けず、議論の流れをじっくり決められな

かったようだ。大人数のグループで、母語ではない英語を使い、発表を準備するのが容易では

ないことは想像できる。	

	 さらに、学生はこのようなことも言っていた。どこの国にも、地域にも、それぞれの状況に

適した民主、自由、権利、文化があると考え、相対的にそれらを捉えると、政治制度について

議論しづらくなるのだと。	

	 日本の一部の商業メディアは、中国や韓国の負の側面ばかりを取り上げ、見下すような視点

から、面白おかしく書き立てる。目も当てられないようなヘイトスピーチも横行している。日

中学生会議の学生たちの話を聞いていても感じることだが、学生たちは良識を保ち、他者を理

解しようとする姿勢をもとうとしている。	

	 しかし、この討論会では、レベルの低い商業メディア同様、「日本は」「中国は」と国単位

で物を見すぎてしまうから、学生たちはこのような議論に終始してしまったのだ。さらに、日

本の多くの学生は、戦後日本が懸命に築いてきた民主主義や言論の自由の価値を、あまり理解

していないところがあるようにも感じる。	

	 日中学生会議ではタブーを恐れず、忌憚のない交流を心がけているということだが、自らの

体験を通しての発見や、具体的な事例研究に基づく分析を丁寧に行い、拙速に、短絡的な結論

を出すようなことはせず、深い思考を重ねてほしい。	



繋がる皆さんへ	

	

近畿大学	 上田貴子	

	

今年もこの時期が来たのですね。第 37 期日中学生会議の参加者、実行委員のみなさん、

無事今期活動を終えられたとのご報告をいただき、心よりお慶び申し上げます。	

地震・豪雨・台風と今年は相次ぐ天災で、さまざまなことが予定通りにはいかなかった

年でした。そんななか、事前の合宿、勉強会を準備し、本会議を有意義なものにするため

に、問題提起をし、全体に目配りしながら議論を展開させと、実行委員の方々はなみなみ

ならぬご苦労があったかと思います。また、参加者の方々も学生だけで立てた企画に応募

し、主体的に関わり動かしていくという活動を経て、さまざまな経験をされたことと思い

ます。	

今や、多くの学生団体が海外でのボランティアや交流事業を行うようになりました。ま

た、どこの大学でも国際化が叫ばれ、留学の機会も増えました。しかし、日中学生会議の

ように、学生が自分たちで考え、工夫しながら活動をつくりあげているものはそう多くな

いかと思います。もう 37 回目ですから、それなりのノウハウは蓄積されているものの、

期ごとに活動の仕方は違うようで、そこに実行委員・参加者の個性や意気込みを感じ、毎

年新しいメンバーの方に会うのを楽しみにしています。	

今年は参加者募集の広報活動も早めに実施され、活動的な印象を受けました。関西在住

の顧問としては、今回は広報のサポートを少しだけさせていただきました。その際に、ご

紹介したのが神戸の老華僑の方々でした。バックグラウンドに中国というルーツを持ちな

がらも、神戸っ子として、神戸の地域社会の活性化を意識されている方々です。神戸南京

町で行っている春節祭の時期に店舗にビラを置かせてもらうなどしてご支援いただきまし

た。学生だけの活動ではなく、他の方々にも存在を知っていただくきっかにもなったので

はないかと思います。	

このような地道な活動はメンバーの外へと日中学生会議がひろげてくれるものだと思っ

ております。37 期としての活動は終わりましたが、皆さんには日中学生会議での活動をこ

れからの学生生活や社会人生活のなかで紹介していく機会があるのではないでしょうか。

それは、社会へのフィードバックになっていくことだと思います。ぜひともみなさんの体

験をここで終わらせるのではなく、より広く多くの方に繋げていってくださればと思って

おります。みなさんのこれからのご活躍を期待しております。	



	

御器谷裕樹（第 34 回日中学生会議実行委員長）	

	

第 37 回日中学生会議開催おめでとうございます。この成功は小澤実行委員長はじめ実

行委員会、そして参加者の皆さんが一所懸命取り組んだ成果です、本当にお疲れ様でした。	

この文章を依頼されたときに、私は実行委員長をやっていた第 34 回（2015 年）の日本

開催を思い出しました。当時は 4 人の実行委員から始まり、人手不足が深刻でした。その

うえ資金面でも困り、天児慧先生や OBOG 会幹事の伊藤匡伸先輩に泣きました。皆さんも

突発的なトラブルや分科会の議論で苦悩があったと思います。しかしそうした自分の至ら

なさこそが却って良い勉強になったのではないでしょうか。その時皆さんは不確実性が高

く、限られた時間の中で責任ある判断をしなくてはいけない、そのような窮地に立たされ

たはずです。私たちが将来直面する問題も往々にしてそのような環境で選択を迫られるか

もしれません。きっと日中学生会議での経験が何らかの形で活かされることでしょう。	

これから第 37 期の実行委員及び参加者は OBOG となり、新たな形で現役の活動にかかわ

ることになります。日中学生会議は先輩方が天安門事件や感染症、震災など多くの困難を

乗り越えて受け継がれた団体です。今後はそれぞれが異なる分野で活躍すると思いますが、

後輩たちが窮地に立たされた時はぜひ手を貸してあげてください。現役の学生や若手の

OBOG も、先輩方がご活躍されていることを目の当たりにすることでとても勇気づけられま

す。	

日中学生会議には OBOG 会があり、伊藤先輩はじめ OBOG 会幹事の方々は毎年もっと現役

学生のためにできることがあるのではないかと考え熱心に応援してくださいます。私は今

年の OBOG 総会の幹事を務めさせていただき、たくさんの OBOG の方々から現役の学生や他

の OBOG と交流したいという熱意を感じました。このような学生と OBOG との密な交流は 30

年以上続く歴史ある団体ならではのものですが、今後は現役学生の活動の支援、将来に役

立つお手伝い、OBOG同士のより緊密な連携を多様な形で支えることができるでしょう。	

日中学生会議は歴史ある素晴らしい団体ですが、その一方で実行委員会の活動の中には

未だに非効率な作業が数多くあると私は感じています。実行委員及び参加者は大学などで

の勉強、アルバイト、就職活動、研究などと並行して日中学生会議の活動に参加していま

す。忙しい中で日中学生会議での重要な活動に集中できるような環境を作り出すためには

実行委員マニュアルの充実をはじめ様々な工夫が必要です。第 37 期実行委員会の皆さん

はしっかりと引継ぎをし、来期以降の活動を支えてあげてください。私は上記のように

OBOG 会の活用と実行委員会の効率的な運営によって日中学生会議が今よりもっと良い団体

になることができると確信しています。	

	 最後に第 38 回開催に際してエールを送りたいと思います。国際交流基金の助成がない

年度のため険しい道のりになると思いますが、実行委員会は日本開催頑張ってください！

日中学生会議の活動は顧問の先生方や財団・後援団体等のご助力によって成り立っていま

す。皆さんの力ではどうしようもない時があります、必要な時は頼ってください。また、

OBOG の方々は現役学生の活動に資するよう有形無形のご支援のほどどうぞよろしくお願い

します。	
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第 37 回日中学生会議	日本側参加者名簿	

委員長	 小澤萌々子	 お茶の水女子大学	 文教育学部	人文科学科	 3年	

歴史	 片山晏里	 神戸学院大学	 グローバル・コミュニケーション学部	 3年	

歴史	 岡内祐治	 慶應義塾大学	 文学部国文学専攻	 3年	

歴史	 塔下剛至	 慶應義塾大学	 経済学部経済学科	 4年	

歴史	 勾宇威	 早稲田大学	 アジア太平洋研究科	 M2	

歴史	 小林晴美	 アメリカ創価大学	 リベラルアーツ学部	 1年	

教育	 髙橋真洋	 慶應義塾大学	 総合政策学部	 2年	

教育	 矢部彩英子	 国際教養大学	 国際教養学部グローバルスタディーズ課程	 2年	

教育	 森下瑠里花	 お茶の水女子大学	 文教育学部人間社会科学科	 1年	

教育	 稲垣聡	 慶應義塾大学	 法学部法律学科	 4年	

教育	 齊藤秀輝	 東京大学	 教養学部前期課程文科三類	 2年	

経済	 岡川尚美	 慶應義塾大学	 総合政策学部	 1年	

経済	 小宮勇馬	 東京大学	 教養学部前期課程文科二類	 1年	

経済	 落合拓朗	 筑波大学	 システム情報工学研究科知能機能システム専攻	 M１	

経済	 中村美穂	 国際基督教大学	 教養学部	 3年	

経済	 小古間隆	 国際教養大学	 国際教養学部	 3年	

安全保障	 渡邊隆寛	 北海道大学	 生命科学院	 M2	

安全保障	 占部昭裕	 京都大学	 法学部	 3年	

安全保障	 椋田七海	 上智大学	 総合グローバル学部総合グローバル学科	 2年	

安全保障	 南泰葉	 慶應義塾大学	 法学部政治学科	 1年	

安全保障	 土屋勇魚	 国際教養大学	 国際教養学部	 1年	

メディア	 長井孝一	 神戸学院大学	 グローバル・コミュニケーション学部	 3年	

メディア	 北條久美	 創価大学	 法学部法律学科	 2年	

メディア	 翁羽翔	 上智大学	 総合グローバル学部総合グローバル学科	 3年	

メディア	 松村瑞希	 国際基督教大学	 教養学部	 2年	

メディア	 志塚総	 筑波大学	 社会国際学群国際総合学類	 2年	

ジェンダー	 野島久嗣	 東京大学	 教養学部前期課程文科一類	 2年	

ジェンダー	 菅隼人	 立命館大学	 文学部人文学科	 3年	

ジェンダー	 西岡風花	 近畿大学	 国際学部国際学科	 3年	

ジェンダー	 古賀優奈	 創価大学	 法学部法律学科	 4年	

ジェンダー	 田鍋すみれ	 慶應義塾大学	 法学部法律学科	 4年	
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第 37 回日中学生会議	中国側参加者名簿	

委員長	 李筱妍 復旦大学	 世界経済	 M1	

歴史	 赵冠杰 復旦大学	 西洋経済学	 M2	

歴史	 陈昕 中山大学	 英語翻訳	 2年	

歴史	 汤晓宇 上海外国語大学	 翻訳	 3年	

歴史	 杨悦 電子科学技術大学	 新可能エネルギー	 4年	

歴史	 张璐 中山大学	 哲学	 2年	

教育	 陈⼦彦 広東外語外貿大学	 国際経済/貿易/英語	 2年	

教育	 郭静怡 広東外語外貿大学	 国際商務	 3年	

教育	 ⻩⼦恩 广州大学	 中国語言文学	 4年	

教育	 刘涵 Wesleyan	University	 東アジア研究	 2年	

教育	 张如珍 華南師範大学	 教育学	 M2	

経済	 廖进军 復旦大学	 法学	 4年	

経済	 韩汶钰 華東師範大学	 人力資源管理	 2年	

経済	 冷承宗 中央財経大学	 国際経済/貿易	 1年	

経済	 刘沁颐 華南師範大学	 経済学	 3年	

経済	 庄奕 上海大学	 日本語	 3年	

安全保障	 吴紫涵 東京大学	 ITASIA	 M1	

安全保障	 李宗根 西華大学	 コンピュータ科学技術	 1年	

安全保障	 孙韬怡 広東外語外貿大学	 国際経済/貿易	 1年	

安全保障	 张⼽ 北京外国語大学	 日本語	 1年	

安全保障	 赵桂圆 広東外語外貿大学	 日本語	 4年	

メディア	 朱沁芸 復旦大学	 中国語言文学	 2年	

メディア	 东卉 復旦大学	 政治学/行政学	 2年	

メディア	 顾晓秋 上海外国語大学	 ドイツ語	 M2	

メディア	 ⻩宇祺 広東外語外貿大学	 金融学	 2年	

メディア	 李⼩萌 天津外国語大学	 外交学/英语	 2 年	

ジェンダー	 杨⼦怡 華中師範大学	 社会学	 2年	

ジェンダー	 ⻩颖诗 華南師範大学	 文化産業管理	 3年	

ジェンダー	 ⻢蕾 中山大学	 中国文学	 2年	

ジェンダー	 肖迪 中山大学	 日本語	 2年	

ジェンダー	 熊泽琳 蘇州大学	 日本語	 3年	
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第一部	 はじめに	
	

1. 日中学生会議について	

	

■沿革		

外務省（社）日本外交協会主催全国学生国際問題討論会「ザ・フォーラム」入選者より発

案。日中関係に関心のある日本人学生有志が	 1986	 年実行委員会を設立したことが始まり

である。1987	年夏、中国・北京において第 1回日中学生会議本会議を開催し、今年で第 37

回目の開催となる。		

	

	

■理念	

“日中友好へ、学生の挑戦。”	

	
	

	

■第 37 回日中学生会議理念:		

	

『発見』の道も一歩から	 ～既知を論じ、無知を知り、未知を開拓する～	
	

今年、日本と中国は平和友好条約締結 40周年という佳節を迎えるが、現状において両国

の関係は不安定である。歴史的にも対立関係、地政学的にも衝突が起こりやすい日中両国は

様々な課題や懸念がある。	

このような現在の状況下で、両国の若い世代であり、「日中友好へ、学生の挑戦」という

スローガンを掲げている私たちにできることは何か。それは、「学生」という多感であり、

社会の中での肩書がまだない、自由な発言が許される時期において、両国の学生が無意識に

抱いている固定観念、お互いに対する偏見や思い込みに気付き、それらを捨てて妥協のない

議論をすることである。徹底した議論を通して信頼関係を醸成し、深い交流を体験すること

で、お互いが何を考えているのか、本音は何なのか、意見と価値観の違いはどこに生じてい

るのかを「発見」することができるだろう。そして、他者を見つめるだけではなく、自身を

も見つめる経験ができるのではないだろうか。このような表面だけで終わらない交流こそ

が真の相互理解に繋がり、日中が共存共栄していく未来に少しでも貢献できると考えた。	

また、日対中という枠組みだけではなく、様々なバックグラウンド、価値観を持った学生

たちの中で揉まれながら、政治、経済、社会、文化にわたる様々な課題や問題意識を共有す

ることを通じて、相互の差異を認め合い、より安定した国際関係や多様性を尊重する共生社

会の発展に貢献できるような幅広い視点を持つ、次世代を担う人材を育成に繋がることを

確信している。	

相互理解を深めることや、日中友好の未来を築くことは、学生の私たちからすると、とて

も果てしない道のりであると考えてしまいがちではあるが、この活動に参加することによ

って、実際に中国に行き、3週間の共同生活を中国人学生としながら、深く議論し、自分の

目で見て聞いて、考えることは、その一歩を踏み出す機会であり、その先に新しい時代に相

応しい未来志向の日中関係があるのではないか。そのような思いを抱き、テーマを掲げた。	

“日中友好”とは、お互いの国、国民に対し、好印象を抱いて

いることであり、人と人との交流が活発なことだ。さらに、国

際社会で両国が協力し合うことでもある。“学生の挑戦”と

は、日中友好を願うチャネルとして、限りない可能性をもつ、

学生レベルからの積極的かつ情熱的な試みである。	
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■第 37 回開催日本側実行委員会	

役職	 名前	 所属・学年	

実行委員長・中国連絡	 小澤萌々子	 お茶の水女子大学文教育学部人文科学科 3年	

副実行委員長・渉外・財務	 野島久嗣	 東京大学教養学部前期課程文科一類 2年	

副実行委員長・広報	 岡川尚美	 慶應義塾大学総合政策学部 1年	

広報	 高橋真洋	 慶應義塾大学総合政策学部 2年	

広報	 長井孝一	 神戸学院大学グローバル・コミュニケーション学部 3年	

総務・関西代表	 片山晏里	 神戸学院大学グローバル・コミュニケーション学部 3年	

総務	 渡邊隆寛	 北海道大学生命科学院 2年	

	

写真：第 37回日中学生会議	日本側実行委員会	

左から長井、高橋、岡川、小澤、片山、野島、渡邊	

	

■実行委員会活動	

	

1. 実行委員合宿	

第 36 回日中学生会議終了後、実行委員が決定され、役職ごとに引継ぎ作業が行われた。

10 月の報告会を皮切りに、実行委員としての活動が開始され、計 3 回の実行委員合宿が行

われた。第 1回目合宿では、本会議や参加者募集開始の日程、中間合宿、開催地についての

議論を行った。第 2回目合宿では、プログラムの柱となる分科会のテーマや担当者、講演会

や文化交流会を行う可否を議論した。設定分科会は以下の通りである。	

歴史分科会	 	 	 	 教育分科会	 	 	 	 経済分科会	

安全保障分科会	 	 メディア分科会	 	 ジェンダー分科会	

また、説明会の日程、広報戦略の詳細を議論・共有した。4月に行った第 3回目合宿では、

選考合宿として、参加者メンバーの 終決定を行った。	
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2. 広報・説明会	

第 37 回日本側実行委員会ではこれまでと同様、全国規模での広報を実施した。全国の大

学にご協力いただき、ポスターの掲示、並びにパンフレットの配布を行った。加えて、

Facebook、Twitter 等の SNS を利用して、参加者募集・説明会等の情報を全国に拡散した。

説明会は関東では、東京大学、お茶の水女子大学で行い、関西では、日中友好協会大阪府連

合にて行った。日程の都合で来られなかった方へ Facebook を利用した説明会も行った。	

	

	

3. 参加者選考	

広報活動の結果、参加希望者が募集人数を大幅に上回ったため、1次は書類審査、2次に

は個人面接による選考を行った。面接場所は、関東と関西の 2地点で行い、関東はお茶の水

女子大学、関西では日中友好協会大阪府連合山本先生や弊団体顧問である上田先生のご協

力により、面接会場の提供をしていただいた。遠隔地の学生には Skypeによる面接で対応し

た。面接官は、実行委員と日中学生会議の OBOG などで構成され、厳選な審査のもと、24名

の参加者が決定した。	

	

	

4. 分科会準備	

あらかじめ 37 期各実行委員が設定していたテーマに基づく分科会を設置し、分科会リー

ダーを配置した。リーダーの役割として、主に本会議向けた事前勉強やフィールドワーク、

準備活動を統括し、分科会活動を円滑に行えるように努めた。また、中国側実行委員への連

絡や本会議中の諸手続き確認し、本会議へ向けて運営面での 終調整を行った。	

	

	

2. 実行委員長挨拶	

第 37 回日中学生会議実行委員長	小澤萌々子	

	

平成 30 年 8月 26 日をもちまして、第 37 回日中学生会議は上海にて幕を閉じました。	

日中平和友好条約締結 40 周年という節目の年である今年も、例年通り日中学生会議が開

催できたこと、そしてこのようにして無事に全ての活動を終えられたことをとても喜ばし

く思っています。開催にあたりご協力いただいた OBOG の皆さま及び、顧問の先生方々をは

じめとした関係者の方々に厚く御礼申し上げます。また、会議を実現・成功させるために一

年間尽力してくれた日本側と中国側実行委員会のみなさん、そして素晴らしい会議を創り

上げてくれた日中双方の参加者のみなさんに心から感謝致します。	

	

	 第 37 回日本側実行委員会は昨年の 9月に発足し、「『発見』の道も一歩から～既知を論

じ、無知を知り、未知を開拓する～」という理念を掲げ、過去 高の開催を実現すべく一年

間活動しました。平和友好条約が締結され、40 年の月日が流れたにも関わらず、日中関係

はいまだ友好とはいえない状態にあることは否めません。このような現状下において、学生

としてできることはなにか。それは、未来を切り拓くという可能性を秘め、自由な発言が許

される両国の学生たちがお互い一歩を踏み出し、妥協のない議論を通して無意識に抱いて

いる偏見や固定観念を捨て去り、お互いを本当の意味で知ること。そして意見と価値観の違

いはどこに生じているのかを「発見」することが真の相互理解に繋がるのではないかと考

え、「発見」という理念に沿って、プログラムを組んでいきました。しかし、その目標を中

国開催において達成するにあたっては様々な壁があったのも事実です。それでもその都度

様々な困難を乗り越え、団体として中国開催で 長の 21 日間、35 期の悲願であった初の西

安開催、そして南京大虐殺討論会や分科会の枠を超えたごちゃ混ぜ分科会などの様々な新
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しい企画が実現できたのは、時にはすれ違いながらも、互いの価値観に違いがあることを認

め、日本側と中国側実行委員会が密に協力し合い、対話を重ねた結果の賜物なのではないか

と思います。	

	

	 参加者のみなさんも議論や共同生活を通して相互理解の難しさと対話の必要性を感じる

ことができたのではないでしょうか。日対中という枠組みだけではなく、様々なバックグラ

ウンド、価値観を持った学生たちの中で揉まれながら、徹底的に相手に向き合う中で改めて

相手の土俵に立って物事を考えることの難しさ、言語の壁、価値観や認識の差の壁に直面

し、苛立ちやもどかしさを感じている姿を幾度も目にしました。しかしひたすら答えのない

ことを考え続け、心身の疲れやストレス、寝不足に耐えながらも積極的に本音で対話するこ

とから逃げず、 後まで必死にやりきった参加者のみなさんは相互理解に留まらず、自己理

解を実感したと同時に、次なる課題を「発見」できたのではないでしょうか。日中学生会議

をスタート地点として「発見」したことを糧に、それぞれの人生を切り拓き、羽ばたいてい

って欲しいと思います。	

	

改めて一年間運営側として活動し、日中学生会議が過去 32 年間、37 回にわたって様々な

困難に直面しながらも開催することを続けられてきたのはひとえに OBOGの方々の汗と涙の

結晶であること、そして顧問の先生の方々をはじめとした社会人の関係者のみなさま、数々

の財団の惜しみないご尽力あってこそ今の日中学生会議があることを再認識することがで

きました。私自身も時に学生としての限界、自らの不甲斐なさに直面せざるを得なかった

り、個性あふれる多様な価値観を持った実行委員たちをまとめ、中国側と何度も話し合いを

重ねて参加者のための過去 高の会議を目指すことに難しさを感じ、心が幾度も挫けそう

になったりしましたが、 終的に実現することできたのは、数えきれないほどの多くの皆様

の温かい支え、励ましがあったお蔭です。1年間本当にありがとうございました。	

	

来年開催するにあたり、土屋委員長をはじめとする 38 期の実行委員会が今後も先輩の

方々が築いてきたものを引き継ぎながらも、団体として残っている課題を克服し、より良い

日中学生会議を築き、このように日中友好を希求する方々、社会からの期待に応えるべく

益々優れた団体として進化を遂げ、更なる未知を開拓していくことに違いないと信じてい

ます。	

	

本報告書は、日中両国 62 名の学生たちが一夏を捧げた活動の記録です。微力ながらもよ

り多くの若い世代が日中関係に関心を抱いてもらうきっかけとなり、現状に一石を投じる

ことができたら幸いです。	

	

写真：在中日本大使館	開幕式にて	(左)日本側委員長	小澤	 (右)中国側委員長	李		



7	

	

第二部	 実施報告	
	

1.	事前活動	
文責：片山晏里	

■顔合わせ合宿	

5 月 12 日・13 日、大阪府内にて、第 37 回日中学生会議は活動を開始した。2日間に及ぶ

合宿を大阪国際ユースホステルで行い、全国各地の参加者が一堂に会し、親睦を深めるとと

もに各合宿や勉強会・分科会活動の説明、日中学生交流イベントの案内など本会議への準備

とした。自己紹介等のレクリエーションやアイスブレイク、あらかじめ設定していた課題本

を使用したディスカッション練習を行ったほか、日中学生会議 OB のお二方にご臨席を賜り

座談会を開催し、現役参加者に限らず OB の方々との交流の場とした。	

	

写真：顔合わせ合宿	大阪国際ユースホステルにて	

	

	

1.	アイスブレイク	

初対面同士の参加者が交流を持てるよう、自己紹介の場を設けた。自己紹介では学年はあ

えて伏せ、参加者同士が交流を図りやすいように工夫した。また、「『発見』の道も一歩か

ら	〜既知を論じ、無知を知り、未知を開拓する〜」という第 37回日中学生会議の理念に基

づき、今回の活動で「発見」したいことや期待していることをひとり一人発表しした。	

	

	

2.	ディスカッション練習	

弊団体の主要活動である分科会や、勉強会の活動を行う上では、ディスカッション能力は

当然必要になってくる。そのため、議論に不慣れな参加者にも議論方法や雰囲気を把握でき

るような機会を持つべきだとし、ディスカッション練習をプログラムに組み込んだ。実行委

員会が共通の課題本をもとに議題を設定し、司会することでディスカッションの手順や限

られた時間で全員の意見を収集し結論を出すことの難しさを体感してもらうことができた。	
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ディスカッション練習は参加者を無作為に 5人１組に割り当て、6つのディスカッション

グループを構成した。あらかじめ設定していた課題本は、	

岡本隆司著の『中国の論理	-	歴史から解き明かす	(中公新書)』	

を選定し、これに対して、	

⑴日本人が中国人に抱く 大の誤解は何か。中国人が日本人に抱く 大の誤解は何か。	

⑵「和魂洋才」と「中体西用」の違い、およびその違いの原因は何か。	

という 2つの議題を設けた。顔合わせにおけるディスカッション練習では、中国に対する自

分の考え［既知］を述べる、ほかの参加者の新たな意見［無知］に耳を傾ける、参加者で新

たな視点［未知］を模索するといった手順を促した。さらに、合宿後には各参加者がディス

カッション練習を通して「発見」したこと振り返り、電子媒体で共有した。	

	

	

3.	座談会	

13 日午後に大阪国際ユースホステルにて OB 座談会を行った。当日には、第 2回実行委員

藤田文亮様、第 36 回日本側参加者の華原博文様の 2名にお越し頂いた。委員長の小澤と野

島が司会し、当時の活動で印象深かったことや苦労したこと、自身が影響を受けたことなど

についてお話を伺った。創成期から近年まで、幅のある時代に参加されたそれぞれのお話を

通して、激動の日中関係が渦巻く時代でどのように日中学生会議が開催され、現代にまで至

った経緯について理解を深めることができた。座談会終了後には、37 期参加者と意見交換

や質疑応答を行い、OB のお二方との繋がりを強化できたほか、団体の歩みを知ることで参

加者の意欲を高めた。ご経験や、学生の人的交流のパワーについてなどのお話はこれから本

会議にかけて活動する者にとって、心の根幹に据えておきたい大切な時間となった。ご多忙

なところお越しいただき、非常に興味深いお話を頂いたこと、心より深謝申し上げたい。	

	

写真：OB座談会	(中央左)2期	藤田様	 (中央右)36期	華原様	
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4.	勉強会準備	

37 期実行委員会にて分科会とは異なる構成員で勉強会を設置した。日中学生会議の勉強

会の目的は、中間合宿までの期間で参加者の日中関係に対する基礎知識や洞察を深めるこ

とである。また、37 期実行委員会は中国人学生と議論するにあたって、まずは己を知るこ

と、つまり「日本を知る」ことが必要である考え、

⑴現代文化	 	 	 	 ⑵近代文化	 	 	 	 	 	 	 	 ⑶憲法・自衛隊	

⑷格差	 	 	 	 	 	 ⑸外交（日中友好条約）	 	 ⑹理想の政治体制	

の 6 つに絞ったテーマで活動を開始した。勉強会は顔合わせ合宿をはじめとし、週に 1 回

のオンラインミーティングを実施、中間合宿で成果発表し合う形で参加者全員が同じ知識

蓄積することを目的とした。	

	

	

	

文責：	小古間隆	

■中間合宿	

	 6 月 24 日・25 日の 2日間に渡り、東京国立オリンピック記念青少年総合センターにて、

中間合宿が行われた。中間合宿は、顔合わせ合宿からの活動の反省と本開催までの方向性の

確認などを目的に、顔合わせ合宿と本会議までの中間の時期に開かれた。参加者一同が集

い、これまでの準備を内省するほか、本会議に向けてより気を引き締める機会となった。	

	

写真：中間合宿	オリンピックセンター	にて	

	

	

1.	分科会活動	

まず、分科会活動が行われ、歴史分科会と安全保障分科会はフィールドワークに向かった。

ジェンダー分科会、経済分科会、メディア分科会および教育分科会は、会場にて、今後の分

科会活動のスケジュールや方向性の確認を行いながら、本会議に向けて、学習活動を行っ

た。また、より知識を蓄える事は勿論のこと、これまで行ってきた活動から見えてきた課題

点も議論することで、限られた時間をより有効活用しようと志す参加者が多く見られた。	
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2.	文化交流会準備	

24 日の夜には、本会議に向けて、文化交流会の準備が行われた。演目を決定したのちに、

各グループに分かれ、それぞれの詳細を話し合った。各参加者は高い意欲を持って、歌やダ

ンスの練習を行い、中国参加者に楽しんでもらえるように、一生懸命準備していた。	

	

	

3.	勉強会発表	

25 日の午後には 1 ヶ月ほど準備をしてきた勉強会の成果を発表した。上記に記載した 6

つに分かれたグループによる発表は、とても興味深く、より日本について理解する大変良い

時間となった。また、参加者からもとても活発な質問が挙げられ、発表者だけでなく、参加

者全員で知識の共有する場となった。また、構成員が分科会メンバーとは異なるため、あま

り関わることのなかった参加者同士も親睦が深まった。	

	

	

文責：小宮勇馬	

⑴現代文化	

我々のグループは、日本の現代文化について扱った。国内のみならず海外においても高い

人気を誇る日本の漫画・アニメ作品は、今日子供のみならず大人をも虜にしており、“クー

ルジャパン”の一つとして世界で親しまれている。とはいえ、漫画・アニメというものは多

くの国に存在する。それにも関わらず、漫画が日本文化の代名詞として扱われているのは何

故だろうか。この問いについて調べるにつれ、我々は日本のソフトパワーの特徴を理解する

とともに、それが持つ影響力の大きさを実感することとなった。	

確かに、ソフトパワーはその影響力を明確なデータから把握することは難しく、軍事力や

経済力といったハードパワーの代替にも成り得ない。それゆえ、他の産業と比べると軽視さ

れることも少なくない。しかし、間接的ではあるとはいえ、ソフトパワーは世界が日本へ関

心を抱く契機となっていることは紛れもない事実である。さらに、作品の舞台に多くの観光

客が訪れることで、膨大な経済波及効果が地方へもたらされているのだ。	

自国の事物を客観視することは容易ではないが、勉強会を通じてそれらを見つめ直すこ

とができたことは、その後様々な観点で中国と日本を比較していく上で大変有意義な経験

となった。	

	

文責：南泰葉	

⑵近代文化	

日本の近代文化についての勉強会グループは、5つのテーマに沿って調べた。調べたテー

マは、日本の文学、日本の思想、横浜中華街、ファッション、麦酒の歴史についてだ。文学

については、日本と中国を代表する文豪である魯迅と漱石の作風や時流批判を比較するこ

とで、近代における二国の関係性、人々が互いの国に対して抱いていた印象を捉えられた。

思想に関しては、平民主義やアジア主義に焦点を当てた。近代に受容された思想が発展する

までに至った背景には、欧米列強に対する対抗精神があることを知り、近代という時代に対

する歴史的理解を深めることが出来た。日中交流のきっかけであった横浜中華街について

は、中華街成立の背景、困難な生活を強いられた華僑たちの生き様を知ることで、当時の日

中関係を庶民の視点から探ることが出来た。ファッションでは、「モガ」の概念に着目し、

近代における女性の社会進出やフェミニズムについて調べた結果、現代社会において以前

として課題が多く残っていることに改めて気付かされた。麦酒の歴史については、普及の背

景に国際化や人々の意識のリベラル化があることを知り、近代日本の時代背景を掴んだ。こ

のように、近代日本の様々な文化を深掘りし、成立・発展の背景を探ることで、近代だけで

なく、近代から引き継がれた現代日本人の世界観をも知ることができ、その後中国と日本を

比較する上で大いに役立ったと思う。	 	
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文責：岡内祐治	

⑶憲法・自衛隊	

憲法は今後改憲するべきか否か、自衛隊は維持・拡大すべきと縮小すべきに分かれて議論、

発表した。	

憲法の主な争点は第 9条を改憲するか否かである。改憲派の意見は、現行憲法が自衛隊を

持つ現状にそぐわないため、実情に合わせて改憲するべきだというものだった。さらに現在

行われるような解釈改憲は硬性憲法において健全な形ではないのではないかと指摘した。

対して改憲反対派は、そもそも法律用語としての戦力に自衛隊が当たらないため、自衛隊を

保持する現状との矛盾がないと判断できること、一般市民の感覚として憲法が変化してし

まうことに抵抗があることを挙げた。	

自衛隊の維持・拡大派は、現在の世界情勢での平和維持のために、十分な軍事力を背景と

した抑止力が現実として必要になると考えた。また、軍の名称はなくともそれに相当する実

力はほぼ全ての独立国が持っていることを指摘した。対して自衛隊縮小派は、コスタリカの

ような軍を持たない国家の存在を挙げ、軍事力に頼らない国づくりを提言した。抑止力に注

目して軍事力を高めると世界的な軍拡競争になりかねず、国家には軍事よりも社会保障や

教育などもっとお金をかけるべき分野があると考えた。	

この議論を通し、どの立場の人も平和を目指すことで一致しており、国防についての立場

の対立は全て手段の違いによる対立であると気づいた。憲法、自衛隊の今後について多種多

様な意見の中で今後どうすべきか国民一人一人が考えていく必要がある。	

	

文責：野島久嗣	

⑷格差	

日本における格差についての勉強したグループは、各々文献を読み興味を持った格差問

題について取り上げ、階級格差・夫婦格差社会・学歴分断社会について調べた。これら三つ

の格差問題について調べたことにより、様々な知見を得た。1つ目は、どれも根底には経済

格差が存在しており、それが世代にわたって残存することにより階級の固定化が起きてし

まっているということだ。２つ目に、こうした格差問題を解決する手段として、所得の再分

配という考え方をとるが良いということだ。経済の断続的な発展はありえないことであり、

貧困層の収入を上げるということにも限界がある。そこで、富裕層の所得の再分配を政府主

導で行なって行くことが重要なのではないかと考えた。ただし、ここでは自由主義との折り

合いが必要であることも知った。３つ目として、私たちのようにしっかりと大学に通うこと

ができている時点で、いわば「勝ち組」にいるということだ。そのため、私たちがしっかり

と格差問題と向き合い、現状を知り、考え、例えば選挙などといった形で働きかけをしてい

かなければならないのだと思うようになった。 後に、私たちは文献でしか格差の実態に触

れていないため、依然として親身にこの問題について考えられていないように感じる。今後

社会に出て行く過程でこうした問題に直面した際に目を背けず自発的に関わっていけるよ

うになりたい。	

	

文責：西岡風花	

⑸外交（日中友好条約）	

外交(日中友好)の勉強会では、主にパンダ外交を一つの手がかりとして日中外交につい

て学習した。外交と聞くと、国の文書を読み込む、記録を調べるなどといった複雑で、とっ

つきにくいテーマだと考えてしまいがちである。しかし、日中外交について勉強会を始め、

国と国との関係はそのような文書研究だけに限らず、生活に身近な文化、そして、パンダな

どの動物の贈与も外交に関係していることが分かった。特に、中国から贈られるパンダは、

日本でも年齢を問わず人気であり、友好を表すプラスイメージの一つでもある。歴史を見て

みると、古くから中国は他国にパンダを送っていたという記録があった。中国は、パンダを

プロパガンダとして利用し世論形成などにも影響していたといえる。同時に、日本では贈与
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ではなく貸与という形のパンダは、多額の賃料をめぐる経済面における議論などの問題点

も見られた。対する日本からは、文化面において、アニメなどのポップカルチャーが中国で

広く親しまれていることが分かった。	

	 メディアで取り上げられる外交における尖閣諸島問題などの日中問題からだけではなく、

自分たちが興味を持ちやすいパンダや文化からも日中友好について考えていくことができ

るということを学ぶことができた。日中平和友好条約締結 40 周年という節目の年に日中外

交について学び、自分たちの視線から見えた気づきをきっかけにこれからの日中友好につ

いて考えていきたい。	

	 	

	

文責：矢部彩英子	

⑹理想の政治体制	

私たちの勉強会では理想の政治体制を考えるために、まず現状の政治に対する問題点を

洗い出し、そのことに対して考えられる解決策を他国の実例などを参考にしながらディス

カッションした。世界の色々な政治体制や政治制度を調べていく上で、その国ごとの複雑な

背景や深い歴史を知ることができ、単に政治と言っても様々な関係性が複雑に絡み合って

いるように感じた。また、ディスカッションを通していろいろな問題点を突き詰めていくこ

とで、政治とは何なのかという根本に立ち返って日本の政治と向き合うことができたと感

じている。政治にかかる莫大な費用、行政の力が中央に集中する課題、若者の政治への参加

意欲の減少など現状の課題は思っていた以上に深刻であったが、これから向き合わなけれ

ばいけない世代である私たちができることは少なくても必ずあると実感した。特に政治へ

の関心に関しては、自分自身の無知を痛感したため、まずは現状の政治体制について知るこ

とが大切だと痛感した。そのためのきっかけとしてこのような勉強会を頻繁に開く機会が

学校で提供されたり、政治家と学生の交流がもっと盛んに行われたら若い世代の関心も高

まるのではないかと考える。	

	

	

写真：中間合宿	勉強会の様子	
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文責：小古間隆	

4.	リスクマネジメント講座	

勉強会発表の後、中国で開かれる本会議に向けて、実行委員によるリスクマネジメント講

座が開かれた。中には、初めて海外に行く参加者もいたため、日本と中国での危機意識の違

いを話した後、中国で 3週間過ごす際に気をつけておく点などを参加者全員で話し合った。	

	

	

文責：塔下剛至	

5.	OBOG 総会	

25 日の夜には OBOGの方々と懇親を深める OBOG総会が開かれた。37期の各分科会リーダ

ーが挨拶を行なった後はテーブルごとに自由にお話を伺い、本年度参加者にとって OBOG の

方々の話はとても意義深いものとなった。各分科会における本会議のお話や日中学生会議

の話題に限らず、キャリア選択のアドバイスなどもいただくことができ、またとない貴重な

機会となった。	

	

	

	

文責：片山晏里	

■直前合宿	

8 月 5 日、国立オリンピック記念青少年総合センターにて直前合宿を行った。本会議が目

前に迫った中での日本側参加者のみによる活動の 終調整が目的である。そのため、37 期

全体では中国開催における安全の注意や諸連絡を再度行なった。分科会活動では、本会議で

の中国側との議論が円滑に進むように、事前の資料準備や予想される問題、議題に関して追

加リサーチなどを行った。	

さらに、中国へと旅立つ前には日本側参加者一人ひとりが本会議に期待していることを

第 37 回開催の理念である「発見」をキーワードに意思表明を行い、それぞれが本会議に対

する思いや目的意識を改めて共有した。	

	

写真：直前合宿	オリンピックセンター	にて	 	
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文責：北條久美	

1.	天児先生ご講演	

顧問である天児先生にご講話していただき、実行委員・参加者全員が本会議における意思

表明を行った。ご講話では、近年の世界情勢を踏まえた日中関係の現状と今後のあり方につ

いて、さらに理解を深めることができた。天児先生からは、「本質を知るためにまず、政治

に翻弄されないような、民間レベルでの対話とネットワークが大切であり、そのためのプラ

ットフォームが必要である」というお話があった。また、日本の嫌中感が強い現在、トップ

レベルにおいても民間レベルにおいてもお互いが同意できるという信頼関係が必要である

ともいわれ、「日中関係の本質とは何か」これこそ日中友好の永遠の課題であり、探求し続

けなければならない問であると感じた。	

	

	

2.	意思表明	

参加者意思表明では、本会議におけるそれぞれの目標を発表し、決意を固めた。今年の日

中学生会議理念「発見」のもと、それぞれが何を発見するか、どのようなことに挑戦したい

かを一人一人発表し、その中でも、「一生涯の友情を築きたい」「中国への愛を深めたい」

「健康に 3 週間過ごす」「信頼のおける日中関係を築くためのプラットフォーム作る」な

ど、熱意溢れる意思を聞くことができたのが印象に残った。	

	

写真：直前合宿	本会議へ向けた意思表明の様子	

	

	

文責：小澤萌々子・北條久美	

■本会議	

	

1.	開幕式		

	 本会議初日である 2018 年 8月 7 日、顧問である天児先生、在中大使館参事官佐藤様のお

力添えで、在中大使館にて第 37 回日中学生会議開幕式を開催した。まず初めに、日本側と

中国側実行委員長より開会の言葉が述べられ、各分科会の日本側と中国側リーダーが挨拶

を行った。その後、在中日本大使館広報文化部の福田参事官による 近の日中関係に関して

のご講話があった。	

福田参事官は 1972 年の日中国交正常化から、今年で 40 周年を迎える日中平和友好条約、

そして尖閣諸島国有化のあった現在への流れの中で、日中関係が良好ではないときには、台

湾・尖閣諸島・歴史のいずれかの問題が関わっているとし、4つの日中共同声明が重要であ
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るとおっしゃっていた。その中でも「戦略的互恵関係」の包括的推進に関する日中共同声明

で、日本が過去を振り返り日中関係へどのように貢献するかが鍵であるとのことだった。質

疑応答では「真の友好とは何か」などの鋭い質問も飛び出し、福田さんは「政府主導の友好

ではなくなってきているため、民間人からの様々な形の友好があっていい」と述べていた。

改めて参加者にとって、友好の本質とはなにか、日中友好について深く考える機会になっ

た。企画にご協力いただいた福田参事官、佐藤参事官には深く御礼を申し上げたい。	

	

写真：本会議	開幕式にて	(中央)	福田参事官、(右端)佐藤参事官	

	

	

2.	アイスブレイク	

	 同じく本会議初日に、日中両国の参加者たちの緊張を解き友情を深めるプログラムとし

てアイスブレイクを行った。この企画では、お揃いの Tシャツを着用し、参加者全員で日本

と中国の名所に関するゲームに挑戦した。各人が写真のピースを持ち、自分と同じ写真のピ

ースを持つ人たちを探し、パズルを完成させるといったものである。そのグループ内で、自

己紹介をし、その名所に関する写真についての情報共有をし、 後には 1グループずつ前に

出て発表するなど、分科会を超えての初めての交流の場となった。	

	

写真：本会議	アイスブレイクの様子	
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3.	ワールドカフェ	

	 ワールドカフェ（World	Cafe）とは、主体性と創造性を高める話し合いのエッセンスを抽

出してまとめた場である。参加者がオープンに会話をし、自由にネットワークを築くことの

できる『カフェ』のような空間でこそ知識や知恵は創発され、このような考えに基づいた話

し合いの手法であることから、分科会とは違うメンバーで、様々な議題について語り合う機

会を作るため行われた。	

議題は以下の５つである：	

A.	意思を持った人工知能は人類にとって福となるか仇となるか？	

B.	資本主義体制、社会主義体制、共産主義体制それぞれが国家の政治経済文化の発展	

に及ぼす影響を踏まえて、理想の政治体制について論じよ。	

C.	よりカリスマ性がある大統領はプーチン氏とトランプ氏のどちらか。	

トランプ氏は再当選なるか？	

D.	ネットアイドル(YouTuber/Vtuber)経済の今後についてどう予想するか？	

(バブルのようにはじける or さらに勢いを増して定着する)	

E.	男女平等は実現するのか？専業主婦(夫)は幸せか？	

1 人 3 つの議題についてグループを替えて議論したが、分科会のメンバー以外との議論は、

新鮮であり、多様な意見に触れることができた。また、分科会以外での交流のため、分科会

の議論に新たな視点を持ち帰ることができた。	

	

写真：本会議	ワールドカフェ	議論の様子	

	

	

4.	国旗掲揚式	

	 北京観光日の早朝に、全員で毎朝天安門広場にて行われる国旗掲揚に参列した。日の出と

共に国旗があげられ、国歌の演奏は録音ではなく、毎朝専属のオーケストラが演奏をしてい

る。中国全国から集まる観光客と共に見物をしながら、荘厳たる雰囲気の中、中国人の愛国

心を体感することができた。	
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写真：国旗掲揚式あと記念撮影をする様子	

	

	

5.	南京大虐殺討論会	

	 南京大虐殺討論会では、南京での全体 FWに向けて、南京大虐殺に関する日本・中国・第

三者からの視点で書かれた資料を読んだ後、	

1. 「南京大虐殺はひたすら討論され続けるべきか」	

2. 「もし議論され続けるのであれば、どのように議論するべきか」	

の 2つの問いについて話し合い、日中両国学生の視点を共有した。	

	 後は、南京大虐殺記念館に行くか行かないかの投票を全員で行い、正式にフィールドワ

ークとして足を運ぶことを決定した。	

	

写真：西安	南京大虐殺討論会の様子	
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6.	南京大虐殺記念館全体フィールドワーク	

	 2018 年 8月 17 日に全体フィールドワークとして南京大虐殺記念館を訪問した。日本側に

とって、他国の視点から太平洋戦争を見ることは新鮮だった。参加者からは、「中には生々

しい展示もあり、目を塞ぎたくなるようなものもあったが、このような悲惨な歴史としっか

り向き合うことが「発見」となり、ひいては日中友好につながっていくのではないか」、「個

人の観光では、足を運びにくい場所だが、改めて行ってみると想像していたような愛国・反

日の要素が濃い展示は少なく、共に歴史に向き合い、平和を構築していこうというメッセー

ジに共感でき、行ってよかった」、「両国の間にこのような残酷な過去があったとしても、

このように日本人学生と 3 週間も時間を割いて議論をしたいと言ってくれる中国人学生が

たくさんいることに改めて感謝したい」などの感想が聞こえた。	

	

	

7.	観光	

	 本会議期間中は、訪れた 4都市のうち、3都市―北京、西安、南京にて観光を設け、日本

側に様々な中国の一面を実際に見て、議論以外からでも多くの発見を促すことと、両国の学

生が共に観光プランを計画し行動することにより相互理解を深めることを目的とした。ま

た、分科会メンバー以外の参加者との交流も兼ねて、西安と南京の観光は分科会以外のメン

バーでグループを組んだ。	

	

	

8.	文化交流会	

	文化交流会とは、分科会の 終発表の後行われる本会議 後のイベントであり、日中双方

の文化を紹介しあい、楽しむイベントである。今回日本側は中間合宿から準備をし始め、本

会議でも練習を重ねていた。日中両側実行委員による中国のポップダンスや Lemonを始め、

ソーラン節、日本舞踊、空手、剣道、けん玉、マジックなどのパフォーマンスを発表し、会

場を盛り上げた。中国側も古典舞踊や琴の演奏、合唱を披露した。また、文化交流会は閉幕

式の一環でもあることから、交流会の終盤では、実行委員が作成した活動模様のビデオが放

映され、参加者も充実した本会議を振り返る、心に残る瞬間となった。 後は、62 名で満

面の笑みで写真撮影をした。日本側中国側の学生 62名が共に過ごす 後の夜ということで、

沢山の笑顔が見られ、とびきりの笑顔で締めくくることができた。	

	

写真：本会議	文化交流会にて	
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■直後合宿		

第 36 回日中学生会議では、8月 25 日に上海にて直後合宿を行った。直後合宿では、20 日

間の本会議を振り返り、参加者ひとり一人が得た一番の発見を発表した。また、報告書を作

成するにあたっての役割分担決定などを話し合った。	

午前中に行った全体の振り返りでは、全員がそれぞれこれまでの感想を述べた。参加者は

5月から、実行委員は昨年の 9月から始まった活動を振り返り、発表する中では涙ぐむ人も

おり、本会議への思い入れの強さを感じた。その後、実行委員より報告書作成の説明を行い、

各グループで準備作業を行った。午後には実行委員長小澤より来年度実行委員に関する説

明があり、第 38 回日中学生会議日本側実行委員を参加者の中から選出し、次期実行委員長

土屋勇魚をはじめとする 38 期実行委員会が発足された。	

	

写真：直後合宿		

	

	

■報告会		

＜関東報告会＞		

2018 年 10 月 14 日、顧問である阿古先生のお力添えで、東京大学にて開催した。まず初

めに、実行委員長の小澤から挨拶及び第 37 回日中学生会議の全体報告を行った。その後、

各分科会による分科会発表に移り、事前活動から本会議終了までの成果をそれぞれがプレ

ゼンテーションを行った。質疑応答では来場者の方々からも積極的な質問がなされ、活発な

応酬が行われた。	

37 期参加者によるパネルトークが行われた後は、38 期日中学生会議実行委員長となった

土屋勇魚による閉会の挨拶によって終了した。	
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2.	分科会活動	

	

◆歴史分科会	

メンバー：片山晏里・勾宇威・塔下剛至・岡内祐治・小林晴美	

	

写真：西安、大雁塔にて	

	

文責：片山晏里	

■はじめに	

	

「日中友好」を掲げる日中学生会議は第 37 回開催を迎え、長く日中間の歴史に向き合っ

てきた。昨今、日中関係と歴史認識の違いは深く結びついており、日中間が抱える問題によ

っては、政府の関係悪化だけでなく私たち民間の対話も途切れがちになったことで、考えや

認識を交わすことが困難になり、相手国に対する感情が互いに悪化してしまったと言える。

この現状を受けて、私は「私たちが学生という身分を生かして議論する意義とはなにか」、

改めて見つめ直した。そして、日中平和友好条約締結 40 周年という節目の年にこそ、学生

が実現可能な「友好」とはなにかという根源的な問いに向かって議論してみたいと考え「友

好」をテーマに 37 期歴史分科会を発足した。	

37 期歴史分科会は上記した根源的な問いに対して、歴史上の諸問題に対する日中の学生

一人ひとりの本音や見解を述べ合うことで、これからの「友好」について共に考えることが

必要だと考えた。そのため、私たちの思考の基礎となりやすい日中両国の教育や日中間の諸

問題に対する双方の一般認識を共有し、「友好」関係を妨げる原因とはなにかという逆説的

な視点からも議論を深めた。また、日本側参加者は本会議の準備として、日中両国間の諸問

題を改めて調査することや、国際社会における日中両国の情勢や日中それぞれの教育の性

格を知る必要があると考えた。具体的には、オンラインでの週 1回の定例会議において、各

参加者が日中歴史問題への日本の一般認識を再調査し、その情報をほかの参加者へ共有し

た上で問題に対する見解や意見を互いに述べ合ったほか、日中関係に詳しい教授にお話を

伺う機会を頂戴したことで諸問題に対する日本の見方に関しての知識を備えた。	
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本会議では、頭から議論に入るのではなく、緊張をほぐし本音の議論を促すために歴史分

科会日中両学生 10名が日中学生会議へ参加した理由や本会議に対して期待していることを

順番に発表し想いを共有した。この時間を経て 37期歴史分科会の方向性を再確認すること

ができた。「国家間における『友好』は、双方を利益するための経済策の 1つとして使用さ

れることを前提とする」、「議論において相互の意見の尊重・理解を目指し、より良い友好

関係を構築する」ことで一致し、本題である日中における「友好」の在り方について認識の

すり合わせへと議論を進めた（図参照）。主な議題は日中間の歴史認識問題として挙げられ

た以下 5つの議題である。議論の進め方は日中両国の諸問題への見方を共有し、共通点や相

違点を導き出すことで問題の原因とはなにかを模索していくというような相互理解を促す

段階を踏んでいくと決定した。	

⑴：満州国統治（偽満州国問題）	 	 	 ⑵：靖国神社参拝問題	

⑶：日中教科書問題（歴史認識問題）	 ⑷：反日デモ	

⑸：慰安婦問題	

	 共通点や相違点を導き出す議論をする上で、国家の定めた教育方針の違いや戦時下にお

ける日中両国の国際社会的立場の違いからなる意見の衝突も予想していたが、各参加者の

バックグラウンドや実体験のほかに、哲学や国文学などそれぞれの専攻から多面的な切り

口が見られ、感情をぶつけ合う議論ではなく学際的で活発な議論が成された。さらに、あく

まで個々の見方に基づく対話を重視し国家としての見解をあえて切り離したことで歴史分

科会の議論の幅は広がり、民間の対話を求めるにあたり非常に有益であった。	

	 今回の活動を通して、完全な相互理解は難しいということが解ったことも大きな収穫で

あった。具体的な例として、中国人学生が日本人学生に対して、当時の日本政府がどのよう

な意図で満州国へと進出・侵略に踏み切ったのか考えることを求めていた一方で、日本人学

生が中国人学生に「進出」と「侵略」の言葉の違いを認識することを求めていた場面があっ

た。互いの着眼点さえも異なることから知らなければならないということに気づき、一人ひ

とりの見方に対して徹底的に向き合おうとすることで、完全な相互理解にはたどり着かず

とも考えの違いを知ることができた非常に意義深い経験があった。このことから、日中相互

理解が進展しない理由の一つとして、両国には未だ分かり合えていない部分があり、それが

思考パターン、情報、判断、言語、先入観といった「見えない壁」になっていることを発見

できた。	

	

図：第 37回日中学生会議	歴史分科会の議論に対する姿勢	
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■事前活動	

文責：片山晏里	

○顔合わせ合宿	

		

	 顔合わせ合宿においては、その名の通り参加者同士が初めて顔を合わす場であった。その

ため自己紹介やオンラインでの定例会議の開始時間と形式などを設定したほか、参加者各

位の参加動機や議論に期待していることなどを共有し、興味のある分野に関する FW 先につ

いても議論を行った。また、37 期歴史分科会日本側参加者は、日本で教育を受けてきた学

生は私を含めた 3名のほかに、マカオで生活してきた小林さんと、中国人で日本側参加者で

ある勾さん 2 名が居たことで、異なる教育や生活環境を踏まえた日本側での事前学習や議

論が期待できた。	

さらに、歴史分科会設定当時から決定していた「友好」というテーマについて、私たちが

議論すべきだと思う両国の歴史とその問題について話し合った。その中で「友好」に対して

私たちが抱く印象を自由に挙げた結果、「友達や家族のように親近感のある関係」、「外交

における形式的な言葉としても使われている」など、「友好」という言葉の解釈は幅広いと

いう捉え方が多くあった一方で、一見容易に使用する言葉でも解釈の程度は異なるという

ことを再認識することができた。また、日中間において多用されている「友好」という言葉

には複合性があり意味の幅が広く曖昧なため、理解しているようで理解しきれていないこ

とが改めて分かった。このことから、いくつかの日中間の諸問題を切り口に「これからの

『友好』」について議論することを軸として今後さらに論点を絞ることで一致した。	

	

	

◯定例会議：前期（5月中旬−6 月下旬		全 6 回）	

	

	 事前学習の第一段階は参加者それぞれの興味・関心に基づいて様々な日中間の歴史問題

に関わる事象について調査した。そして、調査内容とそれに対する見解を定例会議で発表し

あうことで分科会内の幅広い知見を得ることとした。特に 37 期歴史分科会では、宗教に関

する問題指摘やアジア研究における日中への見方のように各参加者のバックグラウンドを

活かした見解が見られ、複眼的分析が可能となった。また、改めて調査した内容を共有する

ことで日本社会の中国社会に対する批判的な一般見解を客観的に捉えることができた。す

べてが本会議の議論内容に直接つながるわけではなかったが、日本側参加者がいくつかの

歴史問題に対して個人的見解や 37 期歴史分科会日本側としての見解を持つことができた。	

	 また、日中間における友好的な状態とは具体的にどういった状態なのかという、「友好」

の定義についても議論した。友好という言葉の持つ意味が相手に親しみや好感が抱ける状

態であるという認識の一致には至ったが、これには国家間と民間においては「友好」の在り

かたが異なり、以下の 4つの要素を一括して持つものを「友好」と定義づけた。また、友好

ではない、不正常な外交状態として考えた際に、政治面における相互信頼を積み重ね正常な

軌道から逸脱させないようとする「つながり」を友好と言うのではないかという意見もあっ

た。さらに、本会議での方向性としては、民間の友好のあり方について議論したのち、国家

間の友好のあり方に焦点を当てることとした。	

	

	 	 	 【「友好」の 4要素】	

①家族の関係性と形容できるような心理的な愛着感に繋がるもの	

②国家の関係性、交際を概念的に示すもの	

③複数の対象同士において成り立つもの	

④相互認識・理解を基礎としているもの	
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文責：塔下剛至	

◯中間合宿（靖国神社 FW）	

		

	 靖国神社は国家のために尊い命を捧げられた人々の御霊を慰め、その事績を永く後世に

伝えることを趣旨として、1869 年に東京招魂社が前身となり建設された。日中関係におい

て靖国神社は首相の公的参拝が問題として注目されるものの、そもそもの靖国神社自体と

その意義を日本側としてしっかりと知っておくべきであると考えて今回 FWとして行くこと

を決定した。	

	 神式である靖国神社参拝では、第一鳥居（大鳥居）と第二鳥居をくぐり、手水舎で手水を

清めた後、二拍手一拝を行う。参道の中央には明治維新立役者である大村益次郎の大きな像

がある。銅像を見上げ、日本国建国のために奮闘し戦死した人々を祀る当時の日本人の思い

に触れるような気持ちであったことを思い出す。靖国神社は現代において日中外交を含む

国際関係問題の一因としてメディアで多く取り上げられるものの、現代以前の日本人にと

って「心の拠り所」として慰霊的な役割を担っていたことを今回の FW を通じて改めて気付

かされた。境内に併設された遊就館は「御祭神の遺徳を尊び、また古来の武具などを展示す

る施設」として構想され、明治維新以降、そして主には大東亜戦争の展示物が多く並んでい

た。一般の博物館とは異なり、靖国神社の趣旨に則って鑑賞すべき場所であった。	

戦後 GHQ による日本人の「軍国主義的愛国心」を徹底的に瓦解させる方針で策定された教

育基本法を背景にして戦後教育を受けて育った日本人には「健全な愛国心」は存在していな

いと言える。この根拠は、日本側参加者には愛国教育を受けたと考える人はおらず、国を愛

することに一種の抵抗感を抱かざるを得ない精神性が垣間見えるからだ。靖国神社参拝を

通じて、もちろん過去の反省を理性的に鑑みることは前提とした上で、日本を愛し過去の日

本人を祀ることも日本人として忘れてはならないと考えさせられる機会となった。	

	

写真：靖国神社 FW遊就館前にて	
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文責：片山晏里	

◯定例ミーティング：中期（6月下旬−7 月中旬	全 8回）	

	

	 専門性のある知見を得るために、早稲田大学名誉教授で中国政治と外交・東アジアの国際

関係を専門とされる毛里和子先生、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科名誉教授で、同じ

く中国政治、現代中国論、現代アジア論、東アジア国際関係論を専門とされている天児慧先

生のお話を伺った。先生お二方のお話を受けて、私たち歴史分科会の考える「友好」の定義

を捉え直す機会となった。私たちが考える友好は、国家間と民間で性質が違うということで

一致していたが、そもそも人間関係においては、信頼が重視されるものであり、友好はその

先の信頼をもとにした双方親しみある関係やその状態を指す言葉であると気づいた。日中

は友好でなければいけないという動きは悪いわけではないが、不自然な動きである。例えば

日米関係は「信頼」をもとにした「対話」によって長い間ある程度の良好な状態、すなわち

友好的関係を維持してきたのであるが、日中関係は政府主導で信頼をもとにした対話が不

足したまま「友好」というスローガンが独り歩きしているとも捉えられるためだ。	

	 さらに、引き続き事前学習、知識の蓄積を行いながら本会議の議題を決定し、中国側と議

題のすり合わせを行った。以上にも記載した日中間の諸問題を議題として提案したととも

に、本会議に向けた議論方法を固めていた。この段階で日中合意をとることで、本会議まで

に十分なリサーチの時間を確保することができた。そして、前半の分科会活動で学んだこと

を振り返る時間を作り、学習効果を上げることに力を注いだ。37 期歴史分科会は 終的な

問題についての解決策・打開策を設定しないことで、未来志向の「友好」を結論付けるとい

う方向に両国側の足並みをそろえた。	

	

文責：塔下剛至	

◯事前学習	

	

・毛里先生フィールドワーク	

	 6 月下旬に毛里和子先生にお話を伺った。「友好」は戦後に外交政策的な意図を持って政

府先導で図られたため、1970 年代から 80 年代にかけて 1978 年日中友好条約を筆頭に頻繁

に日中間で使われ始めた言葉である。2010 年に中国の GDP が日本を上回るなど、中国の台

頭によって日中関係が大きく変化する中で、当時の安倍晋三内閣総理大臣と中国胡錦濤国

家主席の首脳会談に基づいて「戦略的互恵関係」が日中関係の目指す新たな概念となった。	

	

写真：（中央）毛里和子先生	
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したがって、日中関係を利益とパワーで測る時代へと変わってきている中で、時代区分に

よって「友好」の定義を捉え直すべきではないかとお話を通じて歴史分科会では結論づけ

た。友好の定義を考える上で、根本には信頼・安心があるべきである。また、同じ漢字圏で

あるものの、意味が異なる場合もある。「友好」に関するお話以外にも、中国の一帯一路政

策や謝罪の時効性についてお話を伺い、歴史問題や現代の日中関係を考える上で示唆に富

むお話を頂く機会となった。	

	

・天児先生フィールドワーク	

	 7 月上旬に天児慧先生にお話を頂いた。戦後の日中関係がどのように変遷してきたのか、

個々の事例を取り上げながら仔細にご説明をいただいた。国交正常化以前は日中友好 7 団

体を代表する多くの友好分子が存在し、経済・文化・政治のあらゆる側面から日中間の交流

が図られてきた。ただ、特にこの時代において「人と人の付き合い」が日中友好関係を動か

していたという事実があり、元全日空社長で当時周恩来首相と親交が親交関係にあった岡

崎嘉平太氏は日中関係を前進させた立役者の一人である。国交正常化以前の民間貿易（LT 貿

易）の現実化など日中友好化は、岡崎氏など個人間の信頼関係がもたらした。日中が「友好」

に向かうことはむしろ当たり前の情勢が変わる中で、現代における友好は目標であること

は前提として、その目標に向けて「何を積み上げていくのか。」ということを考える必要が

あるというご指摘を頂いた。私たち歴史分科会では天児先生のお話を踏まえて、戦後の日中

友好の歴史を改めて勉強し直すとともに、本会議に向けて「日中付き合い三原則」を念頭に、

特に「相互誤解をいかに減らすか」ということを相互理解の根本に捉えて臨むこととした。	

「友好」に関するお話以外においても、賠償金問題、靖国問題、尖閣問題などの貴重なお

話を伺うことができた。	

	

写真：（左より２番目）天児慧先生	

	

文責：片山晏里	

◯定例ミーティング：後期（7月中旬−8 月上旬	全 7回）	

	

	 日中双方で合意した 5つの議題に基づき、より深い議論を進める準備をした。日本側の分

科会始動当初に全員で共有した期待している議論や、私たちの考える「友好」をもとに学習

を重ね解釈し、日本側の見解を出すとともに中国側との議論ではどのような展開が予想さ

れるのかなど本会議構想を続ける作業となった。また、本会議の議題に入る前のオリエンテ

ーションを重視して、各位役割を担うこととした。本会議全体の物事が円滑に行われるよう

に、全体の調整や進行担当者、本会議においてファシリテーターを務める者の決定、議題の

詳細な焦点の確認、日本側の資料翻訳など、考えられる準備に努めた。また、本会議に迫る

ころには週 2 回行い、私をはじめ日本側参加者はとくに本会議の議論に対する意欲が高ま

っていたように思う。	 	
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文責：片山晏里	

◯本会議直前会合	

	

	 直前合宿の前日、8月 4日に都内の日中友好会館にて本会議の 終資料準備を兼ねて諸問

題に対する私たち 37期歴史分科会の諸問題への見解を再認識した。さらに、より本会議を

有意義にさせるために中国側の見解を予想し私たちの既知について意見を交わし、先入観

に気づきやすくなる工夫をしたことで、中国側参加者一人ひとりを尊重しながら議論して

いくという心の準備もできたように思う。	

	

写真：直前合宿	本会議に向けた意思表明の様子	

	

■本会議での議論	

文責：塔下剛至	

◯オリエンテーション	

	

	 オリエンテーションでは議論を始めるに当たって日中双方で確認しておくべき 3 点につ

いて議論を行った。日本側は事前学習期間が長かったため、日本側が事前に準備した資料を

基として話し合いを進めた。1点目の内容は議題の調整である。本会議前に設定した話題に

ついて合意の齟齬がないか改めて確認を行った上で、「友好」をビジョンにして相互理解を

進めていくという議論の趣旨を確認した。本会議は日中双方 10人の学生全員によって行わ

れる場であり、具体的議論の前提を確認できたことがその後の円滑な議論に繋がったと考

えている。2点目は分科会の具体的なスケジュールの確認である。本会議前半において 5つ

の議題の具体的な議論を行ったのち、本会議後半において友好の認識や結論といった包括

的な議論を行うことを確認した。特に、国民感情が切り離せない歴史問題を議題とする歴史

分科会においては共通認識として守るべきルールを決定し共有しておくべきであるという

ことが日本側の考えた結論であった。従って日本側が作成した原案をもとに全員が守るべ

き 低限のルールを全体で検討して決定した上で、共通認識とした。相互に探りたい状況の

中でルールをお互いが納得するルールを決めたことは信頼を抱く一助になったと感じてい

る。以上、本会議の議論を始める前にこれら 3点を確認して、これをオリエンテーションと

した。	
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写真：北京第 1回日中分科会でのオリエンテーションの様子	

	

	

議題⑴：満州国統治（偽満州国問題）	

	

文責：勾宇威・塔下剛至	

◯満州国とは	

	

	 1931 年の「918 事変」以降、日本軍は中国全土に進出・侵略し始めた。関東軍は中国東北

部を占領するため、満州族に新国家建設を申し立てた。1932 年 3 月 9 日、日本軍の傀儡で

あった末代皇帝溥儀は、天津からひそかに東北に逃れ長春に政権を置き、満州国(または偽

満州国)を設立した。この一連の内容は中国において学界や政界から広く提起されていない

上、中国の高校の教科書にも一部にしか書かれていない。しかし、日本においては詳しく言

及されている。	

	

◯日中両国の着眼点についての差異	

	

	 満州国の建設によって中国東北部の発展が実現したことは事実であり、日本側は発展を

もたらした影響を重視している。中国側は満州国の建設が中国東北部の発展に対して良い

影響を与えたことを認めているものの、満州国を日本の傀儡政権としてその合法性及び正

当性を認めていない。中国側の見方は、中国で用いられる「偽満州国」における「偽」の文

字が明確に表現をしている。偽満州国の建設は日本が中国をコントロールするために行っ

たことであり、中国人にとって「国恥」であるということが中国側の認識である。	

	

◯加害者と被害者の関係	

	

	 日中両国の着眼点の差異から、「感謝」の概念について日中における共通点と相違点が見

つかった。共通点は「Aが Bに利益をもたらした場合に Bは Aに感謝すべき」であるという

論理であるが、相違点は「感謝」の理由に利益という要素を含むべきであるかどうかという

論理である。明確に日本側は結果（Bが実際に発展した）を重視していたことに対して、中

国側は意図（Aは良善の意図を持って Bを助ける）を重視していたことが分かった。	



28	

	

	 戦争において全ての国は加害者と被害者という 2つの立場を有している。しかし、正義の

意図を持って国を防衛するために被害者かつ加害者となった国と、非正義の意図を持って

他国を侵略して被害者かつ加害者となった国があり、それぞれの被害者性と加害者性の意

義は異なる。日本側は戦争流派どの国もこれらの両面性を持つという意味で、第二次世界大

戦において日本も被害者という観点を持つ。そして、全ての参戦国は加害者と被害者との両

面を持っているため、互いに責任について過度に責め合うべきではないと考える。一方で、

中国側は戦争の中で参戦国全てがこの両面性を持っていることは認めるが、「正義」という

視点に立ったときに本質は異なっていると主張を述べた。	

	

議題⑵：靖国神社参拝問題	

	

文責：小林晴美・岡内祐治	

◯靖国神社問題とは	

	

	 私たちは本会議の 2つ目のテーマとして、「靖国神社問題」を設定した。靖国神社と日本

の神道は深く関係しているため日中で靖国神社問題を議論する前に神道について説明する

必要があると日本側は考えた。まず日本の神道には亡くなった人が「神」になるという基本

的な考え方がある。ここでの「神」は宗教的な意味の神にもなりうるが、中国の祖先崇拝と

似ている神にもなりうる。こうした考え方に基づき、国家のために犠牲になった人を民族や

国家の守り神と考えるようになり、このことが国のために犠牲になった個人を祀る靖国神

社の存在意義と繋がる。さらにこうした考え方と「慰霊」が結びついている。こうした宗教

的背景を共有していく中で、靖国神社の存在の合理性については中国側も理解を示した。よ

って、主な議論となったのは靖国神社の存在そのものよりも、主に日本首相の靖国神社参拝

の問題であった。	

	

◯日中両国の着眼点の共通点と差異	

	

	 日中両側の見解が一致した点は靖国神社問題が宗教・政治に関わる複雑な問題であると

いう認識と靖国神社は日本国民にとっての精神的意義があるということである。宗教面か

ら見れば、中国側も先祖崇拝があるように、日本国民に対する靖国神社の精神的意義に理解

を示した。ここでの精神的意義とは現代の私たちというより当時の日本人の心の拠り所と

考える。当時亡くなった兵士の多くは、政府の政策として幼い頃から靖国神社を心の拠り所

にする教育を受けていた。そのため日本国民にとって、靖国神社は当時の日本精神の体現で

あり、精神的意義があったと言える。さらに今を生きる私たちも当時の方が信じたものを尊

重するべきだと考える。	

	 相違点は首相参拝に対する捉え方であった。日本側は首相の靖国神社参拝に賛成という

意見でまとまった。靖国神社は日本人が日本人のために建立したものであり、他国に干渉さ

れるのは道理に合わない。さらに、一国家としてその国の固有の精神文化やその施設を大事

にすることは、国の主権を守ることにも繋がる。対して中国側は首相が一般国民ではないこ

とに注目し、参拝には国際政治的な意味を持つため日本人だけのことではないという考え

を示した（一般国民の参拝は否定しない）。さらに、靖国神社への首相参拝は日本の曖昧な

歴史的態度を体現していると考え、その歴史に対する態度が日本の今後の立場や意思決定

に影響し、国際的な影響力を持つと言うのが中国側の意見であった。	

	 その後日本側ではいわゆる「戦犯」、特に「A級戦犯」について、戦争の勝者が事後法の

裁判によって位置づけたものであること、A〜C の等級は罪の重さを示さないことを指摘し

た。一方で靖国神社は現在でも戦犯が関与していることが主な争点となっている。ここでの

戦犯は他国に甚大な傷害を及ぼしたため、中国の立場としては記念すべきではないと考え

られた。靖国神社で奉られている御霊は一つの国家、中国にとって戦犯であり、もう一つの
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国家、日本にとって民族的な英霊なのだ。このような立場の違いが靖国神社問題の原因の一

つであると考えられた。合意は得られなかったが、私たちはお互いに異なる態度を持ってい

る理由を知ることができた。	

	

◯終わりに	

	

	 多くのの複雑な問題を抱えている靖国神社だが、この神社の建設には、「祖国を平和にす

る」「平和な国家を建設する」という願いが込められている。ここでの「平和な国家」とは

具体的にはどのような国家なのか。その点について、日本国民として、世界市民としてこれ

からも深く考え、平和な国家、さらには平和な世界のため、未来に向かって建設的な日中友

好関係を結ぶべく行動をしていきたい。	

	

議題⑶：日中歴史教科書問題（歴史認識問題）	

	

文責：勾宇威・岡内祐治	

◯日中から見た歴史教科書問題	

	

	 一般的に、教科書問題は、日中歴史教科問題(日中歴史認識問題)とも呼ばれ、中国側の教

科書内容と日本側の教科書内容についての問題である。中国側が考える主な問題は領土問

題、歴史認識問題であり、日本側が考える歴史教科書問題は中国の過度な愛国主義教育と日

本の教科書における「家永教科書裁判」[1]、「第一次教科書問題」[2]、「第二次教科書問

題」[3]と認識している。ただし、家永教科書裁判は教科書検定制度そのものを問題として

いるため、日本国内の問題である。	

	

◯日中両国の着眼点の共通点と差異	

	

	 共通点として、日中双方とも歴史の復元には必ず主観や国家の立場が反映されると考え

ていることが挙げられる。また、教科書の制定過程で国家の政治的な干渉を減らすことで歴

史教科書の歴史が相対的かつ客観的に記述されると考えた。	

	 差異として、中国側は日本が中国を侵略した事実とその目的を議論の重点としており、さ

らに日本のこの問題に対する姿勢を重視している。例えば、日本が歴史の細部を気にして、

中国が歴史を誇張して記述していると指摘した場合、中国は日本が不誠実であると考える。

対して日本側は被害者の人数など、歴史の正確性、客観性を重視する。史実の誤り（例えば

南京大虐殺の死亡人数）や誇張された歴史解釈（例えば中国は第二次世界大戦における役割

を誇張している）、歴史の詳細の真実でない記載は日本としては認められない。また、日中

の視点の違いとして、中国側は日中戦争が大東亜戦争（アジア太平洋戦争）から独立した一

つの戦争と認識しているのに対して日本側は日中戦争が第二次世界大戦の一部だと認識し

ていることも挙げられた。	

	

◯可能な解決策	

１相互理解	

	 史料の散逸や史料の真偽判定の難しさなど歴史研究固有の問題により、歴史の復元、解釈

には立場や意見が現れてしまう。特に日本と中国は歴史問題においてそれぞれ異なるロジ

ックを用いている。そうした中でも我々は歴史問題について相互理解したいと考えた。中国

の歴史研究者である歩平は「政治、感情、学術研究」の三つの面から中日歴史教科書問題を

分析すべきだと考え、その中でも民衆感情は も難しい部分だと指摘した。日本側が提出し

た通り、中国人には日本の右翼に反対することが愛国主義であるというような認識があり、

反日活動が中国を愛する表現の一つとなっている。しかしこれは過度な愛国主義傾向であ
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り、行き過ぎたナショナリズムと愛国主義・愛国教育は国際的に批判の対象となる。ここか

ら考えると、研究者による具体的な歴史事実の認定だけでなく、民衆に「正しい歴史観」が

共有されることも必要だと考えられる。	

	

２共同歴史研究	

	 第二次世界大戦後、かつて敵対関係だったドイツとフランスの関係が改善され発展した。

中国と日本もフランスとドイツの関係を参考にできるだろう。例えば共同歴史教科書の編

纂だ。2004 年に中国社会科学院近代史研究所の呼びかけで、日本国・中華人民共和国・大

韓民国の 3 国の一部の識者共同で歴史書を制作することが発表され、2005 年 5 月に 3 か国

で発売された(邦題『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』)。この教材の内容に関しては、賛否両論があるが、このような共同研究が解決の糸

口になりうる。	

	

終わりに	

		それぞれの国の「教科書」の歴史記述は当時の国家の立場から解釈され文章化した傾向み

られる。歴史の教科書は知識を伝授するだけでなく価値観を育むことを目的の 1 つとして

いるからだ。学生は教育の中で歴史的な事実を評価する記述を見聞きすることで、歴史の見

方や歴史に対する考え方を学ぶ。しかし歴史に対する価値観の相違が自国の態度や他国へ

の態度と結びつき、日中間での衝突を招いた。	

教科書には客観的な事実が書かれているように見えるし、根拠もはっきりしている。しか

し、それぞれの国は自分の国民に対して有利になる内容を選別する傾向があるし、上述の通

り完全に中立な歴史記述を行うことは不可能である。客観的な歴史を伝えることは直接学

生に歴史観を教えて洗脳することではないし、後人に教えるべき歴史は切り取った「事実」

の一部分や自国にとって有利な数字を選んで曖昧に説明した「歴史」ではない。これらを両

国とも意識すべきだ。	

参考	

	[1]家永教科書裁判は、高等学校日本史教科書『新日本史』（三省堂）の執筆者である家永三郎が、教科用

図書検定（教科書検定）に関して、日本国政府を相手に起こした一連の裁判。教科書検定制度の合憲性が

争われた。1965 年提訴の第一次訴訟、1967 年提訴の第二次訴訟、1984 年提訴の第三次訴訟がある。1997

年、第三次訴訟の 高裁判所判決をもって終結。初提訴より終結まで計 32年を要した為、「 も長い民事

訴訟」としてギネス世界記録に認定された。	

[2]各新聞の1982年（昭和 57年）6月 26日付朝刊が、日本国内の教科用図書検定において、昭和時代前期

の日本の記述について「日本軍が「華北に『侵略』」とあったのが、文部省（現在の文部科学省）の検定で

「華北へ『進出』」という表現に書き改めさせられた」と報道され、日本と中国、韓国との間で外交問題に

発展した。これは第一次教科書問題といわれる。	

[3]「日本を守る国民会議（現在の日本会議）」編の高校用教科書『新編日本史』（原書房）	を中国が批

判。中曽根康弘首相が文部省に検討を要請し、5月 27日に異例の再審議が行われた。これは第二次教科書

問題ともいわれる。	

	

議題⑷：反日デモ	

	

文責：小林晴美・岡内祐治	

◯反日デモとは	

	

	 私たちは本会議の 4つ目のテーマとして、「反日デモ」を選び設定した。ここでの反日デ

モは 2005 年と 2012 年に起きた反日デモである。この当時、中国で起きた反日デモは日本

で大きく報道され、日本人の多くは過激なデモに恐怖心を抱いた。反日デモが身近で起きた

中国側参加者の経験を聞き、暴力的な反日デモの原因を探ることで日中関係について考え

ようと思ったことがこのテーマに至った理由である。	 	



31	

	

◯議論内容	

	

	 一人の中国側参加者は学生の時、反日デモの前日に担任の先生から「参加すれば逮捕され

る可能性があるし、参加せずに出歩くだけでも危険だ。デモ中は室内にいること」と厳しく

指導されたと教えてくれた。日本から見て中国には民族主義意識の強い人が存在し、人々を

扇動し、過激な破壊行為に至ったように見えた。しかし本会議で実は世論は依然として絶え

ず理性愛国［1］を呼びかけていた事実を知ることができた。その上で、反日デモに対して

日本側は、警備不足によって在中日本人や日本企業の被害を防げなかった可能性と、中国政

府が反日活動による破壊行為を正当化する傾向があることを指摘した。これに対して、中国

側も日本側の意見にほぼ同意し、共通認識として過激なデモを否定した。	

	 そして、反日デモが拡大し過激化した原因の 1つとして愛国主義教育が挙げられた。ここ

では、国歌が流れたら起立する、国を讃える歌を歌う、エリートが共産党の組織に入るなど

中国側参加者が学生生活の中で受けてきた実際の愛国教育の経験談を聞くことができた。

愛国教育についての日本側の見方は、ある程度のナショナリズムはどこの国も持つもので

あって否定しないが、それを他国への攻撃に使ってはいけないと考えている。すなわち愛国

心を冷静に考えられるような教育がなされるべきだと考えた。一方で中国側は日本でも中

国と同様、愛国教育がなされていると考えていた。しかし日本の教育現場では一部の特殊な

学校（例えば森友学園）を除き、国旗掲揚や国歌斉唱に反対する人さえもいるような状態で、

ナショナリズムを過剰に避けようとする傾向がある。日本人は日本国を愛していない訳で

はないのだが、それを教育に入れるとなると反対の声が上がる。	

		続いて、愛国教育は国のために必要か否かという点について議論をした。賛成側は国家が

国を統治するのに愛国教育は必要な手段だと述べた。愛国主義は国家や民族の団結に必要

であり、さらにある意味で、愛国主義教育をしない政府はかえって脆弱なのではないかと捉

えた。それに対して反対側は愛国教育が政府や軍事に利用され、攻撃性を持つ可能性がある

ことであるという点について憂慮した。そして愛国とは個々人の思い入れであり、他人に形

式的に教えられ、押し付けられることではないと考えた。ここでの議論は日本側、中国側と

分かれず、各参加者が各々自分の意見を話すことができた。	

参考	

[1]理性愛国とは 2012 年に中国各地で発生した反日デモにおいて、愛国無罪を掲げて正当化されていた暴

動や掠奪を否定して暴力に反対した上で、理性的かつモラルのある愛国行動を呼びかけるために掲げられ

たスローガンのことである。ネット上や反日デモ反対運動の中で多く使用された。具体的な理性愛国の説

明として取り上げられる内容は、法律を守り同胞の財産を尊重すること、多くの同胞と団結し理性的に愛

国心を表現することで国家の主権と領土を防衛すること、自らの職責を果たし祖国をより豊かに強大にす

ることなどがある。	

	

◯可能な解決策	

	

1. 中国政府が責任を持ってデモをコントロールすること。過去に発生した過激な行為を

反省し、反日デモが発生した時中国政府が責任を持って日本人や日本企業、そして日本

と関わる中国人を積極的に守る。	

2. デモの原因である国家間の対立をなくすために双方が努力すること。反日デモ発生の

根源を究明し、日中の残された歴史問題、そして絶え間ない利害紛争問題の解決に共に

取り組むべきである。理想論であるがやはり追求すべきだと考える。	
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議題⑸：慰安婦問題	

	

文責：勾宇威・岡内祐治	

◯慰安婦とは	

	

	 今回主に取り上げる慰安婦は第二次世界大戦時に日本政府とその軍隊がアジアに進出し

た際、戦場で軍人に奉仕した娼婦である。日本では「従軍慰安婦」とも言われている。慰安

婦について、日中とも も注目するのは強制性の有無である。強制性の有無を巡って朝日新

聞が吉田証言[1]の誤りを認めたことで、日本側では強制性がない可能性が浮上している。	

	 中国側の見解では、慰安婦は慰安所で度重なる流産や多数回の性行為を強制されて多く

の慰安婦がその時期に死亡したが、生存者もまた身体の不調や精神的ストレスにより惨め

な生活を送ったとし、政府が謝罪するべきだとした。	

	

◯慰安婦に対する「態度」	

		

	 日本側は慰安婦の存在そのものは認めるが、強制性の有無を重視した時に上述の通り慰

安婦問題の事実関係がはっきりしていないと考えていて未だに論争が続いている。事実認

定が不明確であるために、慰安婦問題に関して日本政府は何に対して謝罪するのか分から

ないし、そもそも謝罪が必要かという部分を含めて判断出来ないのではないかと分析した。

さらに謝罪するにしても謝罪する側とされる側で一致した見解に基づいて謝罪しなければ

問題解決には至らないと考えている。一方で過去の政府談話において慰安婦問題を取り上

げたことからもわかるように、日本全体として全く謝罪の意思がないわけではないことに

も注意するべきとした。	

	

図：37期	歴史分科会	慰安婦問題に対する相違点	

	

◯記憶遺産申請に関する問題	

	

	 中国、韓国は慰安婦を世界記憶遺産に申請しており、中国側はそのことに積極的な意義が

あると考えた。記憶遺産になることで現在の人が過去の戦争や人道主義について考えるこ

とができるためだ。また、記憶遺産への申請・認定によって慰安婦の資料を整理できれば、

世界の記憶・教訓にすることができる。	
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	 しかし、日本側は世界記憶遺産申請に反対した。	日本軍の強制連行の事実そのものが朝

日新聞の吉田証言記事取り消しによって変化する可能性があるため、一方的に登録の動き

をすることには日本として承認できない。また、申し込みをするとしても事前に両国の意見

の一致させる段階を踏むべきであると考えた。	

	

◯可能な解決策	

	

	 事実認定を行うために日中政府の共同努力が必要である。具体的には、中国政府は被害者

の証言について真実の部分と誇張された部分を区別すべきで、日本政府は慰安婦問題にお

ける加害者の証言の収集に尽力すべきだ。	

慰安婦問題において、友好のポイントは相互理解と共同での問題解決である。	中国側は

強制という罪名の重さを理解し、できるだけ詳細かつ正確な調査をするべきだ。日本側は中

国の慰安婦たちが損害を受けた人として「感情的な記憶」を持っていることを受け入れるべ

きだ。そして、事実を求めるため双方が慰安婦問題の解決に積極的な行動をするべきだ。	

参考	

[1]吉田清治は 1980 年代に太平洋戦争中に軍の命令により朝鮮で若い女性を慰安婦にするために自身が強

制連行したとする証言を数多く行い、自らそれについての出版物を出した人物である。その証言の大半が

虚偽・創作であったが、主に朝日新聞がこの「吉田証言」を頻繁に記事にしたため、後の日韓外交問題

（慰安婦問題）の大きな原因となった。1995 年になって吉田自らが証言は主張を織り交ぜた創作である

ことを認め、朝日新聞も非難されたため 2014年に記事を取り消し謝罪した。吉田は、1998 年頃を 後に

消息が長らく不明だったが、2014年になって2000 年 7月に既に死去していたことが判明した。彼の出自

や経歴については不明な点が多い。	

	

文責：片山晏里	

■議論の帰結	

	

	 上述したように、37 期歴史分科会は様々な見方や認識のすり合わせなどから「友好」と

はなにか、「友好」を妨げる原因とはなにかを検討して相互理解を深めるという段階を踏ん

だ。そうすることで私たち一人ひとりの相互信頼・尊敬が構築され、その関係こそが も重

要な意味を持つと考えた。その上で「友好」の弊害として考えられる原因を「見えない壁」

と表現し、5つの要素を挙げた。「見えない壁」の要素はそれぞれ思考パターン、情報、判

断、言語、先入観の 5つがあり（以下の図を参照）、これらは分科会における日中学生間の

議論で見られた相互理解の弊害であるとともに、日中の歴史認識における根本的な問題で

あると考えている。	

	 中国側参加者と議論していく上で、10 人のメンバー間でさえ完全な相互理解は不可能で

あったことから会議前の日本側の前提が覆されたように感じた。しかし、相互理解が不可能

であることを踏まえた上で対話し続けることが相互信頼・尊敬の構築につながると第一歩

になり、今回のような「見えない壁」の発見につながったのではないかと思う。また、両国

における教育内容からなる情勢の変化もみられ、「友好」に対する考え方や推移に対して大

きく影響を与えたことが解った。	

	 特に「満州国統治に関する歴史教科書の記述」や「反日デモと中国における愛国教育」に

対しては一人ひとりの意見が異なった。その結論として中国教育を受けてきた参加者は国

を愛することは自国を大切に思うことだという認識が強く、日本で教育を受けてきた参加

者は、日本人も国を愛しているが日本における愛国教育は軍国主義を准えてしまうことや、

あるいは教育方針の変化そのものをおそれる保守的な考えも多くあることから、簡単には

愛国教育の採用に踏み切ることができないという意見が出た。また、現在の日本の教育と愛

国につながりを感じておらず、国を愛すること自体に抵抗がないにしても、愛国を教育に取

り込むことには抵抗があると考えた。	 	
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図：37期歴分科会が導き出した日中間の「見えない壁」	

	

ほかの議題についても違う教育を受けた参加者は異なる意見を多く持つことがあった。

中国においては、「発展のためには多少の我慢は必要である」、「中国は日中間の歴史にお

いて被害者の立場である」というような考えが強く浸透しているということを再認識した。

同様に、日本においては「歴史判断は客観的に行うべきである」、「日本が行った進出・侵

略は絶対的な悪である」という考え方や、「軍国主義を起こさなければ自国の平和は保証さ

れる」といった考え方が根付いているように感じる場面もあった。これらの意見から、日本

と中国の教育内容の違いや偏り、教育に対する捉え方の相違がはっきりと現れ、国家の方針

に基づいた教育には非常に大きな影響があると感じられた。	

	

写真：上海	歴史分科会 終発表の様子	
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また討論において、双方の論理は成り立つものの根本的に歴史問題への着眼点が違うが

故に空中戦になってしまうこともあった。このことから、国による教育の内容のあり方にお

いてはすべての国に当てはまるものがなく、その国々の歴史、経済、情勢などを考慮し、そ

れぞれに好ましい方針が必要だという意見に日中両国で一致した。諸問題に関して明確な

結論を出すことはできなかったものの、様々な観点から議論することで実りのある討論が

進められたことは非常に有意義であった。そしてお互いの認識や考え方をすぐに変える事

は容易ではなく、長い時間をかけて対話し続けていく必要性を実感した。	

	

	

文責：片山晏里	

■総括	

	

	 議論を進めることだけでなく集団生活の中でも認識の差から意見が噛み合わないことが

幾度もあり、時には苛立ちを募らせることもあった。しかし、そのような共同生活の中でも

仲良く団欒しながら食卓を囲む日々が重なるにつれ、親近感は間違いなく増していき、 後

には信頼しきっていたように思う。20 日間という短い期間ではあったが、共に濃密な時間

を過ごすなかで、一人ひとりの本音に耳を傾けることができ、信頼関係を築くことができ

た。これは議論・相互理解していく上で も重要な要素となった。	

	 また、センシティブな話題を取り扱うが故に、感情を主張に乗せて発言してしまうことで

相手側が萎縮してしまうことや、 自分自身の経験などから得られた基本的な考えによる哲

学論争に至ってしまうことで議論が進展しなくなったこともあった。双方の考えを理解し

たいと思えば思うほど、心身共に限界がくることもあった。しかし、そうした中でも対話を

続け、時には自身の考えを態度に表して等身大の思いを伝え、相手の意思や考えを尊重する

ことに日中両国とも努力していたと感じる。どんなに地道な相互認識の共有作業であろう

とも、粘り強く対話しようとする参加者一人ひとりの姿勢が分科会内の結束を強め、妥協の

ない議論と 終発表準備を完結できたのだと思う。第 37 回開催において歴史分科会はただ

寝食を共にし、楽しい時間を共有して信頼に行き着いただけでなく、議論にも一人ひとりが

妥協しない、させない温かな厳しさがあり、お互い高め合える集団であったと感じた。37 期

歴史分科会のメンバーとして活動を共にできて幸せでいっぱいの夏を過ごすことができた。	

	 後に、約半年間にわたり、分科会運営に力を貸してくれた日本側分科会参加者をはじ

め、一人ひとりの考え方を尊重してくれた中国側参加者、私たちに新たな視点を与えてくだ

さった毛里先生、日中関係の変貌について詳しく教えてくださった天児先生、そしてこのよ

うな機会をもたらしてくれた中国側参加者、日中学生会議へ歴史分科会一同感謝している。	

	

	

写真： 終日	文化交流会にて	 	
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◆教育分科会	

メンバー：髙橋真洋・稲垣聡・斎藤秀輝・森下瑠里花・矢部彩英子	

	

写真：第 37回日中学生会議開会式	在中日本大使館にて	

	

文責：髙橋真洋	

■はじめに	

	

子供が育ち、社会に出るためには教育が必要となる。教育と一口に言っても、教師が子ど

もへ一方的に知識を与えるものから、普段の生活を通じて自ら体験し、生活に必要な知識を

自ら発見し学ぶものまでその内容は多岐に渡る。こうした「教育」というテーマを通じて事

前準備から本会議に至るまで議論することは、自らが受けてきた教育の姿を振り返り、現在

の自分を構成したものは何だったのかを再考する機会になった。そして、フィールドワーク

等を通じて自らが経験しなかった様々な「教育」の姿を知り、教育とは何か、どうあるべき

ものなのかについて見つめ直すことができた。	

以下より、私たちが行ってきた約４ヶ月間の活動を記す。	

	

■事前学習	

文責：髙橋真洋	

○定例ミーティング	

	

顔合わせ合宿後、週に 1回の頻度で LINE通話によるミーティングを行った。目的は主に

教育に関する基礎的な知識の補完と、本会議で議論するテーマの決定である。	

内容としては、以下の項目を行なった。	

	

・書籍・論文による情報収集・共有	

・共通テーマに関連するブレインストーミング型ディスカッション	

・各自の問題意識の共有および本会議のテーマ案出し	

・WeChat ビデオ通話を用いた中国側とのテーマすり合わせ	

	

中国側とのテーマすり合わせ以前は各自の問題意識の共有と、教育に関連する広範な知

識の収集が主となり、すり合わせ以後はテーマに準じた議論を主として行なった。	
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文責：森下瑠里花	

○顔合わせ合宿	

	

5 月の大雨の日に、参加者一同は大阪府羽衣青少年センターに集合した。センターは駅か

ら離れた場所に立地していたため移動がとても大変だったが、飛行機で大阪まで移動した

参加者もいたが、飛行機（特に関空橋）の影響が無かったのは幸いだった。	

教育分科会のメンバーで顔を合わせたのは、これが初めてだった。終始、和やかなムード

に包まれながら、どうして教育分科会のメンバーを志したのか、何を目的としているのか、

会議で何を議論したいのかを伝え合った。また、中国側参加者と WeChat ビデオ通話を使っ

てコンタクトを取り、挨拶を兼ねた日中合同ミーティングも行った。	

そして、 後に今後の分科会活動の大まかな予定を立てて顔合わせ合宿を終えた。	

	

文責：稲垣聡	

○中間合宿	

	

顔合わせ合宿からその後の定例ミーティングでそれぞれ調べてきた知識や考え方をまと

め、本会議に向けて議論の争点となってきそうな部分を手さぐりにしていく作業を行った。

加えて、フィールドワークとして中間合宿前に訪れていた TFJ(Teach	For	Japan)でヒアリ

ングしてきた、新しい教師の在り方について意見を出し合ったり、7月 6日に訪れることに

なるベネッセ、リクルートで学校での従来の教育とは違った教育の在り方がどのようなも

のになっていくかを考えたりした。そこでは、そもそも勉強にしっかりと取り組んでいる生

徒の姿として、勉強をしないことによって将来被る不利益、もしくは勉強すること自体が好

きである、または勉強をしなくともポテンシャルが高いという例外に分類できる、という点

が新たな発見であった。	

ほかにも、例えば中学受験をする可能性のある子どもがいる小学校のクラスにおいて、中

学受験者と非中学受験者の割合がどの程度であれば TFJ の取り組みが も効率化・ 適化

するだろうか、というような議論もした。非中学受験者が多い環境が勉強以外の取り組み

や、受験に必要か否かという枠にとらわれないので、効果が大きいのではないか、という結

論に至った。	

	

◯フィールドワーク	

文責：稲垣聡	

・Teach	For	Japan	

6 月 22 日、Teach	For	Japan(以下 TFJ)を訪問し、TFJ の取り組みについてお話を伺った。	

TFJ とは、全米で就職先人気ランキング 1位に輝いたこともある TFA(Teach	For	America)

の日本版で、教育に情熱を傾ける意欲のある者たちを実際に教育現場に派遣し、学校の教室

をよりよい環境へと変えていく取り組みを図る団体である。私たちが訪問したのは、この

TFJ が派遣する者を選抜する説明会であり、私たち以外にも女子ボクシング優勝経験者など、

多様なバックグラウンドを持った人たちが説明を聴きにきていた。説明会では、実際に TFJ

のサポートを得て埼玉の小学校に赴任した男性の話を伺うことができた。教育現場におけ

る「格差」については、週 1回のミーティングでもよく取りざたされていたが、実際田舎の

小学校ではこれは非常に大きな問題として、その解決への取り組みに苦心したお話を伺え

た。TFJ の取り組みが、様々なバックグラウンドを持った者が教壇に立つことにより、普通

の教師とは違った角度から生徒たちにアプローチできるのだ、ということを実感できた。	
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また、私は TFJ を立ち上げた松田悠介氏の著書『グーグル、ディズニーよりも働きたい

「教室」』を購入し読了したが、ここでも格差を抱える日本の教育の実態と問題点を指摘し

たうえで、TFJ を創設した著者の思いが綴られていた。印象的なのは、筆者自身は教育に自

身のキャリアをささげながらも、TFJを経験した者たちが、その後教育の世界にとどまらず、

ほかの分野に役割を見つけて進むのもまた 1つの道だ、としている点だった。	

	

文責：齋藤秀輝	

・リクルート次世代教育研究院	

	

7 月 6 日の約 1時間、リクルート次世代教育研究院を訪問し、小宮山利恵子研究員にお話

を伺った。お話の内容は主に、教育格差と ICT教育、教師についての３つである。	

まず、教育格差に関して、都市部には塾や進学校が充実しているのに対し、地方では十分

な受験環境が存在しないなど地域格差が存在している。これを解消するためにスタディサ

プリを開発したとのことだ。また、教育格差の原因として外部環境以外に親の意識の差異が

あるとの認識を得た。勉強の重要性を軽視している親もいて、それが子の進路（将来の選択

肢）に影響を及ぼす。そのため、格差解消のためには第三者の存在が必要であり、これは学

ぶことの楽しさを教えることが責務である。	

次に次世代的な ICT教育に関して、リクルート側は「つまずかない教育」の達成のための

ツールとして用いるとの考えを得た。データに個々人の成績を蓄積し、AI がこれを多元的

に考察した上で各人の能力に適した教材を提示する。ここで重要なのは、従来の日本の教育

では計り知れなかった、個々人に適したカリキュラム作りという点だ。生徒によってつまず

く場所は違うことから、画一的でなく柔軟に対応することが必要で、それを ICT によって達

成する。今後の ICTの発達に期待したい。	

後に教員の役割に関して、まず将来アクティブラーニング（そもそも学習はアクティブ

であるが）が学校での主要な教授法となる可能性が高いため、教員は、従来の「Teaching」

としての役割から「Facilitator(ファシリテーター)」としての役割が期待される。ただし、

部活動の顧問を教員がやっていることなど教員の「働き方改革」を実施しない限り、教員の

負担は未だ重いままである。仕事環境が改善されない限り、優秀な人は教師になりにくい。	

後に、お忙しい中、お話をしていただく機会を作ってくださった小宮山研究員に、この

場を借りて感謝を申し上げたい。	

	

文責：齋藤秀輝	

・ベネッセ総合教育研究所	

	

7 月 6 日の約 2 時間、ベネッセ総合教育研究所を訪問し、邵勤風研究員にお話を伺った。

お話の主な内容は、教育格差と家庭環境、学校事情などであるが、非常に多岐に渡る内容で

あったため、今回はその中でも個人的に印象に残った事に関して報告したいと思う。	

まず、地域格差の存在に関して。塾は個人の学力を測る客観的指標になる存在であるが、

地方ではその塾が周りにない。そうすると、学校に頼らざるを得なくなり、都市部の学校と

役割が異なってくる。しかし、地方は都市と比べ学校の設備や情報収集が劣っている。自分

はこの格差に関してもともと興味を持っていた（自分が地方の出身であるため）が、改めて

地方格差の深刻さを痛感した。これは中国にも当てはまり、中国側と教育に関して議論する

際は「格差」なしには語れないということも話して頂いた。教育と格差は常にセットである

という認識を得た。	
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次に、自己肯定感の低さに関して。周知の通り日本の子供は自己肯定感が低い。そのため、

教室内では自分の意見に自信を持てず、グループワークでも他人の意見にすぐ賛成してし

まったり、教師がノートを覗き込むと答えを隠したり、消したりしてしまう。これは、私は

国民性にあると思っていたが、どうやら授業システムに問題があるようだというお話を伺

った。個人が他者から認められず、自尊心を高めにくい教室環境があるのだろう。私は日本

の教育に失望する一方、変革していきたいと思うようになった。	

後にお忙しい中、お話をしていただく機会を作ってくださった邵研究員に、この場を借

りて感謝を申し上げたい。	

	

	

■本会議	

文責：齋藤秀輝	

○直前合宿	

	

8 月 5 日に、一同がオリンピックセンターに集合した。遅刻者が数名いたが、実行委員会

の紹介があり、その次に日中学生会議の顧問である天児先生から「世界の中の日中関係」に

関するご講演をしていただいた。中国の対日姿勢の変化、周辺諸国及び日米の対中姿勢を学

ぶことで、いまの中国を捉えることが出来る一方、日中関係の複雑性を理解できた。これか

ら中国に行って討論する際に、どう日中関係を民間レベルで（ミクロレベルでいえば、大学

生レベルで）構築していくか考えさせられた。私たちは教育分科会であり、日中間の直接対

立の原因となるものではないが、教育の達成度は社会および、個人の思想・能力に大きく影

響を及ぼすことを鑑みると、教育制度の差異を理解することが相手国の理解促進に繋がる。

この講演を聞いて改めて自分の分科会の存在意義を確認できた。	

その後は、日中学生会議の参加者全員で本会議への各自の目標などを発表した。皆それぞ

れ様々な思いを持ってこの会議に参加してきたのだなと思い、自分も中国で成すべき事を

改めて強く認識した。	

今回の直前合宿では、中国に行く前に自分がどうしてこの会議に参加したのかを再び問

い直してくれるものとなった。	

	

	

写真：直前合宿	本会議に向けた意思表明の様子	
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文責：森下瑠里花	

○開幕式	

	

北京に到着した翌日に日本大使館を訪問し、開幕式を行った。地下鉄で分科会ごとに大使

館まで向かったのだが、入場規制で地下鉄の構内に入ることができず、待機しなければなら

ないという北京の洗礼を受けた。もちろん、構内に入ることができても、ホームで何本も見

逃さないと乗り込むことはできない。	

開幕式では、日中両委員長から開会の決意表明があり、参加者一同、気が引き締まった。

その後、日中実行委員の自己紹介の後に、日本大使館広報の福田参事官から昨今の日中関係

についての講話があった。福田氏は、日中関係を語る上で押さえなければならない４つの文

書として、日中共同声明（1972）、日中平和友好条約（1978）、江沢民来日時の共同声明

（1998）、胡錦濤来日時の共同声明（2008）を挙げて、解説してくださった。これから３週

間議論を行う前に、日中外交の 前線にいらっしゃる福田氏の講話を拝聴できたことは、非

常にためになった。特に、「自分の意見が母国の立場や政府見解と同一だったり、絶対正義

だと思っていたりしたら議論は進まない」という発言が印象に残っている。	

夕飯は分科会で街中のレストランに行き、中華円卓を囲んで、大量の豚肉の煮込みやニラ

玉炒めなどを食べて、親睦を深めた。	

	

文責：森下瑠里花	

○集団生活	

	

北京・南京・上海では、ホステルに滞在したため、４人以上で１つの部屋を共有した。全

員で１つのトイレやシャワーを使うので、負担は大きかった。しかし、中国側の参加者は普

段から寮暮らしのため、そのような生活には慣れているようだった。西安で、ホテルの２人

部屋に宿泊できた時は、天国のように感じたけれども、苦楽を共にして、大人数でくだらな

い話をして楽しかったホステル暮らしも、それはそれで良い思い出だ。	

大変だと感じた時は、タピオカをデリバリーして乗り切った。中国のタピオカは、日本の

単価の半額ほどで、配送費も安いので、参加者たちの癒しとして、大きな役割を果たした。	

中国では、デリバリーが安く、たくさんの店が参入している。話し合いに疲れて、外へ食

事に出掛ける体力がない時は、優雅にデリバリーを頼むことができた。支払いは銀行引き落

としで便利だが、日本側参加者のほとんどは、中国に銀行口座を所持していないので、注文

の際は中国側参加者に頼む必要があった。	

慣れない土地で生活をするのは大変だが、中国側参加者にいつも助けられた。非常に感謝

している。	

	

文責：矢部彩英子	

○議論の概要と進行	

	

はじめに、日本側参加者と中国側参加者のアイスブレイクも兼ねて自己紹介を行った。そ

の際に、教育に対するバックグラウンド（田舎または都心部の学校出身、専攻、教員志望な

ど）や、なぜこの会議に参加しようと思ったかについて簡単に述べた。また議論の進行に関

しては、一貫して英語を使うことに決めた。議論で使うような専門用語交じりの中国語また

は日本語を第２言語として話せる参加者がいなかったため、時々言語の難しさを感じなが

らも、例や簡単な言い回し、図などを使ってお互いの意見を交換することができた。	教育

という広い分野の議論であったため、前述の通り事前に各国の参加者がどのようなトピッ

クで話し合いたいかをまとめ、電話ミーティングである程度擦り合わせを行った。	

日本側のトピック案としては以下が候補として上がった。	
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・日本の先生の立場が弱くなってきていること	

（パワハラ、セクハラ、モンスターペアレンツなど）に対して、	

中国は先生をとても尊敬する風潮にあるが尊敬する要素や意味とは何か	

・教師に求める制度や条件が変わってきているが、教師のあるべき姿とは何か	

・日本に来る留学生がとても増えている。	

中国は留学生に対してどういう思いを持っているのか	

・お金があれば良質な教育が受けられるような風潮であるが企業目線でどう思うのか	

・AI が台頭する中で、教師は必要であるのか	

・日本では「大学はとりあえず入るもの」と思われているが、	

対して中国ではどう考えるのか	

・教育が求める理想の人間像に対する 2カ国間での違い	

・教材	 教育に必要なもの（電子黒板や iPad学習など）	

・今後日本では道徳のクラスでの評価が導入される予定だが、	

中国では道徳教育に関してどう考えるのか	

・地域間における教育格差	

これらのトピックを中国側に提示したところ、主に「いじめについての現状や対策」、「道

徳教育について」を議論したいとの意見だったので、問題意識を以下２点にまとめて議論を

進めることに取り決めた。	

	

写真：北京での本会議の様子	

議題１：	

家庭教育のあり方（教育ママなど親の教育に対する価値観、	

家庭がどういう教育を施すべきか。習い事。それらが子に及ぼす影響など）	

議題２：	

学校における勉強以外の役割（人間関係や道徳教育、	

それらを踏まえた上で義務教育や教師のあり方）	

	

まず議題１について議論を進めるため、家庭教育の中で特に習い事文化について情報交

換をした。その際に中国の有名な企業や、習い事に関するビジネスについて紹介してもらっ

た。意見を交換していく上で、自分たちの習い事の経験やどういった流行があるのかを情報

共有した。そのことに基づいて、塾の必要性や社会的意味について分科会で話し合った。	

このテーマについて様々な意見が出たものの、塾に関してはプライベートビジネスであ

り、分科会として私たちの結論をまとめるのは困難であると判断し、本会議中の議論は議題

２に絞ることに決めた。ただ、議題１について語り合えたことも、議論のウォーミングアッ

プとして非常に効果的であった。	
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議題２に関しては道徳というテーマに絞り、１人１つずつ道徳に関係したトピックの候

補を挙げ投票をとった。	

道徳というテーマのもと上がったトピック候補が以下の１０点になる。	

1. 学校の道徳授業案や改善の仕方に関して提案	

2. 授業は塾か自分で行えばいいので、学校では道徳だけを教えればいいのではないか	

3. 校則を守ることが本当に社会の規範を守ることにつながるのか	

4. 授業の道徳クラスには答えがあるが、	

そうではなく学生同士が議論したりする場の方が大事なのではないか	

5. 道徳はいじめの解決策になるのか。また、なぜ改善されないのか	

6. 道徳を評価することはよくないでのはないか、どうするべきか	

7. どんな場合でも先生を尊敬するべきか	

8. 教科書で学ぶことが正しいのか、時には悪影響となりえないか	

9. 親が犯罪を犯した際、その子供は事実を警察などに報告すべきか	

10. グローバル化の中で多様性を身につけるためには、	

どういった機会を学校で作るべきか	

これらのトピックに関して時間の許す限り討論を行い、日本と中国で求められる道徳心

や教育方法について議論をした。	

	

文責：稲垣聡	

〇分科会話し合い成果	

	

教育分科会は、主に「学校における道徳教育」というテーマで議論を進めた。学校現場で

は、いじめや風紀、多様性の受容などといった様々な問題がある。分科会ではこれらの問題

と密接にかかわってくるのが道徳教育であると考え、今回このテーマについて、日中両国の

教育背景に触れつつ議論した。	

前述の通りこのテーマに関して 10 のトピックを設定し議論したが、具体的に取り扱った

観点をまとめると、以下の 5点となる。以下に順を追って説明する。	

1. 道徳教育の定義	

2. 校則と社会規範	

3. いじめと道徳教育	

4. 道徳の評点化	

5. 多様性理解の取り組み

【道徳教育の定義】	

	

このパートでは、日中両国における教科としての道徳の定義と、道徳教育に求められるこ

とは何かについて考えた。当初道徳の定義において日中間で若干のズレが見られたが、	

道徳とは、自己、相手、集団、社会、生命、地球など、	

自分自身やその周りを取り巻く環境を考えること	

という意見で日中両側は概ね一致した。これを踏まえると道徳教育では自分の考えを述

べ、他者の意見・価値観に耳を傾け、理解しあう、ということが求められる。このような形

態の授業はほかの生徒がいる環境でないとできないため、数学や国語の教育と異なり道徳

教育は家庭教育では補えない、という見解で日中両側とも一致した。	

では、実際どういった取り組みがなされているのかというと、机上で教科書のテキストの

読み合わせをすることはもちろん、風紀委員の活動や校外清掃活動などまで多岐にわたる。

また、中国では軍事訓練の模擬練習や教室のデコレーティングなども取り入れられている。
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道徳の定義に従えば、そうした学校における課外活動の多くが“道徳教育”であると呼べる

だろう。	

【校則と社会規範】	

	

校則を守ることは社会に出てからルールを守ることにつながるのか、というテーマにつ

いて議論した。日中両国の校則の特徴として、生徒の安全・風紀を守るために服装や娯楽に

制限を加える、といった種のものが多いようだ。しかし、こうした規定には実効性や実用性

に薄いなど問題点が多い、という点で日中両側の意見が一致した。また、生徒がそもそも校

則を読んでおらず、そもそも守るべきルールとして認識されていないことも問題点といえ

よう。	

これらの問題点を解消し、生徒に規範遵守の意識を植え付けるためには何が必要だろう

か。問題は、「生徒がなぜその校則を守らなければならないのか理解できないこと」「校則

が分かりにくい、読みにくい」の 2点に収束する。これらは、「校則がある理由」を考える

機会を積極的に与えていくことや、ハンドブックなど簡潔にまとめた校則を配布すること

などに解決の糸口があるのではないか、という結論が出た。	

	

【いじめと道徳教育】	

	

日本では、いじめ問題に対して道徳教育の強化による解決が期待されている。教育分科会

では、本当に道徳教育がいじめの解決につながるのかについて議論した。	

いじめの現状として、日中ともに生徒間で精神的・肉体的に行われる（日本では、ときに

教師もいじめ側に立つこともある）。いじめが起こる原因として、勉強によるストレスやい

じめの快楽性、家庭におけるしつけ、マウンティングをとりたいという人間の性質、などが

ある。議論の中で、学校も 1つの社会コミュニティであり、ヒエラルキーが存在する以上、

いじめは起こってしまうこと、という意見が出た。	

様々な対策が取られているにもかかわらず現状としていじめがなくならないのは、性悪

説や、人間同士の関係の中で仕方なく生じてしまうこと、という考え方に根拠を求められ

る。多様な価値観の受け入れなど道徳教育が人間関係に作用する可能性は否定できないが、

現状の（日本における）週 1時間程度の授業ではいじめ問題を解決できるほどの効果は期待

できない。結論として、現状の道徳教育はいじめ、そしていじめを取り巻く複雑な社会的・

家庭的状況を解消するためには、時間的にも内容的にも不十分であるという点で日中両側

とも一致した。	

	

【道徳の評点化】	

	

多様性の理解等、様々考えることの求められる道徳に、ほかの教科同様評点をつけるべき

か否かについて議論した。	

中国では、道徳は誰でも簡単にわかるような〇×式試験で評価したり、校外ボランティア

への参加度で加点したりするそうだ。議論の中心となったのは、この「ボランティア活動に

参加したから点を与える、点をインセンティブにボランティアに参加させるのは認めるべ

きか」という点だった。小中学生であれば、自発的にそのような世界に触れる機会は少ない

と考えられるため、評点をインセンティブに参加させるのはよい、という意見と、これを認

めない意見とで分かれた。また、評点化するならば、思考プロセスという定量的に評価しが

たいものを基準にするよりは、ボランティア活動へのコミット度で評価する方が適切であ

るという意見も多かった。	

	

【多様性理解の取り組み】	
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グローバル化が進むなかで、多様性は無視できない問題となっている。教室の中でさえ、

すでに異なる家庭環境、国籍、言語、宗教を持つ者たちが混在している。議論では、まず「多

様性とは何か」を日中両国の現状に合わせて定義し、それに対し学校は何ができるのかを語

った。多様性に関しては、国籍から性格まで、センシティブな内容も内包していると定義し、

それに対して学校は、多様なバックグラウンドをもった人を呼ぶ、ということができるとさ

れた。具体的には、戦争体験者や、ハンディキャップを抱えている人をゲストスピーカーに

呼ぶことがある。ほかにも、給食の時の班分けや席替え、中国では文化祭での多国籍フェス

ティバルなども、多様性理解の一助となっている。	

	

文責：森下瑠里花	

〇ごちゃ混ぜ分科会	

	

教育混合分科会のテーマは、「どのような教え方や態度であっても、生徒は全ての先生を

尊敬するべきか？」「もしクラスメイトがカンニングしていたら、あなたはそれを先生に報

告するか？」だった。これらを議題にした理由は、道徳を中心として、分科会で議論してい

く中で、特定の教育についての知識を持たない人々が自分の経験を主としてどのような意

見を持つのか興味を持ったからだ。前者の結論は、「先生を尊敬するように努めるべきだが、

全ての先生を尊敬する必要はない」で、後者の結論は、「カンニングをする人（他人）に興

味がなかったり、報告することにメリットがなかったりするので、報告するべきだがしな

い」だった。	

文責：齊藤秀輝	

〇直後合宿	

	

8 月 25 日に、日本側だけで今までの活動の振り返りを行なった。個人的には、後悔する

こともある一方で、新しい発見を見つけることができたため、この３週間の学生会議は、実

りあるものだった。反省点は色々あるが、これは将来に役立てる重要な材料となり、新発見

は中国のさらなる深い理解に結びつく。私はこの学生会議で将来の自分に糧となるものを

得た気がする。絶対にこの糧を無駄にしたくない。分科会によっては困難や対立があり思う

ように会議が進行しなかったようであるが、この経験が個人に何かのきっかけを与えるこ

とになると思う。	

	

写真：日中学生 終活動日	文化交流会にて	 	
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文責：髙橋真洋	

■総括	

	

教育分科会では当初のテーマとして２つの議題を設定し、事前準備等を進めていた。しか

し、本会議に入り実際の議論になると方向性のズレ等からテーマを再考することになり、再

度話し合った結果「道徳教育」という共通のテーマを軸に議論することになった。	

このテーマに関して、日本と中国で道徳教育の定義が異なることや、日本側では学校におけ

るカリキュラムを重視していたのに対し、中国側では寮生活なども含め学校生活全体にお

ける道徳的な学びを重視していたことなど認識の違いを感じながら議論を進めていた。だ

が、そうした違いを感じた時お互いに「発見」を実感し、一歩ずつ相互理解が進んでいった

ように感じる。そのため議論の 中は和気藹々とした雰囲気で話し合いが進んでいた。議論

の合間には皆食卓を囲って楽しくおしゃべりをしながら食事をし、話をする中で個人の生

い立ちや将来などについて話をすることで絆を深めていった。南京の全体フィールドワー

クで、皆ずぶ濡れになりながら笑顔で写真を撮ったのはいい思い出である。	

議論の進め方に対して反省点は多々ある。それでも 21 日間の本会議を通じて教育につい

て話し合い、交流できたことはとても意義深いものであったと信じる。私たち教育分科会は

教育について知見を深めただけでなく、活動を通じてかけがえのない友情を築くことがで

きた。 後に、教育分科会のフィールドワークで訪問させていただいたリクルートの小宮山	

利恵子さま、ベネッセの邵勤風さまをはじめとする多くの方々、そしてともに議論に臨み、

楽しい思い出を共に作ることのできた教育分科会のメンバーたち、そして教育分科会の活

動を支えてくれた全ての方に感謝の意を表明して、本総括とする。	

	

	

写真：第 37回日中学生会議	修了証贈呈	
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◆経済分科会	

メンバー：岡川尚美・落合拓朗・小古間隆・中村美穂・小宮勇馬	

	

写真：第 37回日中学生会議	開幕式	在中日本大使館にて	

	

文責：中村美穂	

○顔合わせ合宿	

	

はじめに自己紹介を行い、参加動機や経済分科会における興味分野の共有を行った。初め

て顔を合わせることとなったため、緊張も感じられたものの、すぐに打ち解けることがで

き、本会議への期待が膨らんだ。中国側参加者ともビデオ通話による自己紹介を行い、議論

テーマ選定に向けて、興味分野の共有をすることができた。	

	

文責：小宮勇馬	

○中間合宿	

	

中間合宿は 6 月 23・24日にオリンピックセンターにおいて行われた。内容としては分科

会活動に加え、勉強会発表や注意喚起、文化交流会への練習などが挙げられる。	

勉強会とは、中国側参加者と交流するにあたり、日中両国について理解を深める目的で分

科会と並行し行われた活動である。現代文化・近代文化・理想の政治体制・格差・憲法・日

中友好条約の各テーマについての成果を発表し、知識を共有しあった。注意喚起について

は、初の訪中となる参加者も多い中で、副委員長から中国でのトラブル回避法などが教授さ

れた。また、経済分科会は当時のテーマであった経済移民について意見を交換し合うと共

に、FW 先の手配などを行なった。	

中間合宿後には OBOG総会が行われ、OBOG の方々との交流を深めると共に、本会議をより

有意義なものとするための心構えなどを学び、本会議に向けた準備を再度点検する良い契

機となった。	
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文責：落合拓朗	

○分科会合宿	

	

	 7 月に東京にて開催。分科会合宿ではフィールドワークに行き、フィールドワークの感想

を共有することが主な活動内容であった。詳しくは日本でのフィールドワーク（移民と人

権）という項目にて説明する。	

	

○日本でのフィールドワーク	

	

	 経済分科会ではフィールドワークとして、企業や専門家・大学教授などへの訪問を予定

していた。しかし、日程の調整が難しく実現不可能となってしまった。その代替として、

講演会への参加をフィールドワークの一環として捉えて積極的に講演会に行くように努

めた。経済分科会では以下の 3つの講演会に参加をして知識を広げた。	

	

・日中関係学生大討論会 2018	

	

中国経済において、「中所得国のワナ」は重要なキーワードの 1つである。中国政府は中

所得国のワナから抜け出すために、ニューエコノミーやベンチャー企業への投資に力を入

れている。中国においてベンチャー企業が如何に誕生して成長しているのか把握するため

にフィールドワークを行った。6 月 17 日午後 1 時から東京大学駒場キャンパスで開催され

ていた日中関係学生大討論会 2018 に参加した。日中関係学生大討論会 2018 には、内政分

科会・外交文化会・社会変革分科会の 3分科会がある。それぞれに関する講演を有識者から

聞いた後に、参加者と有識者を交えて討論を行った。	

	

１．社会変革分科会の講演内容	

中国ではシリコンバレーのエコシステムを模倣した「大衆創業、万衆創新」というイノベ

ーションシステムを構築している。そのシステムは政府主導の開発体制によりインフラ・基

礎材料などを整備した後に、企業によりイノベーションシステムを構築することで、 後に

草の根レベルでイノベーションやベンチャー活動が活発になるというシステムである。イ

ノベーションシステム構築の成果は著しい。中国においてのベンチャー企業数は 2013 年か

ら 2017 年にかけて約 2 倍の増加を見せている。また、ユニコーン企業という 10 億ドルの

時価総額を持つ企業数も 3 年で 3 倍に増加している。そして、ユニコーン企業は巨大ベン

チャー企業へと成長をして、自分の経済圏を拡張するために様々な新しいサービスを提供

する駆け出しのベンチャー企業に対して投資を行っている。	

	

２．討論内容	

日中両国のベンチャー企業を取り巻く環境の違いに関してさまざまな意見の交換を行っ

た。意見の一部を以下に記載する。	

	

⑴理系人材の数について	

中国の理系人材の数は 160 万人と日本に比べて約 2 倍以上、修士・博士の数につい

ては 3 倍の差がある。ニューエコノミーで必要な技術革新を起こす人材が多いことが

中国において IoT・ハードウェア分野での優位性であると認められる。	
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⑵ベンチャー企業に対する投資について	

日本においては、ベンチャー企業に対する投資は融資制度が不十分なために、ベンチ

ャー企業がユニコーン企業までに成長することが難しいという現状がある。	

中国においては、金融ビジネスは国有企業により独占されていたが、民間資本のファ

ンドが増加したことにより、ニューエコノミーに投資が集まっている。また、若くして

成功した人が多い。彼らは投資家としてベンチャー企業に対する投資をする傾向があ

る。	

	

⑶規制について	

蓄積された既存技術は財産なので規制することで守る必要があるが、ネットビジネ

スなどでは技術のオープン化を進めることで開発コストの低下に繋がる。	

中国では外資企業への規制が強いが一方で国内企業に対する規制は政治的に問題が

ない場合には放任するという方針を取っているのでベンチャー企業が提供する新しい

サービスなどが生まれやすい傾向にある。	

	

⑷国民性について	

両国の国民性には違いが見られる。日本人は新技術を開発して新しいサービスを提

供しようとしても、リスクがある場合は規制をして問題を起こさないように努めるよ

うなリスクに重視する傾向がある。一方で中国人はリスクよりも新技術によるサービ

スの向上などのメリットを重視する傾向がある。	

	

3.	日中関係学生大討論会 2018 を終えての感想	

中国においてニューエコノミーが急速に発達している要因を理解することができた。同

様に日本経済における課題も透けて観ることができた。日本経済はリスクを恐れて低成長

の現状に満足している。日本は中国のニューエコノミーの育成方法や投資について研究し

て新技術・ニューエコノミーへの育成に急務に取り組むべきだと感じた。	

	

文責：落合拓朗	

・移民と人権―東京大学地域文化研究専攻主催公開シンポジウム	

	

	 経済分科会では、移民が与える経済への影響に対して定例ミーティングで行ってきた。し

かし、移民に対する知識が少なかったため議論が進まない現状があった。その現状を考慮し

移民について深く知るという目的でシンポジウムに参加した。	

	 参加した経済分科会のメンバーからは、移民を取り巻く日本の現状や日本と他国の移民

の現状などの違いを発見することができて有意義なフィールドワークとなったとの声が多

く上がった。しかし、日中間の移民に関するトピックがシンポジウムで触れられなかったこ

とに対して残念な気持ちを持つメンバーもいた。	

	 フィールドワーク後に宿舎において、移民は日本経済にとってプラスに働くかというこ

とについて議論を行った。議論の結果として、移民は日本経済にプラスの影響をもたらすと

いう結論に帰着した。理由は主に 2つある。1つ目の理由は、超高齢化社会を迎えた日本に

とって、外国人労働者という労働力が不可欠であること。2つ目は、高度技能人材（研究者・

博士）は日本経済にとって大きなプラスの影響を社会に与えること。しかし、実際に日本の

社会で移民が一般的に受け入れられるかという問いに対して、メンバーの多くは一般的に

は受け入れられないと答えた。なぜなら、移民という言葉に対する国民のイメージが悪いか

らである。治安の悪化や雇用機会の損失などが具体的な理由として挙げられた。この問題解

決案として移民との交流を重視するべきという意見が挙げられた。日本の社会と同じよう

な高齢化・人口現状問題を持つ台湾で行われている方法で、移民同士のコミュニティづくり

と移民と地元民のコミュニティづくりに力を入れるということである。	 	
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人口減少・高齢化に対する解決案としてあがる移民政策だが、そこにはプラスの面もある

が、マイナスの面もあることを確認できた。この課題は遅かれ早かれ解決しなければならな

い問題である。日本社会の問題を議論するうえで、1つの大きなディスカッションテーマと

して今後も存在していくだろうと感じた。	

	

文責：落合拓朗	

	

・中国経済の正念場―米中貿易戦争の行方と習近平政権の政策課題	

	

	 中国の国家主席である習近平は憲法改正をして、終身主席になる体制を整えた。しかし、

中国経済には様々な不安要素が存在する。経済分科会では中国経済状況と習近平の政治政

策について知識を得る為に講演会に参加した。講演内容を以下に記載する。	

	

1.中所得国のワナに嵌る可能性について	

中国が中所得国のワナに嵌る可能性として様々な視点を提供していただいた。	

	

1. 固定資産投資の減少	

2. 消費の緩やかな減少	

……国民の所得格差が大きく、消費が伸びない現状がある。	

3. 主要産業の過剰設備比率	

4. 中国国民の過剰貯蓄	

……2003 年を境に貯蓄率が消費率を上回るようになった。	

5. 中国国内の高齢化	

……2030 年には人口の 23.4％が 60 歳以上になるという予測がある。	

6. 対外輸出の伸びの鈍化	

……対外輸出の伸び鈍化に加えて、米中貿易摩擦が懸念される。	

7. 低賃金の増加	

…… 低賃金が増加をしていることで、製造業を担う安価な労働力を国内で賄う

ことができない企業が国外に工場を移転させる可能性が出てきた。	

8. 研究開発費の配分	

……基礎研究への開発費は全体の約 5％とどの先進国と比べても低い配分である。	

	

以上の 8つが中国経済の不安要素でもあり解決すべき課題であると把握することができた。	

	

2.中国が強国になる条件と総合的国力の弱さ	

国力は経済力と軍事力と文明力で構成されている。経済力は GDP で世界 2 位と強い経済

を持つが、さらに経済を発展させるための技術力やブランド力は弱いという問題がある。軍

事力は世界３位とあるが軍事予算が軍事力に直結するとは限らない。また、深刻な軍内腐

敗・賄賂などの問題が内在する。文明力について言論の統制や映画・ドラマ・小説などの審

査やネット規制などで国民の自由を奪うことが中国のソフトカルチャーが育ち難いという

現状を生んでいる。結果として、国家としての魅力が少ないため、国外への頭脳流出が加速

している現状が見て取れる。	
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3.講演を聞き終えての感想	

	 今後も順調に経済成長を続けて米国を追い抜くという声があるなか、中国経済に存在す

る負の一面について知識を得ることができたのは貴重な体験となった。中国経済に対する

理解が少なかったことも同時に気づかされた。今後の定例ミーティングや本会議において

中国の学生がこれらの問題に対してどのような意識を持っているのかについて意見を交換

できるような知識の補填の必要性を感じた。	

	

写真：南京経済博物館にて	

	

文責：中村美穂	

○定例ミーティング	

	

顔合わせ合宿の翌週より、週 1回程度の通話によるミーティングを行った。定例ミーティ

ングでは、主に以下５点について話し合った。	

・経済分野を議論する上で必要となる基本的な経済学の理解と知識の共有	

・日中経済における日本側参加者各々の興味分野に関するリサーチとその発表	

・それぞれの関心に基づく議題の設定	

・本会議に向けた資料収集とその共有	

・フィールドワーク先になりうる候補地の選定	

以下が上記 5 点の詳細である。	

	

・経済分野の基礎知識	

今回の経済分科会のメンバーに、大学及び大学院において経済を専攻している参加者が

おらず、経済分野の基礎知識を身につけることが、議論する上で不可欠であった。そのため、

はじめの 2回ほどを利用し、経済学が対象とするものや経済学における分野など、経済に関

する基礎知識をそれぞれが調べ、発表し、共通認識を得た。	

	

・自主研究	

次に、参加者それぞれの関心に沿って、日中経済の現状に関する研究をし、各週１名が発

表する自主研究を行った。実際のテーマは、日中における CSRの比較や中国における不動産

市場の現状、IoT の発展を背景に成長を遂げる中国ベンチャー企業、RCEPと日中政治経済と

いうように、幅広く、網羅的であった。この自主研究を通じ、各々の興味分野における関心

を深めるとともに、日中経済に関する多くの知見を得ることができた。	
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・議題の設定	

議題に関しては、まず、中国側の興味分野もふまえ、日本側で「移民と経済」というテー

マを決定し、議論の枠組みを立て、中国側とのすり合わせを行った。しかし、日中それぞれ

で実施したミーティングを通じて知識を深めつつ移民に関する議論を進めていくなかで、

経済分科会として経済的観点から日中における移民を議論することに限界を感じた。そし

て、両国合同で話し合いを行い、テーマを変更することに決めた。経済的観点からの議論の

しやすさとそれぞれの興味分野との関連性も踏まえ、近年日中両国において著しい発展を

遂げており、多大な経済効果も期待されている「ビックデータ」を 終的な議題として設定

した。	

	

・資料収集	

「移民と経済」を議題としていた際には、ベンジャミン・パウエル著『移民の経済学』（東

洋経済新報社、2016）を読んだ。その他にも、各自が論文等を調べ、資料として知見を深め

た。「ビックデータ」に議題を変更したのちに、稲田修一著『知識ゼロからのビッグデータ

入門』（幻冬舎、2016）や、ビクター・マイヤー＝ショーンベルガー著『ビッグデータの正

体』（講談社、2013）などの本や論文等を読み、知識を深めた。	

	

・フィールドワーク先選定	

日中経済の現状を把握するとともに、議題に関する知見を深めるために、フィールドワー

クの候補地をそれぞれで探し、企業や大学・研究機関等と連絡を取った。特に、中国におけ

るフィールドワークに関しては中国側参加者とも連携を取りながら、フィールドワーク先

を選定した。	

	

	

文責：岡川尚美	

○直前合宿	

直前合宿では、日本側で主に議論したい内容について再確認し、 終準備を行った。円滑

に議論を進めていくためには、ビッグデータの定義や活用について十分な勉強と知識付け

が必要であるという共通認識の下、各自文献や新書を集めて輪読し、知識の共有を行った。	

	

写真：第 37回日中学生会議修了証贈呈	
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文責：中村美穂	

○開幕式・顔合わせ	

8 月 6 日に日本側参加者 31 名は北京首都国際空港に到着し、宿舎にて中国側参加者と合

流し、初めての顔合わせとなった。緊張した様子ではあったものの、分科会のメンバー全員

で夕食に出かけるなど、初日から打ち解けることができた。中国到着の翌日、在北京日本大

使館にて開幕式が行われた。日中両国の代表、そして分科会リーダーが挨拶し、広報文化部

の福田参事官による 近の日中関係に関するご講話を拝聴した。参加者一同、開幕式を通じ

て本会議への期待と士気を高めた。午後にはアイスブレイクが行われ、分科会という枠を超

えて他の分科会に所属する参加者とも打ち解ける良いきっかけとなった。	

	

文責：小古間隆	

○議論結果	

	

日中両国においてのビッグデータの活用における差異とその原因	

	

はじめに	

	

経済分科会は「ビッグデータ」をテーマとし、三週間の議論を進めた。インターネット・

スマートフォンの発展により、ICT 化・IoT 化が進み、従来よりもデータ収集が容易になり、

その膨大なデータの分析・応用により、社会に新たな価値を提供できるようになった。それ

ゆえ、現在では「ビッグデータ」、すなわち様々な情報ソースから生まれる、膨大な量のデ

ータに注目が集まってきた。そして、今日の社会において、その活用を推進していくことが

重要であると考えられている。この分科会では、農業及び医療における、中国と日本のビッ

グデータの活用に関して議論を進め、日中両国における違いとその原因についての考察を

目的とした。この議論において、ビッグデータの活用を、「データを収集し、それを分析し、

分析結果を現実世界に応用すること」と定義する。また、ICT化や IoT化はビッグデータの

活用とは同義ではなく、ビッグデータ活用への土壌であると認識する。	

	

1.議論の進め方	

	

経済分科会では、以下の進め方に則り、議論が進められた。まず、両国の農業と医療にお

ける、ビッグデータに関しての先行研究を参考にし、当分科会におけるビッグデータの定義

および、両国のビッグデータの活用の現状を位置付けした。そして、より議論を円滑に進め

るために、以下のリサーチクエスチョン(以下 RQ とする)を設定した。	

	

RQⅠ	ビッグデータとは何か。	

RQⅡ	日中両国において、ビッグデータはどのように活用されているか。	

	

その後、RQⅠ、Ⅱに対しての答えを考慮に入れ、以下のディスカッションクエスチョン（以

下 DQ とする）Ⅰ、Ⅱを設定し、議論した。	

	

DQⅠ	農業と医療において、日中間でのビッグデータ活用の現状の違いは何か。	

DQⅡ	農業と医療において、日中間でのビッグデータ活用の現状の違いはなぜ生まれるのか。	

	

以上の手順を踏むことにより、日中両国において、ビッグデータの活用における差異とその

原因を解明することを試みた。	
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2.先行研究	

	

ビッグデータの定義	

	

ビッグデータという名称から、単純に多くのデータをビッグデータと連想することが多

いが、先行研究を省みることにより、本分科会は主に三つのビッグデータを構成する基本要

素を発見した。また、近年のインターネットの発展に伴い、ICT 化及び IoT 化が進むことに

より、ビッグデータを構成する新たな要素が生まれ始めている。	

基本的な要素は Volume	(量)、Velocity	(速さ)、そして Variety	(多様性)の三つが挙げ

られる。これら三つは 3V と総称される。「量」はデータの量のことであり、キロバイト（KB）、

メガバイト（MB）や、ギガバイト	(GB)	などで表すことができる。「速さ」はデータが生ま

れる速度及び、データを解析、そして応用する速度のことを表す。また、「多様性」とは、

Excel などの構造化されたデータ（Structured	 Data）のみならず、メールのタグ付けなど

により、準構造化されたデータ	(Semi-Structured	Data)及び、写真や動画などの非構造的

なデータ		(Unstructured	Data)	を含むことを表す。	

また新たな要素として、Variability	(変動性)、Veracity	(真実性)	そして、Value	(価

値)	が新たな 3V の構成する要素として考えられている。変動性とは、データを収集する期

間によって生まれるデータ量及び種類の差異である。真実性とは、人間の意思決定など、人

間社会における不確実性を考慮に入れることにより、そこから得ることのできる情報の真

実性を高めることである。また価値とは、Gandomi	&	Haider が「Low	Value	Density」と表

現したように、一見、無価値であるデータすら分析することにより、より有益な情報を得る

ことができることを表す。ビッグデータの定義に関しては、以下の図にまとめた。	

	
表 1：ビッグデータの定義における従来の三つの要素と新たな三つの要素	

要素の名称	 定義	

Volume	(量)	 データの量	

Velocity	(速さ)	
データが生まれる速度及び、そのように生まれたデータを

解析、そして応用する速度	

Variety	(多様性)	
構造化されたデータのみならず、準構造化されたデータ及

び、非構造的なデータを含むこと	

Variability	(変動性)	 データを収集する期間によって生まれるデータ量の差異	

Veracity	(真実性)	
人間の意思決定など、人間社会における不確実性を考慮に

入れることにより、そこから得ることのできる情報の真実

性を高めること	

Value	(価値)	
無価値分析することにより、より有益な情報を得ること	

参考	

Inada.S.	(2016).	知識ゼロからのビッグデータ活用.	Gentō	Shā:	Tokyo	
Sōkauchi.M.	(2015).ビッグデータを開拓せよ.	Kadokawa	Production:	Tokyo	
Gandomi,	A.,	&	Haider,	M.	(2015).	Beyond	the	hype:	Big	data	concepts,	methods,	and	
analytics.	International	Journal	of	Information	Management,	35(2),	137-144.	
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日本の農業におけるビッグデータの活用	

	

2017 年に農林水産省により発表された、「農業分野における ICT 等の先進技術の活用の

推進」	によると、農機の自動走行、経営内容・作業履歴の見える化、遠隔での圃場の状況

把握、可変施肥技術の開発、そして農作業の適期情報や病害虫の情報システムの構築など、

農業分野での ICT 化が進んでいる。また、ビッグデータを活用し、病害虫の画像診断による

害虫予防を行うことや、気象データによる害虫発生を予防するほか、作物育成おいての 適

なタイミングをデータによって予測することを試みている。しかし、これらの試みは未だ開

発段階であり、実際のビッグデータの活用までには至っていない。ゆえに、先行研究からは、

現状として日本のビッグデータの活用への土壌としての ICT 化や IoT 化が進んでいる状態

あり、日本の農業におけるビッグデータの活用はほぼ皆無に等しいということがわかった。

ゆえに、上記に定められた RQⅡに対しては、「日本の農業におけるビッグデータの活用は

ほぼ皆無である。」という答えを提示する。	

	

中国の農業におけるビッグデータの活用	

	

先行研究では、日本とは違い、中国国内の農業におけるビッグデータの活用は多く見られ

た。主な活用方法は、（1）農作物の育成環境の 適なモデル化、(2)需要に見合った供給の

モデル化(3)商品の品質及び、安全性の向上(4)栽培方法の 適化である。	

	

	

	⑴農作物の育成環境の 適なモデル化	

	

室内温度や、室温を変化させる要因についてのデータを集め、作物にとって 適な物理的

な環境をモデル化する。物理的環境とは、光、温湿度、空気流動など、人の意志で変える余

地の少ない環境のことである。アルゴリズムと衛星からリアルタイムに更新されたデータ

で、物理的環境の変化による影響を予測し、リスクを避ける。この活用例として、2015 年

に成立したビッグデータ農業企業「佳格天地」は、すでに世界範囲で 30年来の植物動態情

報と東アジア範囲で 50年来の気候データを収集した。それに、進んだ学習アルゴリズムで、

中国の耕地に適用できる情報の収集を実現した。	

	

(2)	需要に見合った供給のモデル化	

	

過去と現在の農作物の生産量及び、消費者の動向を比較分析し、商品の需要を割りだし、

その需要に見合うように割出さられた供給に見習い、気温や肥料の使い方などの農作物の

生産プロセスをモデル化する。	

市場メカニズムによる価格変動と供給の増減の間にタイムラグのよる、供給過剰或いは

供給不足による農産物価格の暴落と暴騰が問題としてあげられる。この問題を解決するた

めに、消費側からのデータを活用し、価格変動と需要の変動を事前に予測、分析し、タイム

ラグによる損失を避けることが可能となった。	

	

(3)	商品の品質及び、安全性の向上	

	

農作物の生産、加工、そして流通の情報を集め、データベースなどで管理することにより、

商品の質及び安全性を高める。中国では、農産物先物取引が価格発見とリスク回避の手段と

して注目され、先物となるための必要条件である品質評定の実行性と規範性に、ビッグデー

タが重要な役割を果たしている。品質データが農産物クラス評定の重要な参考であり、リス

ク回避の拠り所である。	
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(4)	栽培方法の 適化	

	

ビッグデータを活用する管理システムで細かく正確に栽培方法を指定することで、効果

的、効率的な灌漑、施肥、農薬散布が期待できる。その例として、広東省蕉岭県政府は 2008

から今まで、全域で 13.4 万アールの耕地から 3850 個の土壌サンプルの採取をし、全県 97

村の土壌データを搭載した一体型 PC が配備され、簡単な操作だけで個々の状況に応じた栽

培方法を知ることができるようになった。	
参考	

W.	Chende,	W.	Nan,	C.	Danxing.	(2016).	Opportunities	and	challenges	of	commodity	exchange	
bring	form	agricultural	big	data,		
Zhengzhou	Commodity	Exchange	Futures	&	Derivatives	Institute,	Zhengzhou	450000,	China	
梅州时政 『⼤数据让投⼊更精准 梅州农户也玩“私⼈定制”』	2017/06/15	

日本の医療におけるビッグデータの活用についての現状を把握するために用いた参考資料は以下の通り	

山本雄士[2015]「ビッグデータ時代の医療と臨床化の在り方」日経デジタルハウス	 より引用	

山本隆一	 [2015]	 「医療情報大規模ビッグデータベースとプライバシー」日医総研シンポジウム	抄

録集	資料グランドデザイン 2009 日本医師会-国民の健康を支える意思であるために-	 より引用	

	

	

日本の医療におけるビッグデータの活用	

	

日本における医療分野でのビッグデータの活用は、十分なデータ量があるのにも関わら

ず、その実用までは程遠いというのが現状である。実用に向けて、データの標準化やデータ

ベースの統合などの、ビッグデータ活用に向けたインフラ整備が急務であるが、個人情報の

保護などの法的な制限が実際の運用への障害となっている。	

	

	

日本の医療における良質なデータの存在とその統合への問題点	

	

日本にはデンマークや米国に劣らない複数の良質な医療ビッグデータが存在する。要介

護者の基本動作(視力・聴力)	 や生活機能(食事摂取や排尿・排便の自立度)など 74 項目の

情報が蓄積されているデータはそれぞれの決められた目的に応じてデータベース化されて

おり、非公開かつ分断された状態にある。また、医療ビッグデータを研究開発に活用するに

は、診療データが個人毎に時系列化してリンクされている必要があるが、これらデータベー

スを相互リンクさせるには、データ形式がそれぞれ異なることから、研究機関において膨大

な手作業が必要となる状況にある 2 次利用を前提とせず収集主体がそれぞれの目的に応じ

てデータを収集・蓄積してきた結果、データベース間のリンクに関しては数多くの問題点が

指摘されている。	

	

	

医療においてのビッグデータの活用におけるプライバシーの問題	

	

国が構築するデータベースの充実に伴い研究目的での２次利用が増えつつあるが、ビッ

グデータの活用は、2次利用であるが故に制約も多い。そのため、医療の情報化自体は進ん

でいるものの、その情報を公益目的に利用する 2次利用については遅れている。	

2 次理由が遅れる要因として、プライバシーの問題が挙げられる。近年、大規模な医療情

報データベースが構築されるようになり情報収取は充実し始めたが、それに伴い公益利用

とプライバシー保護の対立的な問題が顕在化してきた。公益目的の研究を行う研究者がプ

ライバシーの侵害を意図的に行う可能性は低いとはいえ、法的な要求自体が曖昧であるた
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め、患者が不信感を抱く可能性もある。この問題の根本は、プライバシーの問題の前提とな

る現行の個人情報保護法制が	

1. 保護は追求されているが、活用しないことへの対策がほとんどなされていない	

2. 個人情報保護法は情報取得主体により異なるルールで適用されている	

3. 不正利用に関して実効性のある悪用防止の手立てが欠けている	

4. 個人情報の定義が曖昧であるが故に、匿名化が定義できない	

といった多くの課題抱えている点にある。	

しかし、医学は診療情報の公益利用抜きには発展が望めないというのもまた事実である

ため、研究者・患者双方にとって明確でわかりやすい法整備が強く望まれる。	

	

中国の医療におけるビッグデータの活用	

	

先行研究から、中国における医療分野でのビッグデータの活用も未だ発展途上であると

言えよう。中国では、人口の多さにゆえに、他国と比べデータの情報量が膨大なため、ビッ

グデータの活用は重要な役割を果たすと考えられる。中国国内でも、データの標準化や横断

的なデータベースの不足など日本と似たような問題に直面している。また、データの安全性

やプライバシーの問題も挙げられていた。しかし、中国はすでにブロックチェーンの応用

や、様々な組織の情報を統合したデータベースを作り始めており、このような点では中国は

日本よりビッグデータの活用は進んでいると言える。	

	

ビッグデータ活用に必要なデータベースの作成とその課題	

	

中国では 1993 年から 5 年ごとに National	Health	Services	Survey が行われ、31 の省か

ら 200000 万人ほどのデータが集められ、ビッグデータ活用への土壌となっている。中国で

は、2017年 8 月 17日から常周市が医療において、ブロックチェーンの技術の導入を試るプ

ロジェクトをはじめ、中国国内ではビッグデータ活用への動きがみられている。また、多く

の企業が病院と長期的な協力関係を築き、ビッグデータ活用への土壌を作っている。	

中国は米国やヨーロッパと比べ、人口が多いことによるリソースがより豊富なため、多く

のデータが集められてきた。しかし、そのように集められたデータを統合する様々な情報プ

ラットフォームを横断するようなデータベース及び、広く認知されたデータの標準化への

物差しが存在しないため、ビッグデータの活用は未だ発展途上の段階であるといえよう。	

	

中国の医療においてのビッグデータの活用への問題点	

	

中国におけるビッグデータの活用への問題点として、データ活用の質が不十分である

こと、データの安全性の確保ができていないこと、そしてプライバシー侵害の問題があげら

れる。中国では、医者の平均的な技術が、他国と比べて低いため、データ活用の当事者であ

る医者の技術レベルにより、医療におけるビッグデータ活用の質が左右されてしまう。ま

た、データが第三者に漏れてしまうことへのデータのセキュリティーの確保が急務とされ

ている。また、日本と同じように、個人情報が第三者によって使われてしまうことへの嫌悪

感も活用への問題点としてあげられる。	

参考	

中国におけるビッグデータの活用に関しての参考文献は以下の通りである。	

周光华,⾟英,张雅洁,胡婷,李岳峰.医疗卫⽣领域⼤数据应⽤探讨[J]. 
中国卫⽣信息管理杂志,2013,10(04):296-300+304.	

邹北骥.⼤数据分析及其在医疗领域中的应⽤[J].计算机教育,2014(07):24-29.	
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3.	議論	

DQⅠ	農業と医療において、日中間でのビッグデータ活用の現状の違いは何か。	

先行研究から、日本の農業分野においては、ビッグデータの活用はほぼ皆無であるが、中

国では、すでにビッグデータの活用が進められ、実用に至っているという結論に至った。ま

た、医療分野においては、日本と中国は未だビッグデータ活用への障壁があるものの、デー

タベースの作成や、ビッグデータの活用を見越してのブロックチェーン技術などの応用と

いった点から、中国はビッグデータの活用は日本より一歩先に進んでいるということが言

えるだろう。それゆえ、本分科会では、医療と農業においてのビッグデータの活用の現状に

関して、日中間の現状は「農業と医療の分野において、中国より日本はビッグデータの活用

において、概して遅れていること」と結論付けた。	

	

DQⅡ	農業と医療において日中間でのビッグデータ活用の現状の違いはなぜ生まれるのか	

上記にように、農業と医療分野におけるビッグデータの活用を日中間で比較した場合、農

業と医療の分野において、中国より日本はビッグデータの活用において、概して遅れている

と結論付けた。それゆえ、DQII は「なぜ中国より日本はビッグデータの活用において、概

して遅れているのか」というように言い換えることができる。本分科会では、農業と医療の

分野において、中国と比べて日本のビッグデータ活用が遅れる理由をそれぞれ考察した。	

	

農業分野におけるビッグデータの活用が遅れる要因	

	

政府の役割の大きさの違いについて	

	

ビッグデータの活用において、中国では政府がビッグデータの活用を推進する大きな役

割を果たしているのに対して、日本は農業従事者個人の裁量に委ねられている。まず、中国

では行政がビッグデータ活用を主導することにより、データの標準化が進み、データベース

の統合がより進みやすいため、日本と比べ、中国のビッグデータの活用が進んでいると考え

た。中国でビッグデータの活用を推進するにあたり、農業におけるビッグデータの活用に関

わるステイクホルダーに大きな影響を与え得る行政が、ビッグデータの推進を主導するこ

とにより、農業に関連するアクターがそれぞれ使うことができるようなデータの標準の物

差しを提供することができ、データの標準化がより進みやすい。それゆえ、データの標準化

が進むことは、より多くの同じように標準化されたデータを生み、より広範囲なデータベー

スの共有ができるようになり、データの分析・活用が進む。	

その一方で、日本におけるビッグデータの活用は農業従事者個人の裁量に委ねられてい

るため、中国とは違い、データの標準化が進みにくい。また農業従事者の高齢化により、ICT

技術及び IoT 技術の導入が遅れ、ビッグデータ活用への土壌が整いにくいことが挙げられ

た。	

	

医療分野におけるビッグデータの活用が遅れる要因	

	

プライバシーの問題と個人情報保護法の法的制限及びその欠陥	

中国と日本の医療におけるビッグデータの活用を比較した際に、日本では個人情報保護

法がその活用を妨げていると本分科会は考えた。上記の「日本の医療におけるビッグデータ

の活用」で述べたように、大規模な医療情報の収取は充実し始めたが、それに伴い公益利用

とプライバシー保護の対立的な問題が顕在化してきた。また、個人情報保護法自体に欠陥が

あり、それが法律内でのビッグデータの活用を妨げる要因となっている。	

その一方で、現在では、中国には個人情報を保護するような法律は未だ成立しておらず、

個人情報の扱いに関して、法的制限が未だあまりない。それゆえ、情報取得主体はより自由

に情報を集めやすくなるため、ビッグデータの活用がより進みやすい。	
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また、日本と中国の参加者間では、プライバシーの意識の差が見られた。日本人はプライ

バシーの意識が中国の学生と比べて高く、個人情報が第三者に渡ることに対して、嫌悪感を

感じていたが、中国人参加者の間では、あまりそのことに抵抗意識はなかった。このような

意識の差があることによって、中国ではビッグデータの活用がより進むのであろうという

結論に至った。	

	

4.	結論	

	

経済分科会は「ビッグデータ」をテーマとして、3週間議論した。日中間のビッグデータ

の活用を比較した際に、日本の農業及び、医療分野において、ビッグデータの活用は概して

遅れているという結論に至った。また、遅れる要因としては主に、政府の役割の大きさの違

いや、プライバシーの問題などが挙げられた。この 3週間では、「ビッグデータの活用」と

いうテーマを通して、日中間の社会を俯瞰的に見ることができ、日本人参加者一同、日本の

社会を再度見直すきっかけとなると同時に、中国社会のこれからの成長をより肌身に感じ

ることができた分科会であった。	

	

写真：復旦大学訪問	

	

文責：小宮勇馬	

○南京資料館	

	

8 月 16 日全体 FW として南京大虐殺記念館を訪問したが、その前段階として 15 日南京大

虐殺討論会が行われた。まず討論会の概要や至った一応の結論について触れようと思う。	

はじめに、討論会の概要について軽く説明しよう。当討論会では、各グループに日本側 3

名・中国側 3名が割り振られ、南京大虐殺に関する日本・中国・第三者からの視点で書かれ

た資料を読んだ後、	

⑴南京大虐殺はひたすら議論され続けるべきか	

⑵議論され続けるべきであるならば、いかに議論すべきか	

の 2点について話し合った。討論時間に関しては、そもそもこの討論会自体が臨時で設け

られた場であったこともあり 1 時間にも満たない極めて限られた時間であった。使用言語

に関してはグループ毎に差があったが、筆者が所属したグループにおいては日本語が堪能

な中国語話者に恵まれたこともあり、英語ではなく通訳を介して議論を行った。	
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次に、限られた時間の中で我々が至った一応の結論について説明する。まず、議論の早い

段階で「1つの物事に対して異なる見方をすれば異なる意見が生まれるのは当然のことであ

り、南京大虐殺に関しても『唯一絶対の正しい認識』を日中間に求めることは議論を不毛な

ものにしかねないが、お互いの理解に差があることを理解するためにも議論を続けていく

ことは必要である」ということに全員が一致した。この点について拍子抜けする程容易く全

員の合意が得られたことで、南京大虐殺に関して日中間に存在する立場・捉え方の具体的な

差異やそれらを生み出す要因、及びそもそもの議論の目的に関して多くの時間を割くこと

ができ、個人的には収穫の多い時間となった。	

そして、立場や捉え方の具体的な差異としては、日中間で南京大虐殺に関して着目してい

る点が異なるということが挙げられる。詳細について述べると、日本側は被害者の正確な人

数といった具体的なことに重きを置く一方で、中国側は日本側の態度を重視している。個人

的には、中国の経済発展の一助になったことに関して中国側も認めている ODA 等の金銭援

助を、中国は戦争の補償としてはあまり捉えていないことは驚きであった。中国政府が歴史

問題を外交カードの 1 つとして用いているという捉え方も可能である中で金銭援助が戦争

被害への補償としては満足な役割を果たしていなかったという事実を認識し、外交の難し

さを痛感した。	

議論が必要な理由としては、日中間の歴史の両面を認識せずには日中関係の進歩は望め

ないから等の理由が上がった。個人的な意見を述べれば、南京大虐殺に関して両国で捉え方

や補償として求めるものが余りにもかけ離れている上、現行の教育がその差異をさらに広

げているため、両国が望む結論を下すことは現時点では非常に難しいのではないかと感じ

た。そして、16 日全体 FWとして南京大虐殺記念館を訪問した。太平洋戦争に対する捉え方

が広島原爆ドームとは全く異なっていることは特に興味深かった。当博物館に関して一切

の予備知識のない状態で臨んだため、展示内容は予想とは異なるものであった。中国語・英

語に加えて日本語で全ての解説がなされていたことからも、当博物館は日本をそれなりに

強く意識しているのだろうと予想される。展示に関しては、博物館の日中戦争に対する捉え

方が一般的な中国人のそれと完全に一致しているとは限らないとはいえ、想定していたよ

りかは愛国・反日的な要素は薄く、歴史を見つめ直しつつも過剰に拘らずに平和構築に向け

て歩みを進めていくべきという主張には一定の共感を覚えた。全体 FW という機会がなけれ

ば自ら足を運ぶことはなかったであろうこともあり、個人的には有意義な時間であった。	

	

	

写真：分科会 終発表会の様子	
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文責：小宮勇馬	

○中国フィールドワーク	

	

フィールドワークとして上海銀行博物館・復旦大学大数据学院の 2箇所を訪問した。	

	

・8 月 22 日	 上海銀行博物館見学	

中国の経済・金融の中心都市たる上海に滞在するという貴重な機会を活かし中国の金融

制度に関する知見を深めるために、8 月 22 日上海銀行博物館を訪問した。当博物館は主に

北京条約以降の中国における金融・銀行制度に関する資料を展示・解説しており、この訪問

は非常に有意義な時間となった。日本において近代中国の金融制度の変遷について体系的

な理解を得ることは容易ではないが、当博物館の資料展示および英語での解説が充実して

いたため理解を深めることができた。	

	

・8 月 23 日	 	

議論での主題であるビッグデータに関し、この分野の 前線で活躍する中国人の考えを

知るために復旦大学大数据学院を訪問し、学生の話を伺った。中国におけるビックデータの

将来を担うであろう学生から、ビッグデータ業界の実情や他分野との相違点および業界の

今後について直接知ることができた有意義な時間であった。	

	

文責：小宮勇馬	

○集団生活について	

	

日本人参加者の安全確保等の目的で、日本側参加者は中国側参加者と行動を共にするこ

とが求められた。これにより安全を確保できたのみならず、各都市によく親しんだ中国側参

加者と行動を共にしたことで中国をより満喫できたと感じている。特に、英語での解説がな

い博物館における中国側参加者の翻訳は大変ありがたかった。	

宿泊に関しては都市毎に一部屋あたりの人数や部屋の様子は異なったが、日本側と中国

側の人数は同数であった。各都市における生活において、筆者の知る限りではあるが軽く説

明していこうと思う。	

まず北京では、部屋の管理者と地主との間のトラブルもあったが、大人数であったことが

幸いし個人的に も楽しい時間を過ごせたのみならず、中国側参加者との親交も深まった。	

西安では 2人部屋であった。中国語はもちろん英語すらままならない筆者にとって、中国

人との 4泊は非常に不安であった。しかし、筆者のルームメイトがアメリカの大学に通って

おり英語が堪能である上、日本語でも十分にコミュニケーションが取れたため杞憂に終わ

った。宿は四都市の中で も快適であったが、感覚的には も英語が通じなかった。インタ

ーナショナルと冠するホテルの受付で英語が全く通じなかったが、なけなしの中国語でこ

となきを得た。	

南京ではユースホステルに宿泊した。南京が観光地として整備されていた上、宿が夫子廟

という観光地のすぐそばであったため中国側参加者と存分に観光を楽しみ、旧暦の七夕の

際には多くの参加者と共に祝い交流を深めた。	

上海でも同様にユースホステルに宿泊した。筆者のみ例外として参加者ではない中国人

と宿泊したが、今回が初の海外であった筆者にとって外国人と英語で長時間話す経験は貴

重であった。また、上海では文化交流会に向けた練習に励んだ。	
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文責：落合拓朗	

○ 終発表	

	

終発表では日本側・中国側の参加者１名が代表して発表をおこなった。使用言語は日本

語と中国語の 2 か国語を用いて行った。発表時間は 20 分と 21 日間の深い議論を全て発表

するのは難しかった。発表ではビックデータの活用に注目が集まっている背景を説明した。

次に議論の中で決めたビックデータの定義を示した後に、日本と中国の農業分野と医療分

野でのビックデータの活用についての現状とその現状である理由について考察や参加者の

意見を交えて発表をした。発表に対して多くの質問が問いかけられた。質問の一部を記載す

る「なぜ、EC・マーケティング分野でのビックデータの活用ではなく農業・医療分野を選ん

だのか？」、「農業の IoT 化は高齢者化する農家の手助けとなり、日本では積極的な導入を

JA などで行っているが、なぜ日本での農業へのビックデータの活用が進んでいないのか？」

など鋭い視点からの質問が寄せられた。質問に対しても議論を踏まえた答えを提示して質

問者に納得をしていただいた。 終発表に向けて発表資料を作る過程は、日中の学生が 1つ

のモノを協力して作り上げるという意味で非常に充実したものであった。	

	

写真：経済分科会 終発表の様子	

	

文責：落合拓朗	

○直後合宿	

	

直後合宿は本会議終了後に上海で開催された。21 日間の本会議を通しての感想を参加者

に発表することが主な活動であった。今年のテーマが「発見」であったことから、多くの参

加者から様々な発見についての感想を聞くことができた。様々なバックグラウンドで育っ

てきた参加者が見つけた「発見」は感性に優れたものばかりであった。経済分科会では顔合

せ合宿で共有した興味のある経済分野について、新しい知識を得られたか、中国の学生と議

論することで考えが変わったかなどをメンバーで共有を行った。同様に、事前合宿で建てた

目標についても、達成度や反省点などを話し合い充実した直後合宿にすることができた。	
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文責：岡川尚美	

○総括	

	

今回は近年注目されているビッグデータの活用を議題に取り上げた。本会議以前はそも

そも経済にはどのような分野があるのか、日本と中国の経済の現状について経済を知ると

いうことで中国経済に関する本を各自読んで情報共有を行ったり、フィールドワークとし

て講演会に参加したりするなど有意義な活動ができたと考える。ただ、本会議で議論する議

題の決定までに時間がかかってしまったことが反省点である。本会議における議論につい

て、ビッグデータの活用は多くの産業や行政に多岐にわたって行われているため、農業と医

療の二分野に的を絞って議論を進め、日本と中国の違いとその原因についての考察を目的

とした。ビッグデータの活用を推進していくことは日本と中国の経済にとって大きな影響

を及ぼすものであるため、これを議題にして日中の学生と取り組んだ経験を、経済分科会の

メンバーに生かして欲しい。 後に経済分科会の活動に協力いただいた日中学生会議のメ

ンバーには心から感謝の気持ちと御礼を申し上げ、謝辞に変えさせていただく。	

	

	

写真：日中学生会議	 終日	文化交流会にて	
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◆安全保障分科会	

メンバー：渡邊隆寛、占部昭裕、椋田七海、土屋勇魚、南泰葉	

	

写真：第 37回日中学生会議	開幕式	在中日本大使館にて	

	

■事前活動	

文責：南泰葉	

◯顔合わせ合宿	

	

	 本会議で話し合う内容を相談し、週 1回のビデオミーティングの進め方を話し合った。ま

た、安全保障分科会として活動を始めるにあたり、読むべき本や資料の情報を共有した。中

国側メンバーともビデオを通し自己紹介を行った。	

	

写真：顔合わせ合宿	第 1回分科会	
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◯定例ミーティング	

	

	 顔合わせ合宿から本会議までの期間中、週 1回のオンラインミーティングを行った。本会

議直前には週 2 回の活動へ機会を増やし、議論時間が 3時間に及ぶこともあった。	

	 初めは、安全保障に関する知識を得る為、課題図書や参考資料を読み、毎回自分達で設定

したテーマに基づき話し合いを進めた。具体的には、国際法の起源を探ったり、理想の政治

体制や少数民族について考えたりした。領土問題に関する回では、メンバー5人が異なる領

土を選び、それぞれの領土問題について他のメンバーに発表した。中国の検閲をテーマとし

た時は、中国側の立場に立って、検閲はどの程度必要であるかを話し合った。本会議まであ

と 1ヶ月に迫った 7月上旬には、少しずつ本会議で話し合う議題を絞り始めた。課題図書、

参考資料は下記の通りである。	

	

・課題図書	

マキャヴェリ（1998）『君主論』（河島英昭訳）岩波文庫	

倉山満（2016）『国際法で読み解く世界史の真実』PHP 新書	

・参考資料	

中国安全保障レポート 2018			防衛省防衛研究所／防衛省・自衛隊	 平成 29 年版防衛白書	

	

◯中間合宿	

	

	 フィールドワークとして、政策研究大学院大学の朝鮮半島安全保障専門家である道下徳

成教授にお話を伺った。道下教授は、北朝鮮・ミサイル開発の目的について、次のシナリオ

が考えられると仰っていた。①米国による予防攻撃を阻止するための「平時の抑止」、②朝

鮮半島有事で米国や日本が韓国を支援するのをためらわせる「戦時の抑止」、③韓国に対す

る限定攻撃、④瀬戸際外交、の４つである。また、日中関係を知る為には韓国がキーポイン

トであると仰っていた為、分科会メンバーは以降のミーティングで韓国についても調べる

ことにした。その後日露学生会議のメンバーと共に、北朝鮮情勢や安全保障問題について意

見交換を行った。	

	

◯フィールドワーク	

	

安全保障に限らず中国に関する知識が得られる機会があれば、他の分科会のフィールド

ワークなどにも積極的に参加した。分科会メンバーが全員揃ったのは中間合宿の時だけで

あったが、それぞれのメンバーの都合が合う限り参加し、得られた情報はビデオミーティン

グで共有し合った。安全保障分科会として参加したフィールドワークでは、サイバーセキュ

リティーについて学んだ。フィールドワークの詳細を以下に記す。	

	

・2018 年度 FEC	college 第 1回企画	 	

「日本のサイバーセキュリティー対策について」	

講師：	外務省	大臣官房	情報通信課長	小川秀俊氏	

	

事前に、課題本として「経営とサイバーセキュリティ	 デジタルレジリエンシー」（横山

信一著、日経 BP 社、2018 年）を読んだ。	

	

◯直前合宿	

	 今までのミーティングで得られた知識をまとめ、本会議での議論を円滑に進めるための

終確認を行った。	
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文責：土屋	 勇魚	

■北朝鮮問題	

	

我々は、北朝鮮問題に対して日中両国の視点からだけではなく、北朝鮮関係に関わる多く

の国々の視点も交えて、議論を行った。	

	

	

論題 1：中国は北朝鮮に対して核廃棄を望んでいるのか	

	

結論：望んでいるのではないか	

	

1.	北朝鮮の地理的条件		

自国の隣に核兵器を持っている不安定な国を置くというのは、とても危険であり、有事の

際には核ミサイルが至近距離から飛んでくる可能性が大いにある。また北朝鮮を非核化し、

国際社会に戻すことによって、北朝鮮が各国と経済協力協定を結ぶことが考えられる。それ

によって北朝鮮が経済的発展を遂げれば、中国としても経済的市場を得ることに繋がる。経

済的な面、安全的な面から、北朝鮮の非核化を望んでいると考えられる。	

	

2.	中国の影響力強化		

北朝鮮の非核化は世界が望んでいる。そのため、もし中国が指導してこの問題を解決して

行くのであれば、中国は国際社会から信用され、影響力が増すと考えられる。加えて、中国

は国内領土問題に重きを置いていると考えられ、北朝鮮問題はウェイトが軽い。中国の北朝

鮮に対する影響力低下は国内領土問題をより悪化させることにも繋がる。そのため、中国は

北朝鮮核問題を解決させることによって、国際社会における影響力を向上させ、尚かつ国内

領土問題に対して悪い影響をもたらさないようにすると考えられる。	

	

	

論題 2：北朝鮮と韓国は再び統合するのか	

結論:不可能	

	

根拠 1.	北朝鮮と韓国の間に国民感情の壁ができている	

第二次世界大戦後、1948 年にロシアに支援された北朝鮮、アメリカに支援された韓国が

誕生した。それから朝鮮戦争を経て、70 年間 2 つの国として存在してきた。そのため、国

民感情にも「我々は北朝鮮人である」「我々は韓国人である」が生じていると考えられる。	

一例として、第二次世界大戦後、分割統治されたドイツは、2つの世界大戦での経験や歴史

的背景を通して、国民感情の中に強いナショナリティーが生まれていたと考えられる。その

ためドイツは分割統治をされても、時間が経っても 1 つのドイツになることが出来たと考

えられる。しかし、北朝鮮・韓国両国の人の中に統一を望むだけの強いナショナリティーが

育っているとは考え難い。		

	

根拠 2.	政治体制が違いすぎる	

韓国は民主主義、一方で北朝鮮は社会主義であり、それぞれの政治体制が大きく異なる。

その面において、急激な政治体制の変化は、民衆へ大きな影響を与えるため不可能である。

また、統一がなされると仮定すると、現状経済面で高いレベルにある韓国が今後の国の運営

を牽引すると考えられる。そのため、現状甘い汁を吸っている北朝鮮指導部は既得権益を逃

したくないと考えられる。	
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◯朝鮮半島統一まとめ		

	

南北朝鮮の発生、その後の発展及び朝鮮戦争を通して、経済的格差が生まれ、政治体制に

も大きな差が生じた。そしてその差は時を経るごとに、北朝鮮は北朝鮮独自の、韓国は韓国

独自の国民感情を持つようになり、朝鮮統一を程遠いものとしている。（図参照）	

	

図：朝鮮半島統一	 まとめ	

	

論題 3.	北朝鮮の経済制裁について	

	

1.	強化すべき	

	

根拠 1.	天然資源について		

現在北朝鮮は核ミサイルを作ることのできる量の資源を持っている。しかし、朝鮮半島の

資源量から鑑みるに、他の国からの「影の」資源調達があると考えられる。そのため、現在

の経済制裁では脆弱であり、完全な北朝鮮の核廃棄にはより強い経済制裁が必要である。	

	

根拠 2.	北朝鮮国民の生活について		

現在、北朝鮮は挙国一致で軍事開発をし、その一方で国民の生活を無視している。人々の

生活は困窮しているが、世界全体の平和を考えると、多少の犠牲は覚悟で経済制裁を強め、

一気に北朝鮮を核廃絶に向かわせるべきである。		

	

	

2.	そのまま維持すべき	

	

根拠 1.	資源以外の輸出入について		

現在の経済制裁では、北朝鮮からの食品・機械・電気製品・木材の輸出と北朝鮮への産業

機械や運搬用車の輸出を全面的に禁止している。この事項はとても大切であり、北朝鮮国外

での資金調達に大きく関わってくる。核開発には資金が必要不可欠であるため、このまま経

済制裁を維持することによって、段階を踏んで非核化を進めて行くべきである。	
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根拠 2.	対話の姿勢について		

灯油やガソリンなど石油精製品の北朝鮮への輸出を現在の年間およそ 450万バレルから、

来年 1 月以降、年間 50 万バレル以下と 90%近く削減した。前回 9 月の安保理決議による、

石油精製品に対する制限を大幅に強化していて、来年 1 月 1 日から北朝鮮がほとんどの石

油精製品を輸入できないようにすることを目指している。この制裁によって、北朝鮮のミサ

イル発射回数は減ってきている。加えて、米朝首脳会談、南北首脳会談を経て、北朝鮮に国

際社会に対する対話の姿勢が現れている。もし経済制裁を強めてしまうのであれば、この対

話ムードを壊してしまい、非核化の問題は振り出しに戻ってしまうと考えられる。一方で経

済制裁を弱めてしまっては、逆に非核化が進まない可能性もある。従って、北朝鮮の対話ム

ードを経て、段階的にだが、着実に非核化に向かうために経済制裁は維持すべきである。	

	

根拠 3.	中朝関係について		

中国は北朝鮮に対して、かなり強い制裁をかけている。安全保障理事会決議 2321 におい

て、資源等の禁輸処置として北朝鮮からの輸入規制強化、北朝鮮が原産の石炭については年

間 400,870,018	米ドルか 780 万トンのいずれか低い方に制限、及び銅・ニッケル・銀・亜

鉛の禁輸を実行している。しかし、北朝鮮問題の根源はブラックマーケットによる闇資	金

が中国から北朝鮮に流入することにある。それに対抗するため、経済制裁を強めては中朝の

関係が悪化し、北朝鮮が中国の指導から外れ、暴走する可能性がある。加えて、経済支援を

することでブラックマーケットから正規のマーケットに移行することでブラックマーケッ

トを無くすというのは、中国がこれまで幾度となく北朝鮮から裏切られている経験を鑑み

るに、望ましいとは考えられない。そのため、これ以上の制裁をすることは望ましくなく、

現状維持すべきである。	

	

	

3.	段階を踏んで弱めるべき		

	

根拠	今後の発展について		

現在、北朝鮮は南北首脳会談、米朝首脳会談を経て、対話の動きが生じてきている。この

まま続けば、非核化は段階的に進み、国際社会における北朝鮮の信用・立場は良くなって	い

くと考えられる。それに伴い、各国からの経済支援も得られる可能性が発生する。その場合、

現在の経済制裁では北朝鮮国内の経済は発展せず、問題解決のための経済的基盤を得られ

ない。対話が進展し、北朝鮮が核問題解決のために動き始めた場合、経済制裁を段階的に弱

め経済支援をしていくことで、北朝鮮国内の経済を間接的に発展させ、核問題の根本的な解

決を狙うべきだと考える。	
※しかしこの方法はとても脆弱なものであり、1つ歯車が狂うと問題解決から程遠くなってしまう。		

	

4.	すぐに止めるべき		

	

根拠 1.	さらなる制裁強化について		

北朝鮮が新たな核実験や弾道ミサイルの発射を行った場合、安保理は、北朝鮮への石油供

給をさらに制限する措置を取るという表現を初めて明記した。現在北朝鮮は経済制裁を通

して十分自身の国際社会での立ち位置が分かっていると考えられる。対話の動きを止めず

に、北朝鮮の核問題解決を早期に望むのであれば、経済制裁を止めるべきである。	
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根拠 2.	経済制裁の意義について	

経済制裁をすることによって、北朝鮮は核兵器開発などの「暴走」を繰り返してきた。し

かし経済制裁をしたり緩和したりすることで北朝鮮からなんらかの反応を引き出してきた。

例えば前回の米朝会談も経済制裁をしたことでできたと考えることができることもまた事

実である。また国際社会は国際社会の慣習を破る国に対して断固とした措置をとるという

こと他の国に示す大事な機会である。	

	

論題 4.	米朝関係について	

	

1.	改善する		

根拠 1.	関係改善のループ		

	

北朝鮮(金正恩)は他の国との繋がりを作ろうと苦心していると見える。そこをアメリカ

が評価し、アメリカの北朝鮮に対する姿勢がより軟化することが考えられる。このループが

関係をより良いものに導くのではないかと考えられる。トランプが国のトップである間に

どこまで友好関係を築けるかが問題になってくると考える。		

	

根拠 2.	緊張と緩和の連続		

	

米朝枠組み合意が実際履行されるか現時点で信じられない面も大きいが、国際社会が注

目する中、二国間合意がなされた意義は大きい。また米朝首脳会談に到るまでの状況を見る

に、米朝両国の閣僚級のやりとりが実現できることも明らかになった。短期的には緊張と弛

緩の連続であるだろうが、長期的にみれば米朝関係は改善していくと考える。		

	

根拠 3.	自国優先主義について	

	

トランプと金正恩の自国優先主義は共通するところが多い。自己中同士お互いに利用し

あう可能性があるため、改善すると考えられる。	

	

	

2.	維持する		

根拠 1.	悪化の可能性について		

米朝枠組み合意の北朝鮮への法的拘束力が低く、北朝鮮の核問題が進展もせず、むしろ悪

化する可能性も秘めており、これ以上米朝ともに関係を悪化させたくない為、維持すると考

える。	

	

3.	悪化する		

根拠 1.	米朝関係の硬直		

国際社会は米朝対談後、両国の関係は良い方向に向かって行くと考える情報を発信して

いるが、その一方で米朝対談後に公開された条約は具体的な措置に欠けているという共通

認識がなされている。 近の両国の公のメディア発表から考察するに、米朝関係はこう着状

態に陥ろうとしている。北朝鮮がいまだに核を放棄していないことを明確に指摘したアメ

リカに対し、北朝鮮は核技術の完全放棄は不可能(しないもの)だと表明している。技術的に

放棄することが困難であるか否かは判断が難しいところではあるが、確かに言えることは

昨今の北朝鮮のこのような態度は米朝関係が硬直している現状においては非常に悪く、変

化するとは考えられられない。	 	
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根拠 2.	米朝合意と中国について	

現在、北朝鮮は米朝合意を履行しようとしておらず、米朝の信頼関係にヒビが入ると予想

される。さらに北朝鮮に対する影響力を維持したい中国が米朝関係が良くなるのを邪魔す

る可能性がある。	

	

論題 5.	日朝関係について	

	

1.	拉致問題について		

	

⑴拉致問題とは		

北朝鮮による日本人拉致問題とは、1970 年（昭和 45 年）から 1980年（昭和 55 年）にか

けて、北朝鮮の工作員や土台人、よど号グループなどにより、17 人(北朝鮮側によれば 13

人)の日本人が、日本、欧州から北朝鮮に拉致された問題である。日本政府が認定した拉致

事案は 12 件、拉致被害者は 17 人。北朝鮮政府側は、このうち 13 人(男性 6人、女性 7人)

について、日本人拉致を公式に認めており、5 人が日本に帰国しているが、残り 12 人につ

いては「8人死亡、4人は入境せず」と主張している。日本政府は「全員が生存していると

の前提で対処する」	との立場をとっている。		

	

⑵日朝それぞれの政府による認定と認識		

北朝鮮は、長年拉致事件への関与を否定してきたが、2002 年(平成 14年)、平壌で行われ

た日朝首脳会談で、金正日が日本人の拉致を認め謝罪し、再発の防止を約束した。しかし、

このことに対する賠償などは、未だに行われていない。		

2003 年(平成 15 年)6 月 5 日の衆議院本会議において、当時の首相である小泉純一郎は、

拉致問題に関して日本の主権の侵害と国民の生命と安全に対して、大きな脅威をもたらす

ことから、普通はテロと言えると思うと答えている。		

2018 年(平成 30 年)現在、日本政府は首相官邸公式ウェブサイトにおいて、「対話と圧力」

という姿勢を継続し、「拉致問題の解決なしに国交正常化はありえない」としている。また、

日本政府認定の拉致被害者の他に、北朝鮮から拉致された疑いが拭えない「特定失踪者」の

解決も、日本政府は取り組むと明言している。	

	

⑶日本の拉致問題と日朝関係の結びつきについて		

日本にとって、日朝関係を語る上で拉致問題は も優先度の高い問題である。拉致問題が

解決しなければ、日朝関係は改善しないどころか国交さえ結ぶことはないとされている。		

	

⑷拉致問題が解決した場合について		

拉致被害者の年齢を鑑みると、あと 20 年程で解決可能である問題だと考えられ	る。その

ため、20 年後に拉致問題が解決したと仮定すると、日本は日朝関係改善のために、北朝鮮

に対して経済支援をするべきであると考える。「北朝鮮の経済制裁について」で述べたよう

に、北朝鮮が孕む問題の解決には経済的基盤が必要不可欠である。それを日本が提供するこ

とによって、日朝関係が良くなるだけではなく、北朝鮮が国際社会に復帰する機会を与え、

他国とも良好な関係を築く足がかりが出来ると考える。しかし、もし拉致問題が解決したと

しても経済支援ができない可能性も存在する。それは国民の北朝鮮に対する感情と日本の

バックに着くアメリカの影響力である。まず、北朝鮮に対する国民感情は拉致問題、ミサイ

ル問題など様々な問題を通して悪化の一途を辿っている。その様な状況において、拉致問題

が解決したとして、国民が負の感情を持つ北朝鮮に対して、善の手を差し伸べるとは考えに

くい。又、加えて国民感情に支えられて、反北朝鮮の政党が政権を取ることも大いにあり得

ることである。次に、アメリカの日本への影響力は良くも悪くも働く場合がある。良い場合

は、米朝関係が改善すれば、日朝関係も結果として良くなるというものである。一方で悪い
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場合は、米朝合意がうまく働かず破綻し、米朝関係が改善しないことで日朝関係も改善でき

ないことである。日朝関係と米朝関係は強い相互関係があることがわかる。	

	

⑸日朝関係の今後について		

現在、南北首脳会談、米朝首脳会談を経て、日朝首脳会談構想が出てきている。しかし、

前項で述べた様に日朝関係と米朝関係は相互関係にあること、日朝関係に対する国民感情

の揺れ動きを鑑みると、日朝関係は今後どの様に変化するかまだ不透明な点が多い。	

	

論題 6.	中朝関係について	

	

1.	現在及び歴史から見た中朝関係について		

朝鮮戦争時、中国は北朝鮮の危機を救うため、人民解放軍を派遣するなど、幾度となく北

朝鮮に関与してきた。又、南北首脳会談、米朝首脳会談の開催前には金正恩が直接中国に赴

き、対米、対韓政策を中国から「授かる」ことが多かった。しかし一方で、中国の指導を片

目に、ミサイル発射や核開発といった「暴走」が数多く繰り返されてきた。これらの事から、

中国と北朝鮮の関係は、北朝鮮の片依存、又はいうことをきかない「弟」と表すことができ

ると考える。	

	

2.	将来の中朝関係について		

片依存、いうことをきかない「弟」という中朝関係になっている現在、今後その関係が続

くとすれば、北朝鮮の中国からの独立性が高まると考える。中国は現在、チベット、台湾、

新疆問題と多くの国内領土問題を抱えている。中国からすれば、北朝鮮は蚊帳の外の問題で

あり、重要度は低い。加えて、北朝鮮が自身の影響下から離れていき、独自の行動を繰り返

していくのであれば、重要度の低さも相まって、中国と北朝鮮の依存関係が終了すると	考

えられる。しかし一方で、中朝関係の相互依存関係がこれからも続くという可能性もある。

北朝鮮は国際社会から核廃絶を望まれている状態である。その様な状況下で、中国が北朝鮮

の核問題の解決の指導権を取ることによって、中国の国際社会での自分の見栄のために、う

まく北朝鮮を利用し続けると考える。従って、中朝関係の相互依存関係が続くのではないだ

ろうか。	

	

論題 7.	米関係と北朝鮮	

	

1.	日米首脳会談における安倍晋三の発言について	

	

「北朝鮮拉致問題の解決の重要性についても大統領と完全に一致しました。」とあるが、

実際は拉致被害者家族の会と面会して、実際的な動きは見せていない。このことから鑑みる

に、日本は拉致問題解決をアメリカと一緒に、アメリカの圧力を利用し、成し遂げていこう

と考えているようだが、現在のトランプ政権はそのようなことを考えておらず、自国アメリ

カの安全及びアメリカ勢力範囲内の地域を北朝鮮からの脅威から守れれば良いのであって、

日本の拉致問題は二の次、或いは問題外なのではないかと考えた。	

		

2.	今後の日米関係について	

	

数年後アメリカ大統領選挙が行われ、トランプが再選されるか、新たな候補が当選するか

はわからないが、今後アメリカファースト主義の動きが続く、又は強まる傾向があったとし

ても、日米関係は今後変化しないと考えられる。もし在日アメリカ軍の駐留費を日本持ちに

する、そうでなければ撤退するという日本からしたら一見受け入れがたい提案をされても、

日本はそれを受け入れざるを得なく、関係悪化は日本の安全保障上起こり得ないことだと



71	

	

考える。しかし、アメリカの北朝鮮問題に対する対処の仕方は変化すると考える。大統領選

挙を控えている今、北朝鮮に対する急激な進展は、トランプが選挙に勝つための国民感情に

対するトランプの好感を高めるためのものである可能性が高い。そのため、選挙期間が終了

すれば北朝鮮問題は進展しないと考える。一方で、トランプはアメコミのヒーローが悪であ

る存在を打倒し困惑する市民を救う様に、彼らにとって悪である北朝鮮を倒し、困惑してい

る北朝鮮の人々を救うという「世界におけるヒーロー感」を出そうとしているとも考えられ

る。従って、この「ヒーロー感」が働くのであれば、北朝鮮問題解決に動くのではないかと

考える。この様な不安定なアメリカの北朝鮮外交において、日本はアメリカとの信頼関係を

失わないためにも、アメリカの北朝鮮政策について行く可能性が大きい。従って、日米関係

は今後大きな変化はなく、アメリカの言いなりの様な状態が続くと考える。		

	

3.	アメリカの軍事オプションについて	

	

これからもアメリカは北朝鮮に対して、米朝合意を守らせるために軍事オプションの可

能性を突きつける可能性が高いと考えられる。	

	

論題 8.	アメリカの北朝鮮に対する経済制裁について	

	

制裁決議だけでは不十分であり、各国によって履行する必要がある。現状として、ミサイ

ルの部品は安く、北朝鮮は各国から買い集めている状態である。(中国、ロシア、アメリカ、

イギリス=世界中から買い集めたということである。)	現在では、決議によって輸入が規制

されているが、抜け道があり、それは台湾である。中国当局はその流れを規制できていない。

中国も制裁違反の処罰に対しては消極的であり、実際は日本でも制裁の履行は進んでいな

い。なぜなら、日本では法律上明白に北朝鮮の密輸を行っていると断言できなければ、現行

犯逮捕が出来ない状態であり、出航先を偽れば制裁への抜け穴になる。アメリカで、北朝鮮

を新たなビジネスの場とする見方がある。理由として北朝鮮は、中国や韓国、日本というア

ジア主要国のサプライチェーンの中央部に位置し、労働力は隣接諸国より圧倒的に安いこ

と、経済的な伸び代が大きいこと、国民はある程度の教育を受けていることが背景にある。

エレクトロニクスや繊維製品での伸び代も期待している。それに加え、インフラ整備、商売

消費者部門、製造業、テクノロジーに将来性、鉱業の面も期待している。北朝鮮には石炭、

鉄鉱石などの天然資源が沢山であり、若年層が多いので、起業精神も旺盛なのではないかと

考える。	

アメリカは、自身にとって希望ある市場である北朝鮮に対し、米朝首脳会談後も一定の経

済制裁を続けている。ここにおける問題点として、抜け穴があることである。輸入規制の際、

北朝鮮は、貿易、金融、投資、技術における分野において、経済制裁の打撃を段々と受けて

いる。これに対し、北朝鮮では自給自足体制を進めている。従って、イタチごっこ状態と化

していると考えられる。	

	

論題 9.	日本の経済制裁について	

	

北朝鮮は密輸や資金洗浄(お金のルートを曖昧にすること)を手がけてきたプロ集団・北

朝鮮のスピードに日本当局が追いつけない状態にある。それに加え、密輸船舶を見つけたと

しても、国内法が存在せず処罰できない。そして、省庁間での縦割りが厳しく、責任の所在

が曖昧であり、諸外国との国際協力も不十分であり、日本の経済制裁は上手くいっていない

と考えられる。この状況を改善するために、北朝鮮に特化した法律を作る必要があるのでは

ないか。	
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論題 10.	ブラックマーケットについて	

	

中朝間のブラックマーケットは根強く残っているのが現状である。北朝鮮がアメリカと

会談するきっかけの 1つとして、中国から「これ以上核開発を進めるとブラックマーケット

を止める」と脅されたということがあり、北朝鮮にとってブラックマーケットは生命線だと

考えられる。技術面において、ウクライナにはソ連時代のミサイル技術があり、ウクライナ

も北朝鮮に技術を売ることによって外貨を獲得したいため、その技術が北朝鮮に流れてい

るとされている。	

	

文責：椋田七海	

■南シナ海問題	

	

北朝鮮問題の後に安全保障分科会では中国の軍拡と海外進出についての議論を行った。

具体的には中国の南シナ海における行動が自衛にあたるのか否かを国際法の視点から議論

した。日本側の問題意識としては 2016 年 7 月に常設仲裁裁判所(PCA)によって判示された

ように中国による南シナ海での活動は国際法に違反しており、そのような活動は自衛に当

たるとは言えないとの考え方があった。この点について本会議では日本側として、南シナ海

問題について中国側に 3点質問した。	

すなわち、①南シナ海進出は自衛なのか。②国際法は守るべきなのか。③南シナ海が中国

の領土である根拠は何か、である。中国側から得られた回答としては、1つ目の質問に対し

ては、南シナ海進出は自衛であると断言した。理由に挙げていたのはやはり、南シナ海は昔

から中国の領土であるから、というものだった。ここで、3つ目の質問をし、南シナ海が中

国の領土である根拠を尋ねたが、「昔から中国の領土であるから」という回答しか得られな

かったため、2つ目の質問に移り、中国人の国際法への認識の在り方について聞いた。日本

側の予想としては、国際法は西側諸国が作ったもので、その他の国の意見が取り入れられな

いままできたものであるから、守る必要性が低い、という答えが返ってくると考えていた。

しかし、中国側は「国際法を守るのは当たり前である。」と回答した。また、中国は国際法

を守って行動しているという認識も持っていた。	

そこで以下では 2点、つまり(1)中国側は南シナ海における活動を自衛として捉えている

のか、(2)自衛であるとするのであれば、PCA が中国は国際法に違反していると判決を下し

たことについてどのように考えているのか、という議題について日本側の立場から本会議

中の議論の経過を見ていきたいと思う。	

	

文責：南泰葉	

(1)中国の軍拡	

	

◯議題	

	

	 「中国は現在、軍事拡大を行っているか否か」をテーマとし、議論を進めた。日本側メン

バーは「している」、中国側メンバーは「していない」という意見でそれぞれ一致した。	

	

◯議論の過程	

	

	 日本側は、中国の軍事費は右上がりであり、ゆえに軍拡していると主張した。これに対し、

中国側は軍事費が増加しているという事実はないと主張した為、以下のグラフを提示した

（グラフ１参照）。再び説明を聞き、中国の軍事費の対 GDP 増加率が減少していることを意

味していたと分かった。日本側は、兵器を開発する際、初期投資の費用は巨額である一方、

運用の段階に達した後は費用が大幅に減少する為、軍拡の真偽に関わらず対 GDP 増加率は
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一般的に下がり、中国側の主張を支える根拠とはなり得ないとした。中国側もこの説明には

納得していたようだ。	

次に、話を戻し、軍事費そのものの増加に着目して議論を進めた。中国側は、日本側の「軍

拡している」という主張に対し、現在中国の経済成長は著しく、国の規模が大きくなれば軍

事費が上がるのは必然的であり、軍拡しているとは言えないという意見であった。中国側は

更に、軍人数が減少していることを主張の根拠として挙げた為、日本側は、兵器開発に伴い

軍人数が減るのは当然であり、兵器が増加していたら軍拡と見なされると反論した。	

	

グラフ１：1978-2012 年の中国の軍事費（出典：人民網	 2013 年 3月 8日）	

	

こうして議論を進めるうちに、兵器開発費が軍事費に占める割合がキーポイントなので

はないかと思い、軍事費内訳の資料を探したが、見当たらなかった。軍事費内訳の詳細は明

らかにされていないようだ。つまり、中国の軍事費が増加していることは確固たる事実とし

て認められるものの、軍事費内訳が不明であるが故に、軍拡していると断定できないのであ

る。中国軍拡を裏付ける資料が入手出来ないと分かった以上、日本側は強く主張することが

出来なくなり、結果として、軍拡についての議論は停滞したまま次の議題に移ることとなっ

た。	

	

◯反省点	

	 互いの主張をぶつけ合ううち、そもそも「軍拡」が何を指すのか分からなくなり混乱して

しまった。議論の終盤では、一貫した主張をすることが難しくなった。中国側と議論を始め

る前に、日本側メンバーの間で「軍拡」の定義を固めておくべきであった。定義を話し合う

ところから中国側と議論しても良かったのかもしれない。	
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文責：椋田七海	 占部昭裕	

(2)南シナ海仲裁判決について	

〇問題提起	

	

中国側が、国際法は守るべきもので、中国はそれを守っていると主張したため、「常設仲

裁裁判所(PCA)の判決を中国が守ろうとしないことについて中国側はどのように考えてい

るのか」をテーマとし、議論を進めた。	

	

〇議論の過程	

	

日本側としては、仲裁判決を中国が無視したことに関しては、国際法に違反したと言える

のではないか、という質問をした。それに対して中国側は、「仲裁判決を無視したことは国

際法に違反したことにはならない。」と断言した。なぜ違反していないのかと切り返したと

ころ、中国側の説明は以下のようなものであった。まず初めに、東南アジアのバックにはア

メリカがいることと、この南シナ海問題はアメリカが裏で操っているということを主張し

ていた。つまりは「アメリカ陰謀説」である。中国にとってアメリカは大きな存在であると

ともに、長らく続くアメリカ＝敵という考えが強いということが分かった。	

常設仲裁裁判所（PCA）の判決を無視したことについては、国連が微博（中国版 Twitter）

で「常設仲裁裁判所は国連とはいかなる関係もない」という声明を出したため、PCA の判決

は聞き入れなくてよいものであるということを前面に出していた。日本側は、微博は SNS の

一種であるため、それは根拠になりえないとして、他の資料を求めたが、中国側はウィキペ

ディアや政府資料を出してきたため、ここから、資料の信憑性についての議論に発展した。

日本側は、政府は都合の悪い情報を削除できるため、微博やウィキペディアは信用できない

と主張した。一方中国側は、政府は正しい情報を選んで削除しているとして、日本側の意見

は受け入れられなかった。	

その後、中国では、ウィキペディアや政府資料以外の情報を得にくく、サイトにアクセス

できないという状況説明され、これ以上新たな資料を探すことができず、議論は一度ここで

終了した。この議論を経て、中国人の政府に対する信頼の厚さを実感した。	

	

〇中国側の主張の背景にあるものは何だったのか？	

	

今回の議論で中国側が繰り返し主張していたのは「PCA は国連機関ではないから仲裁判決

に従わなくてもいい」というものであった。中国側としては、もしこの裁判が国連機関であ

る ICJ で行われていたのであれば、中国はその判決に従ったというのである。確かに PCA と

ICJ は異なる機関である。例えば、国際司法裁判所(ICJ)は国連憲章に基づいて設置された

国際連合の司法機関である。一方で、常設仲裁裁判所(PCA)は裁判の当事国が仲裁人を任命

及び選考することができ、また両国の同意がなくても裁判を行なうことができるという点

で ICJ とは性質を異にする。	

しかし、PCA であっても ICJ であっても裁判所の判決に国家が拘束されることに変わりは

ない以上、この主張は成り立ち得ないように見える。それではなぜ中国側はこのような主張

をしたのであろうか。この点について本会議中は中国側から明確な回答を得られず、日本に

帰ってきてからもずっと考えていたのであるが、このことに関して 1 本の新聞記事を発見

した。産経新聞が 2017年 5月 14 日に掲載した拷問禁止委員会に関する記事がそれである。

以下ではこの記事を参考にしながらこの点について考えてみたいと思う。	

産経新聞の記事では、拷問禁止委員会が慰安婦問題に関して日韓合意の見直しを勧告し

たことに対して、拷問禁止委員会が国連機関でないことを理由として委員会の独立性と勧

告の有効性に疑問が投げかけられている。具体的には「委員会の独立性には疑問符がつく。

委員の多くが、締約国の推薦を受けて選任されているからだ。」とした上で、「思想性の強
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い一部の非政府組織(NGO)と連動していると言っても過言ではないだろう。」とある。この

記事からは拷問禁止委員会という国際機関が有する思想性及び政治性、ひいては国際法が

持つ政治性に対する不信感を読み取ることができる。	

国際社会には世界警察が存在しない以上、どこかの国が国際法を破ったとしてもその国

に対して罰を課すことはできない。従って、国際法に違反したとしても無視を決め込むこと

もできるし、国際法を自国の行為を正当化したり、相手国の行為をなじるための道具として

使うこともできてしまう。そういった点で、国際法は政治性を帯びてくるのであるが、その

ことに対する不信感を現わしたのがこの記事であるように思われる。これと同じことが中

国側の主張にも言えるのではないのかと私は考える。中国側からすれば、領土問題という政

治問題に対して、フィリピンが自国の主張を正当化するために仲裁判決を一つの道具とし

て使ったのであり、仲裁判決という政治的なものに対して中国が真剣に相手にする必要は

ないという認識なのかもしれない。	

同時に本会議における中国側の意見で目立ったのが国連への信頼の高さである。この点

に関しても先述の記事と重なるところがある。この信頼の背景にあるのは日本も中国も(少

なくとも形式的には)国連協調主義を取っていることが挙げられる。例えば安全保障理事会

において常任理事国である中国はこれまでに 13回にわたって拒否権を発動したがこれは五

大国の中で も少ない(1 位はロシアで、ソ連時代も含めて 141回。)	また拒否権の行使も

シリア空爆やミャンマーのロヒンギャ問題など中国と直接関係のないものが多い。逆に言

うと、中国は自国の行動について国連から直接的に非難されたり、国連と衝突したことがあ

まりないと言える。このことが中国の国連に対する信頼を作り出しているのではないかと

考えられる。	

	

〇まとめ	

	

これまで中国側の主張を考察してきたが、中国が仲裁判決を拒絶する背景には、国際法が

有する政治性に対する不信感と歴史的経緯からくる国連への高い信頼があることが考えら

れる。このうち前者に対してはこの不信感はここ数年で形成されたものではなく、長年の経

緯を踏まえて生まれたものであると言える。そういった点において、国際法への不信感に基

づく中国側の主張は、日本側が当初予想した「国際法は西側諸国が作ったものであり、その

他の国の意見が取り入れられないままできたものである以上、必ずしも守る必要はない」と

いう仮説に通ずるものがあるのかもしれない。	

	

文責：渡邊	隆寛	

■総括	

	

北朝鮮の核問題、領有権問題、中国の軍事的台頭など数多くの不安要素が存在するアジア

太平洋地域の安定を維持するために日本が構築すべき安全保障体制を考える必要性が高ま

っている。アジア太平洋地域に抱える問題解決のために、日本はどのようなことができる

か、どのように中国とともに地域の安定を維持することができるかを模索した。具体的には

北朝鮮問題を主要な議題とし、そのほかに中国の軍拡、南シナ海領土問題の 2つ、計 3つを

トピックとして設定した。	

北朝鮮問題については、北朝鮮の核、朝鮮半島の統一、経済制裁は十分かどうか、米朝関

係は今後どうなるか、拉致問題、中朝関係の 6つについて議論した。	

南シナ海、中国の軍拡の 2 つの問題に関しては明確な結論を出すことは出来なかったも

のの、特定の利害関係に縛られることのない学生同士だからこそできる率直な対話をし、あ

りのままの現状、意見を受け止め議論をすることができたと感じている。両国で抱える領土

問題については教育についても考える必要があること、お互いの認識を変えることは容易
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ではないことを実感した。大学生生活を送っている限りそのような経験を得ることが難し

いため、議論をする環境を作ることができるという点で日中学生会議は大きな役割を果た

している。もちろん議論の中では言語の壁、文化の違い、体調不良に悩み、一筋縄ではいか

ないことも多々あったが、分科会メンバーの真摯に議論をし、理解し合おうとする態度や分

科会を思いやる気持ちの強さのおかげでなんとか乗り切ることができた。	

私は人と人との繋がりが日中間の問題を改善する助けとなると考えている。日中学生会

議を通じて得た知識、経験、友情がいつの日か日本と中国のより良い関係を作り上げること

を心から願っている。	

後に、フィールドワークで貴重なお話を聞かせてくださった方々、そしてともに分科会

を作り上げてくれた中国側リーダーの吴紫函と分科会メンバー、またこの分科会を応援し

てくださった全ての方々へ心からの感謝を申し上げ、分科会総括と致します。	

	

	

写真：北京観光	頤和園にて	
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◆メディア分科会	

メンバー：長井孝一・北條久美・翁羽翔・松村瑞希・志塚総	

	

写真：文化交流会にて	

文責：長井孝一	

■はじめに	

	

スマートフォン普及やソーシャルメディアの発達により、誰もが情報に触れることの出

来る社会になった。その中で、私たちはメディアを通して日中関係を見る 1つのツールとし

て用いている。しかし、両国の国家体制や経済成長などにより様々な差異が生じている。そ

のため、誤解を招くことがある。これらを理解するためには、お互いの国家体制などを理解

するとともに、どのようにメディアと向き合って行くのかを考える必要がある。以下 4ヶ月

間の活動を記したい。	

	

■事前準備	

文責：松村瑞希・長井孝一	

○定例ミーティング	

	

	 メディア分科会では、日曜日の午前 8 時から約 1 時間、微信を通した定期ミーティング

を週に 1 回行った。初めの 3 週間は各自の興味分野に関してレジュメを作成し、発表議論

を行った。発表形式は 10-15 分間でプレゼンテーション、10 分間で質問、5分間で総括とし

た。5 月 20 日は長井が「民間メディアがオフィシャルメディアにどのような影響を与える

か」と題して中国の若者に人気な日本人を紹介した。	 5 月 27 日は松村、志塚が担当した。

松村は「日中の尖閣諸島報道の違い」を取り上げた。中国国営テレビの《大国外交》第四集	

穿云破雾というドキュメンタリー番組での尖閣諸島の報道の仕方と日経新聞の報道を比較

した。志塚は中国のラジオ、テレビ、新聞等のマスメディアの概要を調べて発表した。6月

3日は翁と北條が発表した。翁は被害者が匿名で報道された相模原の障害者殺人事件を例と

して「実名・匿名報道」の問題点を提起した。また北條は「街中の看板が果たすメディアと



78	

	

しての役割」に注目し、共産党とメディアの関係を考察した。また課題図書として「習近平

時代のネット社会：「壁」と「微」の中国」を設定し、討論をした。そのほかにも本会議で

中国側学生に質問したいことをリストアップしたり、中国側と合同で議題トピックを決め

る会議を行ったりもした。	

文責：志塚総・長井孝一	

○顔合わせ合宿	

	

2018 年 5 月 12 日、13 日にかけて大阪で行われた顔合わせ合宿において、我々メディア

分科会は初めてのミーティングを行った。顔合わせ合宿の場に参加できたのが残念ながら 4

人だったため、まずその場にいる 4人でこれからの分科会の方針について話し合い、その後

に参加できなかったもう一人とテレビ電話を通じて伝えるという形式をとった。まず微信

でのミーティングの時間と形式を設定した。その後、メンバーひとり一人が持っている知識

や興味分野の共有について行った。日本は東アジアのことばかりの報道なのではという意

見から、報道の焦点のあて方に注目して、例えば中国の一帯一路政策など国の政策をそれぞ

れの国でどのように伝えているのかを捉えながら、「メディア」がどうあるべきなのかにつ

いて取り組んでみたら面白いかもしれないという考えがうまれた。この他にも、都市と地方

の報道の差や中国で発達している電子マネー、それぞれの教科書の内容についてなどの意

見も飛び交った。またこれからのミーティングを進めていくうえで、岩波新書『メディア不

信――何が問われているのか』著：林香里、岩波新書『メディア社会――現代を読み解く視

点』著：佐藤卓己、岩波新書『ネット大国中国――言論をめぐる攻防』著：遠藤誉、新潮新

書『日本はどう報じられているか』著：石澤靖治、といった本が参考になるのではないかと

いうこともまとまった。その後フィールドワーク先に関する議論を行った。人民日報や CCTV、

NHK や読売新聞など大手で有名なところに行ってみたいという意見があった。また、学生記

者や先輩、顔合わせ合宿 2日目に来て下さった 2期 OB の藤田さんのつてなど身近なところ

からメディアに関連するところまで繋がるかどうかの模索をこれから行っていく確認もし

た。さらに、中国側との参加者と微信でお互いの自己紹介などの顔合わせも行った。	

	

文責：長井孝一	

■課題図書	

	

	 定例ミーティング中に課題図書として、『習近平時代のネット社会：「壁」と「微」の中

国』著者:古畑康雄	 出版社:勉誠出版、『メディア不信――何が問われているのか』著者:

林香里	 出版社：岩波新書、を設定した。	

	

文責：北條久美	 松村瑞希	

○中間合宿	

	

	 中間合宿ではフィールドワークとして NHK 資料館を訪れた。ラジオからテレビへの放送

の移り変わりと、メディアの社会への影響を学習した。特に戦争とメディアのコーナーで

は、ラジオは軍国歌を流して日本国民の戦意高揚を図っていた一方で、ゼロアワー・東京ロ

ーズにより米軍の戦意喪失を促す効果があったことを知った。当時からメディアが世論の

形成に大きな影響を与えていたことが分かった。さらに戦争中の情報統制があったこと、さ

らにそれが国家の団結に必要だったことを学んだ。以前中国人留学生から中国の情報統制

について「国をまとめるために必要」という声も聞いた。時代も状況も異なるが、メディア

の国民の意識統一に果たすメディアの役割は大きいと思った。また、日中学生会議に関連し

て中国に関する展示も見学した。NHK はいくつかの戦争をテーマにしたドラマを日中共同で

製作したことがある。中国では現在でも反日色の強い抗日ドラマが放送されているので、日

本と中国が同じ意識を持って戦争孤児を描いた点に驚きと日中友好の一歩を感じた。	 	
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文責：志塚総・翁羽翔	

○直前合宿	

	

	 私達は 8 月 5 日からオリンピックセンターで直前合宿を行った。暑い中来てくださった

日中学生会議の顧問天児先生のお話を聞き、日中関係について各々がどのように捉えれば

いいのか考えさせられた。日中学生会議は政治的理由により、何度も開催の危機が危ぶまれ

たがなんとか今日まで続いてきた、というお話を聞いた際は、日中学生会議の歴史と同時に

日中関係の長い歴史を見つめ直すいい機会でもあった。その後に行った決意表明では他の

学生の志高い考えを見せつけられ、今年の参加者のレベルの高さを伺えた。ある人にとって

は海外が初めてだということもあり、中国に行く不安を吐露したり、何度も学生団体に参加

したことがある人達は、自信に満ち溢れた表明をしていたりした。そして中国人と交流する

ことにより、日中友好の架け橋になりたいと熱く自分の思いを語っている参加者がいて、と

ても印象的であった。そして、翁は中国に長年住んでいた経験から、中国人の方達と交流す

るというよりも、活発な議論を中国の学生としたいことをみんなの前で語った。そしてこの

会議ではメディア分科会が初めて 5 人直接対面することができた。今までの合宿や電話ミ

ーティングでは中々参加できないメンバーがいたこともあり、少し感慨深い気持ちにさせ

られた。その後メディア分科会のメンバーたちと OB の方で晩ご飯を食べにでかけた。そこ

で参加者だった OB の方から中国開催において気をつけるべきことを教えて頂き、また自分

たちのトピックテーマにも意見を出してもらい、大変実りのある時間となった。そして私達

はオリンピックセンターに帰って、文化交流会の出し物の練習に励んだ。それが 22時過ぎ

で終わり、翌朝 4時に起床だったため皆早々に就寝した。次の日の朝、私達は早く起き、そ

のままスーツケースを引きずりながら、羽田空港に到着した。これから 3ヶ月準備してきた

日中学生会議が本当に始まるのかと思うと心が少し高揚する思いだった。そして私達は、3

週間中国大陸で熱い議論をしてくるために、日本を飛び立った。	

	

	

まとめ	

	 事前ミーティングやフィールドワークなど各自の日程調整が難しく、さらに中国側との

合同ミーティングが合計 2 回しか実施出来なかったことから本会議に対しての不安材料が

あった。しかしながら、日本で 1 回、本会議中に中国側と合同で 1 回合計 2 回にわたるフ

ィールワークによって、本会議のテーマ決めに至った。	

	

文責：翁羽翔・北條久美	

■フィールドワーク	

	

	 私たちメディア分科会は日本側のみで、言論 NPOを、中国側も一緒に中日新聞/東京新聞

社中国総局社北京支局の 2 か所を訪れた。それぞれフィールドワークで学んだことを記入

する。	

	

〇行き先 1	言論 NPO	

	 1 つ目のフィールドワーク先に言論 NPO を訪れた。言論 NPO が調査しているデータを得な

がら貴重な話を聞くことができた。言論 NPO の「第 13 回日中共同世論調査」によると、20

代の世代は新聞やテレビを見ず、携帯で情報を得ており、一方で年配の 50～60 代の世代は

いまだに新聞・テレビを利用していることが伺える。	
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写真：言論 NPO にて（中央）工藤氏	

	

図 1	言論 NPO	 情報源×年代	

	

このことから、現代において、メディアが多様化し、情報源が変化してきていることがわ

かる。この次に、日本と中国に分けてデータを見てみると、日本の若者に対し、中国の若者

は、日本に対して印象がよい。これは、中国の若者のほうがより民間メディアを利用してい

るため日本に対する印象もよくなっているといえる。では、なぜ情報源がテレビや新聞から

SNS に変わると、相手国へのよい印象へと変わっていくのだろうか。政府が言うには、政府

間関係はよくなっており、そして民間では 700 万人の観光客が日本と中国を行きかう直接

交流もあり、日中関係は良好になっているという。	

工藤氏のお話の中で、はじめ私たちが仮説として考えていた民間メディアは政府にいい

影響を与えることができるのではないか、という点に関しては間違っているとのご指摘を

いただいた。なぜなら、若い人たちが時代を変えるということに危機感を抱き政府はさらな

る規制をかけようとするからである。さらに今では、インターネット改革、デジタル革命、

電子マネー、情報管理などといったように、課金しないで使える分、国民は民間メディアを
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何気なく利用することによって個人が国に管理されている社会になってきている。これは

民主主義といえるのだろうか。その中でメディアはどう動くのか、ということが大事になっ

てくる。ここの認識をもち、日本における個人の人権、平等、表現の自由と、管理型独裁や

「民主主義本質」について個人が考えるべきだと話してもらった。	

そして 後に「日本としての仕組みを知り、日本のことを語る必要がある」との話をして

もらい、フィールドワークに参加した私たちは、日中学生会議はまさにそれができる環境で

あると改めて認識することができ、本会議への意気込みにつながった。	

	

〇行き先 2	中日新聞		

	

写真：中日新聞中澤氏（左前）	

	

2 つ目のフィールドワーク先は、中日新聞/東京新聞総局である。私たちはここで務めて

おられる日本人の中澤氏にお話を伺うことができた。主に 9 つの質問をし、その 1 つ 1 つ

に丁寧に答えていただいた。1つ目に中国の新聞、報道業界についてどう思うかとの質問に

対しては、「あまり自由ではなく、人民日報、北京日報等政府が直接経営しているところは

政府の考えを伝えるメディアとなっている。」また、「南方週末など政府に近くない新聞等

は読んでも面白い記事がある。私が 3～4年前に留学していた際は日本に対する厳しい見方

が多かった。しかし今は、文化面においては日本に対する肯定的な意見が多い。」と言われ

た。次の「日本の新聞報道は自身の価値観はあるか」との質問に対しては、選挙報道の際に

は特に中立性に留意しており、写真の大きさ、文字数等に気を使うが、しかし色は存在する。

また右から左まで論調はあるが、ただアメリカの新聞ほど色はハッキリしていないとのこ

とである。そして「日本の新聞はなぜここまで建前重視なのか」との質問に対しては、日本

は新聞業界の経営の難しさから色が付くようになり産経はだんだん右よりに、東京新聞は

左よりになったと言い、4つ目の「新聞を使って社会にどのような影響を与えるべきか」と

の問いに対し、中澤氏は、中国の政府は日本メディアに日中友好になるような報道を促して

いると答えた。次に「中国の新聞を読むとき、どの程度の信憑性をもって読んでいるのか」

とお聞きしたところ、人民日報は政府と近いので、政府の見解だと思ってかなりの信憑性を

持って読んでいるそうだが、 近起こったワクチンの問題等は会社に責任を押し付けよう

としていて、ワクチン問題はそれまで政府が野放しにしてきたため、社会問題に関しては、

一歩引いてみるように心がけているようだった。6つ目「今の日中報道についてどう思うか」

との質問に対しては、「メディアは中国の悪い部分ばかりを伝えていると批判を受ける。そ

れは批判される通りだが全体像を伝えるのは難しい。色々な報道を通して中国を伝えてい

きたい。」と言われた。「人々のメディアの無関心についてどう思うか」この問いはメディ
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ア分科会の全員が事前に問題の中軸にしようと話していたものでもあり、回答を期待した

ところ、中澤氏も同じように問題と感じておられた。日本の新聞はまだ売れていて、マシな

ほうではあるが、世界中で新聞の部数は減少傾向にあるという。「その背景の一つに無関心

があり、どうすればいいのかは我々も分からない。」日本は東日本大震災以降、内向きにな

ると、国際報道は減り、国内報道は多くなり、自分の生活中心に考えるようになった。中国

の問題で言えばゴミの問題が挙げられるが、中国が規制を始め、日本も今までゴミを中国に

輸出していたので、日本自身も考えなければいけなくなっている状況である。8つ目の「今

後のメディアの展望についてどう思うか」については、「新聞は紙とインク、ラジオは音。

それぞれによって違う。ネットになると全て伝えられる画像、映像、字。各社はネットに参

入することに躍起になっている。ネット記事はビジネスモデルに厳しい。記者にお金が回ら

ない。取材は労力とお金がかかる。そのため記者はどんどん数が減っていくと思う。悲観的

な見方をせざるをえない。」と悲観的な回答であった。 後の質問として「シリアの日本ジ

ャーナリスト殺害の際の自己責任論についてどう思うか」について聞いた。それについては

中澤氏は反対を示した。その理由として、日本政府は安田純平さんをもっと積極的に助ける

べきだという。中澤氏は、「日本政府はもっと努力すべきだ。大手メディアに属するものと

してフリージャーナリストに後ろめたさがある。行って取れるのはセンセーショナルな映

像が取れる。行って書けることは非常に多いが、十分条件には値するが必要条件に値しな

い。戦場はどちらかの軍に所属するので、規制がかかる。視界に入るのは限られているので、

非常に難しい。」と述べられた。この自己責任論については議論されるべき問題であると感

じた。	

	

■本会議での議論	

	

	 事前ミーティングを進めていく中で決めた内容は、北京の議論が始まってすぐに、予定通

り「報道の視点の違い」について話合うと、早くも問題が発生した。それは報道の視点とい

っても広すぎて、話の幅が決まらないこと、また、みんなの見解が違ったため、地球温暖化

についての報道と絞ったところでも、それぞれ知識の吸収がまず過程として全員必要とな

るため議論の時間が削られるということが挙げられた。私たちは、議論 2日目から、誰もが

問題視しているもの且つ、誰もが身近に感じていることを語り、知識を得る時間がかから

ず、参加者が語れるものがいいということになり、テーマ変更した。その結果「メディアの

倫理」という、メディアの根本的な問題を話し合うことに決めた。これをテーマに話し合い

たいと思った理由には、北京での中日新聞社への FW が関連付き、メディアの自己責任論と

いう点から、メディアの使命とは何か、政府はどうあるべきか、また、メディアと国民、メ

ディアと政府という究極の課題に私たちは挑みたいと思ったためである。 初の段階で議

論に躓いた私たちはどうしたら話が進むかを個々人で考え、感覚でもいいから語り、意見を

どんどん出すということを意識して話すようにすることで、議論を円滑に進めていった。	

	

議題(1)：戦争報道	 自己責任論	

文責：翁羽翔	

	

	 私達はまず 初にジャーナリストの戦場における自己責任論について議論した。北京に

着いていきなりこのようなセンセーショナルな問題を議論することには緊張と不安があっ

たが、議論は進んだ。私達が問題にしたのは、2015 年に起きた ISIL による日本人拘束事件。

シリアのアレッポで、2 名の日本人が過激派組織 ISIL とみられる武装集団に拘束された事

件。身代金および ISIL に関係のある死刑囚の釈放を要求する犯行声明が出された後、2 名

とも殺害された。その中の 1名は後藤健二さんというフリーのジャーナリストだ。ここでの

問題点は彼は一般市民ではなく、ジャーナリストとして戦地に行きそこで誘拐された。一般

人がヨーロッパを訪問していて、いきなり誘拐されたのとはワケが違う。その場合政府は救



83	

	

出に全力を尽くすべきかどうかという課題で議論は始まった。日本の世論では「危険な地域

と承知の上で取材をしに行っているのだから、今回のような事件に巻き込まれたとしても、

それは自己責任であり、殺されても仕方ない」という意見が目立っていた。しかしそれは一

般人が無闇に危険地域に入った場合の論理だ。フリージャーナリストは戦場で行われてい

る非人道的な行為を世に伝えなければならない。その伝えた情報が国際的な公共財になる

のだから、フリージャーナリストを懸命に救出すべきだという意見があった。ここで強調し

たいのがフリージャーナリストの伝えることは我々中国人、日本人には関係のない事だか

ら知らなくてもいいという議論を私達は取らなかった。なぜなら極論かもしれないが、30 年

前にルワンダで起きたジェノサイドは 3 ヶ月足らずで数十万の人達が虐殺にあった。ルワ

ンダはアフリカの内陸国で、石油資源も乏しく各国はあまり注目していなかった。そこでジ

ェノサイドは日本とは関係ないから報道しなくてもいいという理論は成り立たないと考え

た。なぜなら同じ世界に住んでいて、女性や子供たちがナタで四肢を切断されて、数 10 万

人が虐殺された事件を遠い国に住んでいるから知らなくていいという理論は成り立たない

からだ。それは今シリアで起きている政府による化学兵器で小さい子供たちが殺されてい

るのも同じだ。だからフリージャーナリストの必然性は我々の中で共有していた。よってフ

リージャーナリストであろうと日本国民の 1 人として助けなければならないという結論に

至った。そして議論は少し外れ、記者のパスポート返納について議論した。この事件は政府

が危険地域に行くジャーナリストのパスポートを返納した事件だ。日本のジャーナリスト

達は報道の自由を侵害していると猛反発している。ここで議論していて特筆できるのは中

国側の意見は国家が行かせないのはしょうがないという意見だ。国家が規制しているのだ

からしょうがないという中国独特の意見が飛び交った。しかし日本側はやはりフリージャ

ーナリストは他の国の出来事を伝えなければならなく報道の自由が担保されなければなら

ないという意見で議論は平行線に終わった。	

	

議題(2)：	匿名報道・実名報道	

文責：北條久美	

	

	 次に匿名・実名報道の倫理について話し合った。はじめに私達は、定義付けをし、問題提

起とその背景、そして現状分析と結論の流れで説明していく。報道には 2つ実名報道と匿名

報道がある。実名報道とは名前を含む個人を明確に特定できる報道形式のことで、匿名報道

とは、名前を含む個人を明確に特的できない報道形式である。難しく考える必要はなく、名

前を公表するかしないかの違いである。私たちは、日中メディアの匿名性と実名性を議論す

るにあたって、少年と成人のどちらの場合も話したが、本稿では少年に関してのみ述べる。

まず日本の少年法第 61 条の内容は「家庭裁判所の裁判に付けられた少年又は少年の時に犯

した罪により告訴を提起された者については、指名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりそ

のものが当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙

その他の出版物に記載してはならない」とある。ここでの少年とは少年法 2条により、20 歳

未満とし、また、成人の犯罪事件に関する報道について、特別な法的規制は存在しない。	 	 	 	 	 	 	

ここでは、実際に日本で起きた事例川崎市中 1 殺害事件を取り上げてメディアの問題点に

ついて考えることにした。この事件の概要としては、2015 年 2月 20 日、川崎市の多摩川河

川敷の公園で、当時中学 1 年生・13 才だった上村遼太くんが遺体で見つかった。死因は、

首などをカッターで 43 カ所を切りつけられる暴行を受けたこと。そして、この凄惨な事件

で逮捕されたのは、不良グループの少年 18 才の A と、17 才の少年 B、C でした。この際報

道では、被害者が大々的に報道されたが、加害者は匿名で報道された。殺された被害者は報

道されたが、加害者は少年法第 61条で守られ、報道できない矛盾。私達はこの矛盾をメデ

ィアの倫理と照らし合わせて議論した。	

	 日本の少年法にはこのような問題があるといえる。そもそも少年法は、アメリカから習っ

たものであり、アメリカでは少年審判の公開が拡大されて、本人特定事実の公表制限も大き
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く緩和される傾向になった。しかし、福祉教育理念を尊重し、少年資本の運営に携わる実務

家の間には公表することに対して批判もある。子どもの権利条約四〇条二項は、少年の非行

克服に向けた発達の保障という文脈において、「刑法に違反したと申し立てられ、または訴

追されたすべての子ども」は、「手続のすべての段階において、プライバシーが十分に尊重

されること」を定めているが、このように、少年の本人特定事実の公表は、少年が非行を克

服し、社会と再統合することの大きな妨げとなって、少年法の福祉・教育理念に反している

からであるといえる。では、少年法をもらったアメリカの例を見てみる。オクラホマ出版社

事件、スミス事件では、裁判所命令や州法が少年の写真や氏名などの本人が特定できる事実

を公開禁止としていたが、アメリカ 高裁まで議論され争われ、刑罰を科すほどまでの理由

とは言えないため、 終的にこの命令や州法は適用されないという判決内容が下された。こ

のことから、メディア側の知る権利・報道の自由が少年のプライバシー保護対し優位にたっ

たことがわかる。	

	 匿名性の少年のプライバシー保護と実名性の報道の自由や表現の自由がぶつかる。この

状況を私たちなりに分析した。本来、日本の報道には主に 2つの目的がある。1つ目は、人

権保障に配慮した適正な刑事司法の監視のための、知る権利に奉仕するため、2つ目は、犯

罪に関する問題の解決による社会の自省的発展のために必要な事実を伝えるためである。

この目的を達成するため 2つの報道の仕方である、匿名報道、実名報道には、それぞれ以下

のようなメリットとデメリットが考えられる。匿名報道の場合は社会の自省を大まかに伝

えることはできるが、国民の知る権利が侵されてしまう、国民は深くまで知ることができな

い。一時はプライバシーの保護につながるが結局ネット上でバレるという事態が起こる。さ

らに匿名にしてしまえば、少年の話からはずれるが、相模原事件のように、被害者が障がい

者だからという理由で匿名にしてしまえば、被害者の今まで生きてきた過去、その人の人生

がなくなってしまうことになり、それは保護なのか、それとも差別なのか問題があると私た

ちは考えている。一方で、実名報道の場合はというと、社会の自省を伝えることできる。国

民の知る権利を守れ、政府を監視できる。また、メディアとしても公正に伝達できる。しか

しその反面、プライバシーの侵害があるということが言える。さらに、実名報道にしても現

状、日本の少年法では 2015 年の川崎中 1事件のように、加害者の少年が名前を明かされず、

被害者の少年は名前を明かされるという倫理的問題を孕んでいる。さらにこれには、主なマ

スメディアである新聞やテレビで匿名報道されたため、SNS	 上で勝手な犯人探しなどが起

こり全く関係ない人までもが関係者として報道されてしまうという冤罪被害も実際には起

こった。	

以上のように実名報道、匿名報道の問題は現在も議論され続けている。いったい匿名報道、

実名報道、どちらが、少年犯罪を取り扱うのにふさわしいのだろうか。	

	 後に結論として、決して罰を与える機関ではなく、公式メディアの報道は、ただ、市民

の知る権利、社会自省を促すためにある。日本では、少年の更生の可能性を守ることも必要

だが、未成年の被害者は名前が報道されたのに対し、同じ未成年の加害者は報道されていな

いという矛盾があることが問題であり、中国側の内容は省くが、問題点は未成年の保護法に

より全て関わっている未成年の名前は公表されず、社会の公共の利益との国民の知る権利

との間に矛盾があることが問題点である。SNS に対して、中国には正式に法律で統一された

基準がないことへの問題に対しては、規制は効かないとはいえ、そうした手続きが難しくと

も、人生のプライバシーは守るべきであるから、新たに基準を定めるべきだと結論付けた。

そして、私たちのグループでは少年法を改正、または廃止すべきだと考えている。なぜなら、

今の少年法は現代のメディアの多様化に適応していないからである。ではどのような法律

にしていく必要があるのか、また日本の少年犯罪報道は今後どうあるべきかについての詳

しい議論は今回できなかったが、この問題についてはメディア分科会一同、継続して考えて

いきたいと思う。	
出典：葛野尋之	(2000)「犯罪報道の公共性と少年事件報道」立命館法学	より		
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文責：長井孝一	

■総括	

	

	 今回、メディア分科会は、「メディアの倫理」というテーマを設定した。しかし、このテ

ーマに至るまでに、事前準備において、テーマが完全に一致することはなく、本会議中にお

いてもズレが生じてしまった。この事は、今回の反省点をして挙げられる。	

	 次に議論の内容において、「戦争報道	 自己責任論」と「匿名報道・実名報道」の２点に

ついて議題を設定し議論を行った。「戦争報道	 自己責任論」は多角的に報道のあり方や報

道の必要性について考えることが出来た。「匿名報道・実名報道」の議論においては、匿名

報道と実名報道の定義を明確にしたことと、少年犯罪にポイントを絞ったため円滑に議論

が進んだ。少年犯罪に対する未成年報道の現状分析をし、現状の匿名報道実名報道の問題点

を洗い出すことができた。しかし、日本側、中国側で今後どのように少年犯罪報道を扱って

いくのかをいう部分が議論できなかった。	

	 このテーマを議論し、「メディアの倫理」という答えが見つからない問題に向き合ったこ

とで、メディアのあり方やメディアの受け取り方など、メディアの根底にある物をメンバー

全員で見つめ直す事が出来た。この発見と経験を、実社会に個人個人で発信をして行きた

い。	

	 後に、メディア分科会の活動にご協力を頂いた全ての方々に、この場をお借りしてお礼

を申し上げメディア分科会の総括とさせていただきたい。	

	

	

写真：日中学生会議	 終日	文化交流会にて	
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◆ジェンダー分科会	

メンバー：野島久嗣・菅隼人・田鍋すみれ・西岡風花・古賀優奈	

	

写真：第 37回日中学生会議開幕式	 在中日本大使館にて	

	

文責：野島久嗣	

	

■はじめに	

	

ジェンダー分科会が設けられた理由としては、国際的に女性や LGBTQ の人権保障が求め

られているという現状を鑑み、彼らの人権保障を実現するためには彼らについての正しい

認識を広めることが重要であり、その一翼を担うことを目指したためである。日本国憲法が

人権保障を掲げ、同法 13 条で幸福追求権を規定しているにもかかわらず、真に彼らに寄り

添った法制度や社会保障はなされていない。また、中国においても、他の社会問題に埋もれ

て解決が後回しにされているという現状がある。こうした、国際的に見て行動に遅れのある

日中両国の学生が、ジェンダー問題について現状を見つめ直し、議論していくことは非常に

有意義であると考えた。	

議論の過程で、ジェンダー問題の解決には固定観念が大きな障壁となっていると結論付

けられた。そこで、本会議では「LGBTQ」と「男女格差」に焦点を当て、固定観念の打破の

ために私たちができることについて議論を行った。以下にジェンダー分科会が４ヶ月間行

った活動を記載する。	

	

	

文責：田鍋すみれ	

■事前準備	

	

ジェンダー分科会では、5月の顔合わせミーティングから約 3か月間、本会議に向けて知

識をつけるために定例ミーティングの実施や合宿への参加、フィールドワーク先への訪問

等を積極的に行った。この事前準備の項目では、本会議前に行ったこれらの活動について記

述する。	
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顔合わせ合宿から本会議までの約 3 か月間、週に 1 回、LINE 通話で 1 時間半ほどのミー

ティングを行った。ミーティングの内容について、初めの一か月は主に前の週に設定した課

題図書についての意見交換をした。それ以降は 1 つのテーマについて役割分担をして各自

で自由に調べて発表をしたり、フィールドワーク先についての話し合いをしたり、中国側と

合同でミーティングを行ったりと様々であった。課題図書は、顔合わせ合宿にて第 1週目に

ジェンダー論全般について扱った書籍を扱うと決め、その後は、さらに深めたいテーマ（セ

クハラ、デートレイプ、LGBT、男女格差など）についての本を探して課題図書とした。課題

図書と定例ミーティングの具体的な内容については後ほど詳述する。	

7 月の 終週のミーティングでは、中国側と合同で話し合いをし、本会議で主に扱うテー

マを LGBT と男女格差に決定した。そして、本会議直前のミーティングでは、日本側が主体

的に議論を進める男女格差において、どのような流れで進めるかを話し合った。以上、定例

ミーティングを通じて成し遂げられたことは、①本会議に向けメンバー全員がジェンダー

に関する知識をつけること、②本会議で扱うテーマ及び本会議における大まかな議論の流

れを決めること、③フィールドワーク先についての議論や共有である。	

	

〇課題図書及び定例ミーティングの内容	

	

ジェンダー分科会では、顔合わせ合宿後の約 1か月間は毎週課題図書を設定し、ミーティ

ング時にその課題図書についての意見交換を行った。この期間に扱った文献は、以下の通り

である。なお、デート DV と LGBTについては、以下に挙げる書籍の中から各自が自由に選択

した。また、6 月 13 日以降のミーティングは分担作業や本会議に向けた討論が主であり、

メンバー全員に向けた課題図書は指定していない。そのため、6 月 13 日以降の週に関して

は、ミーティングの議題のみ記載する。	

	

・5 月 18 日：ジェンダー全体について	

	 	 -加藤秀一『はじめてのジェンダー論』(有斐閣ストゥディア、2017年)	

・5 月 25 日：セクハラについて	

	 	 -金子雅臣『壊れる男たち―セクハラはなぜ繰り返されるのか』（岩波新書、2006 年）	

・6月	1 日：デート DV について	

-アンドレア	パロット（原著）、村瀬幸浩（監修）、冨永星（翻訳）	

『デートレイプってなに？―知りあいからの性的暴力』（大月書店、2005 年）	

-伊田広行『デート DV と恋愛』（大月書店、2010 年）	

・6月	6 日：LGBT について	

-藥師実芳、笹原千奈未、古堂達也、小川奈津己『LGBT ってなんだろう？		

からだの性・こころの性・好きになる性』（合同出版、2014 年）	

-森山至貴『LGBT を読みとクィア・スタディーズ入門』（ちくま新書 1242、2017 年）	

・6月 13 日：L、G、B、T、その他の性的マイノリティそれぞれの言葉の意味等について	

・6月 20 日：本会議で話し合いたい議題	

（性教育、LGBT、性暴力、男女に関する固定観念）について	

・6月 27 日：	同上	

・7月	3 日：日中合同ミーティング	 本会議で扱う議題の決定	

・7月 18 日：各自が本会議に期待することについて意見交換	

・7月 25 日：中国側の意見共有、本会議に向けた知識共有	

・8月	1 日：フィールドワークの共有、本会議の進め方について	
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〇合宿	

	

顔合わせ合宿ではまず、日本側それぞれの自己紹介とともに、なぜジェンダー分科会を選

んだのか、ジェンダーの中でも特に何に興味があるのかをそれぞれ発表した。そして、ジェ

ンダーという分野が比較的新しく、幅が広いということを認識した上で、一番初めの課題図

書を『はじめてのジェンダー論』に決定した。また、フィールドワーク先についても、どの

ようなところへ行きたいのか簡単に話し合いをした。さらに、中国側メンバーとも WeChat

によるテレビ電話を通じて顔合わせを行った。	

中間合宿では主に、専門用語のまとめとフィールドワークを行った。まず専門用語のまと

めについてであるが、中間合宿までの定例ミーティングを通じて、特に LGBT においては「ト

ランスジェンダー」や「クィア」、「アウティング」などといった専門用語が多いと感じて

いたため、中間合宿で専門用語とその意味のまとめ作業を行った。フィールドワークでは戸

塚にある横浜市男女共同参画推進協会を訪れたが、これについては他のフィールドワーク

先と合わせて後述する。	

直前合宿では、本会議前の意識表明として、日本側のメンバー一人一人が本会議で成し遂

げたいことを全体に向かって発表した。	

	

〇フィールドワーク①男女共同参画センター	

	

中間合宿 2日目にあたる 6月 24 日、公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会の拠点の

1つである、男女共同参画センター横浜を訪れた。男女共同参画センターでは、市民が性別

にとらわれずに個性や能力を発揮できるよう、さまざまな活動が行われている。その活動の

1つに電話や面会による相談事業があり、今回担当してくださった新堀さんは相談員として

市民の話を聞いていたとおっしゃっていた。そのため、新堀さんの相談員としての実務経験

を踏まえながら、男女不平等に関する日本の現状やその解決策についてお話を伺った。	

お話を伺う中で新堀さんは、電車内での痴漢や社内でのセクハラ、夫婦間の性暴力等の根

本的な原因は、性的欲求ではなく「弱者を支配したいと思う心」だと教えてくださった。社

会的な男女の力関係が多くの問題の根源になっていると改めて知るとともに、男女平等社

会の実現の必要性を再確認させられた。これらの問題の解決策として、やはり「この社会の

一員である私たちが少しずつ声を上げていくこと」が大切だと述べられた。	

男女共同参画センターはジェンダー分科会の 1 つ目のフィールドワーク先であったが、

男女共同参画社会実現のための具体的な取り組みについてお話を伺うだけにとどまらず、

「日中学生会議に参加する学生がジェンダーという分野に取り組むこと」の社会的な意義

を示してくださった。	

	

〇フィールドワーク②渋谷区役所(同性パートナーシップ制度)	

	

	6 月 30 日、渋谷区役所を訪れた。渋谷区では、2015 年 4 月に同性パートナーシップ証明

書の交付が開始された。同性パートナーシップ証明書とは、民法で婚姻が認められていない

同性間にも「パートナーシップ」の関係を確認し、条例でそれを証明するものである。	

		同性パートナーシップ制度自体は性的マイノリティのみに焦点をあてた制度ではあるが、

渋谷区では性的マイノリティだけではない。「ちがいを	ちからに	変える街」を合言葉に掲

げ、他マイノリティを含めたすべての人の「その人らしさ」が尊重される社会を目指してい

る。	
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写真：渋谷区役所にて	
	

同性パートナーシップ証明書の実情について見てみると、交付開始から 3 年が経った今

も、証明書取得のための費用や手間などの課題は残る。しかし、渋谷区の取組みが他自治体

や民間企業に刺激を与え、それが当事者の「社会的に認められている」という安心感にもつ

ながっている。	

さらに、渋谷区において同性パートナーシップ制度が実現した背景には、区民の強い要請

がある。すべての人にとって暮らしやすい社会を実現する上で、個人レベルの活動が自治体

を動かす力となり、自治体レベルの活動が国を動かす力になるということを教えてくださ

った。	

	

〇フィールドワーク③国際協力・ジェンダー専門家	大崎麻子さん	

	

7 月 15 日に国連の UNDP でジェンダーと女性のエンパワーメントに取り組まれ、現在はフ

リーの国際協力・ジェンダー専門家として政府関係機関、援助機関、国際機関、NGO.研究機

関等で幅広くご活躍されている大崎麻子さんにお話を伺った。事前に、大崎さんが書かれた

『女の子の幸福論	 もっと輝く、明日からの生き方』を読み、質問リストを作成した。	

当日は質問リストをもとに大崎さんから、日中の学生同士で議論をする上でのヒントと

なる貴重なアドバイスをいただいた。例えば、日本の社会制度、国際会議の宣言文や両国の

政府刊行物、具体的なデータなどを根拠とし、日中両国が抱える問題について議論するとい

う、本会議へ向けた議論内容、また、議論方法についてである。それらの具体的な根拠をも

とにし、学生だからこそ社会に対して提言できることに焦点を絞り議論を進めていくとい

う議論の土台となる部分を見直す機会ともなった。そして、本会議までに、政府刊行物など、

自分たちの主張の根拠となる資料を集める、他国のジェンダーについての取り組みを調べ

比較するなど自分たちの新たな課題の発見もある有意義な時間であった。	
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〇フィールドワーク④東京大学大学院総合文化研究科教授	 瀬地山角先生	

	

7 月 31 日、東京大学の瀬地山先生にお話を伺うため、東京大学駒場キャンパスを訪れた。

当時、私たちは、日本国内のジェンダー問題について文献やフィールドワークを通して学ぶ

機会はたくさんあったが、中国の現状について知る機会が少なく、不安を抱えていた。その

中で、東アジアのジェンダーについての比較社会学を研究していらっしゃる瀬地山先生に

お話を伺う機会をいただいたことは、本会議の議論を進める上で非常に重要なものとなっ

た。事前に、瀬地山先生が書かれた『東アジアの家父長制』と『ジェンダーとセクシュアリ

ティで見る東アジア』を読み、質問リストを作成した。	

当日は質問リストに沿ってお話を伺った。子育てを担う人、性役割分業についての考え方、

残業についての考え方が中国と日本において決定的に異なることなど、本会議の議論に生

かすことのできるお話を伺えた。また、中国に限らず、台湾の事情についても知ることがで

きた。	

		本会議において、こうした日中間の違いを踏まえた議論をすることができたため非常に

有意義なお話を伺えたと感じている。	

	

〇まとめ	

	

		顔合わせ合宿から本会議までの事前準備の 3 か月間は、定例ミーティングやフィールド

ワーク、本やインターネットを使用した個々人の自主学習など、いろいろな方法で知識を深

めることができた。ジェンダー分科会のメンバーは、大学での専門がそれぞれ異なり、メン

バーの知識レベルを揃える意味でもとても有意義な時間となった。	

		しかし、ジェンダーという領域は男女格差や性教育、性的マイノリティ、性暴力などとて

も幅広く、また、ほぼすべての問題が自分たちにとって身近に感じられるため、取り扱うテ

ーマの取捨選択が難しかった。さらに、フィールドワークでお伺いした大崎さんのアドバイ

スを受け、データを重視し目標を政策提言にしようと決めたものの、その後の予定に落とし

込む力と時間が不足していた。すでに述べたように、事前準備期間は知識を深める上では有

意義な時間であったが、それ以外に費やす時間を考慮できていなかった。一度学んできたこ

とを振り返りその後の目標を立て直す、役割分担を決める、中国側も含めた全メンバーと交

流する、などの時間が十分に取れていれば、更に充実した 3か月間となったかもしれない。	

		本会議を終えて事前準備期間を振り返ってみると、本会議で事前準備期間に掲げた目標

のすべてを実現できたわけではないし、反省点も少なくない。しかし、事前準備期間に触れ

た課題図書やフィールドワーク先から、大きな刺激を受けた。特にフィールドワークでは、

多くの方々が私たちの活動を応援し、お忙しい中時間を割いて貴重なお話を聞かせてくだ

さった。それらのお話からは、「特別な肩書きの無い学生でも、一人一人が声を上げつづけ

れば大きな力になる」といったメッセージも受け取ることができたが、それが本会議中の分

科会メンバーの大きな原動力となり、また、本会議 後にはジェンダー分科会側が他分科会

へ発信するメッセージともなった。このように、事前準備の 3か月間は、本会議の議論を進

める上で欠かせない期間となった。	
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■LGBTQ	

文責：菅隼人・野島久嗣	

◯はじめに	

	

		近年、LGBTQ という単語、そして彼らに触れる機会が日中両国内で増えているが、はたし

て今の社会が彼らにとって暮らしやすい社会であると言えるだろうか。日本も中国も同性

婚は認めておらず、LGBTQ に対する正しい認識が広まっていないためか、彼らはしばしば社

会から好奇な目で見られ、偏見にさらされている。また、同性愛を病気であり、治すことの

できるものであるという考えが依然として両国内で根強く残っている。この世には男と女

という 2つの性しか存在せず、異性を愛するべきだという固定観念に固執するのではなく、

「性別」や「性的指向」とははもっと多様で複雑なものであるということを、正しい認識と

ともに理解するべきだと考える。	

	本会議では、様々なデータや自作したアンケート調査を基に日中両国の LGBTQ に関する

現状分析を行い、	

①なぜ LGBTQ にとってフレンドリーな社会を作るべきなのか	

②現在の社会は LGBTQ にとって暮らしやすい社会であるのか	

③暮らしやすい社会でない場合、その解決策	

という 3点について議論した。	

	

議題 1：「なぜ LGBTQ にとってフレンドリーな社会を作るべきなのか」	

	

◯現状分析	

	

・LGBTQ の数	

日本：約 13人に 1人	 	 中国：約 7000 万人	

中国には Blued という中国の同性愛者向けのアプリが存在し、ユーザー数は 1500 万人にも

のぼる。	

	

・カミングアウトについて	

		日本においても中国においても LGBTQ の方々にとってカミングアウトは深刻な問題であ

り、実行している人も非常に少ない。特に親へのカミングアウトは深刻で、親の期待を損ね

てしまう恐れや、友人や上司とは違い関係を容易に切ることができないという点が障壁に

なっているようだ。アウティングという、自分の意図に反してみずからが LGBTQであること

を他者に知られてしまうという事態に苦しんでいる方々も多いようだ。	

	

・暴力や差別の存在	

日本：	 「性同一性障害」という名称からもわかるように、同性愛は病気という位置付けが

なされ、差別の対象となっている。「東京都青年の家事件」は LGBTQ に対する差別を東京都

が行なっていた一例である。	

中国：	 長年違法とされてきた同性愛行為が 1997年に合法となったが、依然として差別や

偏見が根強く、過半数以上の LGBTQ が学校、家庭、職場でいじめや不公平な待遇に直面した

ことがある。	
参考	
連合国 2016 年 5月発布《中国性少数派生存状况基づく性傾向、性别認同及性别表逹の社会態度調査報告》	
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・同性婚の扱い	

日本：一般的な憲法の解釈では、同性婚は認められていない。しかし、地方自治体のレベル

で条例を制定することで同性婚が形式的に認められている場合がある。例として、渋谷区や

世田谷区、宝塚市の取り組みがある。しかし、パートナーシップ制度を利用しても異性婚カ

ップルと完全に同様な法的保護が受けられるわけではなく、相続の際に依然として問題が

ある。	

中国：同性愛は違法ではないが、同性カップルや、同性カップルを長とする家族は異性間の

カップルが享受できる法的保護を得ることができない。また、中国では両親からの結婚への

プレッシャーが高いことから、偽装結婚が一般的に行われているようだ。	

EU	：2019 年、EU 加盟国のうち 14 か国が同性婚を合法とする。	

	

・政府の態度	

日本：「カミングアウトできる社会ではなくカミングアウトする必要のない、互いに自然に

受け入れられる社会の実現を目指し、現行の法制度を尊重しつつ、網羅的に理解増進を目的

とした諸施策を講ずる」という立場を 2016 年に公約している。	

中国：	

国連会議の中での中国の発言	

2014 年	 10月	
「中国においてどんな人であっても法律できちんと守られればならないし、差別されてはいけない」	

2015 年 12 月	
「LGBTについて病気だとも思っていないし、治療するべきだとも思っていない」	
2018 年 6 月	
「中国は LGBTに対する差別暴力を一切認めない」	
「法や政策に盛り込んでいる」	
しかし、14億人の人口を抱える中国は、農村と都市における格差があるから国家の取り組みの優先度とし

てどうしても LGBTの問題が小さくなりがち。	

	

以上の現状分析より、私たちは以下の点を議題１の回答とした。	

	

①人権問題であるから	

日中両国は、対内的にも対外的にも人権保障を謳っているため、その精神を LGBTQの方々に

も向けなければ本末転倒であると私たちは考えた。	

	

②ピンク経済が成立するから	

現状分析により、社会の中に偏見や差別が根強いため、顕在化こそしていないが、LGBTQ は

日中両国の中に相当数存在していることがわかった。もし、彼らにとってフレンドリーな社

会が実現すれば、彼らを対象にしたビジネスが成立し、新たな市場開拓が実現するのではな

いかと私たちは考えた。	

	

③社会の発展につながるから	

LGBTQ に対して真にフレンドリーな社会が実現すれば、他のマイノリティの方々に対しても、

彼らに寄り添い、理解しようとする社会へと発展するのではないかと私たちは考えた。	
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◯議題２「現在の社会環境は LGBTQ にとって暮らしやすい社会であると言えるのか」	

	

	この議題については、議題１で行った現状分析及び、自分たちで作成したアンケートを参

考にして行った。尚、本来、アンケートの全文を載せ、その分析過程を述べる必要があるの

だろうが、ページ数制限の関係上、特筆するべき事項のみを記載する。	

	

◯LGBTs についてのアンケート調査結果	

	

1.目的	

	本調査は、「ジェンダー」について、日本での LGBTs（レズビアン、ゲイ、バイセクシャ

ル、トランスジェンダーなど）に関する意識調査を実施したものである。本調査は、日中間

における LGBTs に関する意識にどの程度差異があるのか、ということを調べることを目的

とした。	

	

2.調査期間	

2018 年 8 月 9 日～2018 年 8月 13 日	

	

3.調査対象	

ランダムに配布した URL から回答してくれた 196 名	

男性	 66 名	 	 そのうち、LGBTQ は 9名	

女性	 130 名	 	そのうち、LGBTQ は 24名	

	

4.調査方法	

Google アンケートフォームを使用し Facebook、LINE、Instagram、Twitter、WeChat(微信)

などの SNSで配布。	

	

5.回答状況	

回答数：196件	 	 有効回答数：196 件	

	

6.アンケート結果について	

・LGBTQ に関する組織や団体についての認知度が低い。	

→ストレート（異性愛者）の理解度が低いのは当事者ではないという理由から推測ができる

が、当事者であっても認知している割合は過半数を下回っていた。	

当事者にとって、同じことで悩む人たちの集まる場は重要であるため、この認知度を上げる

ことも LGBTQ にとって暮らしやすい社会づくりに欠かせないのではないか。	

	

・「LGBTQ についての知識を得たことはあるか」という項目に対して年代差が見られなかっ

た。また、「その知識をどのような手段で得たか」という項目については、インターネット

が一番多く、性教育という回答は 7%と低かった。	

→性教育の普及が現在にかけて進んでいるにもかかわらず、LGBTQ に関する知識面において

年代差が見られないのは、性教育の中で LGBTQ についてしっかりと扱われていないことを

示しているのではないか。	
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・「LGBTQ の人たちを変わり者だと思うか」という質問に対して思わないという回答をした

人が 7割を超えているが、「LGBTQの人がカミングアウトをしたら、差別やいじめに遭うと

思うか」という設問では 94%の人が「はい」と回答した。	

→社会では受け入れる意思はあっても、まだその準備ができていないと感じている人が多

いということが分かった。この理由として も多く挙げられたのは「理解が足らないから」

で、91%と圧倒的多数であった。	

	

・「LGBTQの人の権利はどのようにして保護していくべきだと思うか」という項目について、

「LGBTQ について教育で取り入れるようにする」という回答が一番多かった。	

→多くの人が教育の必要性を認知していることがわかった。また、価値観が固定化する前の

小中高生にしっかりとした教育を施すことは社会の固定観念打破につながると考えた。	

	

7.まとめ	

	LGBTQ という名称についての認識は高いようだが、もう少し踏み込んだ点についての理解

度は低く、多くの人が教育の不十分さを感じているようだ。また、その理解度の低さから、

いじめや差別が残存するのだと考える。当事者が LGBTQ のコミュニティーの存在を認識し

ていないことも特筆するべき点であり、彼らが現状の社会を暮らしにくく感じる要因なの

ではないかと考える。	

	

	

議題 3：議題 1，2より、現在の社会は LGBTQ にとって暮らしやすくない社会であると判断

した。そこで、私たちは様々なセクターにおける解決策を提案する。	

	

	現在の社会を変えるには、法改正などの政府の働きかけが一番影響力のあるものである

と思われるが、私たちは、社会に固定観念が根強く存在していることが一番の問題であり、

そこを打破することが法改正の第一歩であると考えたため、あくまで民間レベルで実現可

能であり、かつ学生の立場で提案しうる解決策を提案する。	

	

教育	

・学校におけるジェンダー教育	

		日中両国の性教育について見る中で、依然として LGBTQ に関する教育が極めて不足して

いるという結論に至った。そこで、私たちは、学校教育の性教育の中に LGBTQ に関する教育

を含めたジェンダー教育の充実を提案する。これにより、性別二元論などの固定観念に対し

て疑念を持つきっかけを作ることができるのではないかと考える。	

	

・家庭内における性別にこだわらない教育	

	固定観念の打破のためには学校教育に加えて、家庭でもジェンダー教育が必要ではない

かと考えた。例として、ランドセルや洋服の色、おもちゃ、子供向け番組などについて、親

が子供の性別に応じて制限するのではなく、子供の感受性に任せて自由に選択させるとい

ったことが挙げられる。	

	

企業	

・採用時に能力を見て公平に判断する	

採用の際、LGBTQ であることが判断基準にならないように企業の中で心がけてもらう。	
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公共設備	

・性別を限定しないトイレ	

	LGBTQ にとって、男性用、女性用どちらのトイレを利用するかという選択は非常に神経を

使うものである。近年、日本では LGBTQ専用のトイレが設置された。しかし、このトイレを

利用した時点で、LGBTQ は他人に対して自らが LGBTQ であることを公表してしまうことにな

る。これは立派なアウティングであり、LGBTQ への配慮に欠けるものであるため、性別を限

定しないトイレの設置を提案する。	

	

個人	

・アライになる	

		アンケートの結果からも見られるように、LGBTQについて表面的に理解している人は多い

が、より深い理解となると疎い人が多い。例えば、LGBT が直面しがちな困難や制度面での

課題などである。また、個々人がそれらを学び、LGBTQ の方々のアライとなれれば、たとえ

LGBTQ の方々が当事者コミュニティーを見つけることが難しくても、日々の生活に息苦しさ

を感じることが少なくなるのではないかと考える。	

	

◯まとめ	

	現状分析やアンケートの結果、そして議論の過程で感じたことだが、やはり LGBTQについ

て表面的な理解で止まっている人が多い。また、性別二元論という固定観念が根強いため、

LGBTQ に対して奇妙さを感じ、気づかぬところで差別をしてしまっているケースが多い。し

かし、今回の活動を通して一番に感じたことは、「知らなかった」という言い訳はもう通用

しない時代になったということだ。知らなかったから多少の人権侵害も許容されるという

考えはもってのほかだ。知らなかったのであれば知る努力をすることを個々人のレベルで

心がけることが必要だと感じた。	
〈参考〉	

連合国 2016 年 5月発布《中国性少数派生存状况基づく性傾向、性别認同及性別表逹社会態度調査報告》	

自由民主党『性的指向・性自認の多様なあり方を受容する社会を目指すためのわが党の基本的な考え方』

平成 28年 5月 24日	

	

	

■男女格差	

文責：古賀優奈・西岡風花	

◯はじめに	

女性の活躍推進が叫ばれ、女性管理職の割合を何割以上や育児休業制度の充実など、多く

の企業が改革を進めようとしているが、現状はどうだろうか。管理職になるには仕事一筋で

結婚は困難であったり、育休を取得できてもその後の仕事のスキルアップが難しかったり、

そもそも男性の助けもなく、家事・育児・仕事の三立ができるようなスーパーウーマンしか

できないような内容であったりする。法律、政治、企業、個人の観念など多くのセクターが

関連し合って構成される社会において、自然と男女の区別・差別は存在する。これらを日本

と中国の視点から示した上で、誰もがより良く働き、生きていく社会を作るにはどうしたら

よいかを現状と議論内容を含め、提案していく。	

	

◯議題 1	

		無意識的な差別をなくすにはどうしたら良いか。日常における無意識な男女差別（あるい

は区別）について例をあげる。そして、どのような筋道で問題視される男女格差に繋がるの

か、あるいは繋がらないのかを考えた後、解決策を述べていく。	
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【現状の男女差】	

〇法律・政治	

	

退職年齢	

日本	 法律上の決まりはなく、会社によって異なる	

中国	 法律で 60 歳	 女性 55歳	

	

強姦罪（強制性交等）	

日本	 2017 年の刑法第 177 条改正（十三歳以上の者に対し，暴行又は脅迫を用いて性交，

肛門性交又は口腔性交をした者は，強制性交等の罪とし，五年以上の有期懲役に処する。十

三歳未満の者に対し，性交等をした者も，同様とする。）により、男性も被害者になる可能

性が出てきた。	

中国	 刑法では、男性被害者は対象にならない。	

→日本の強姦罪に関しては、2017 年以前は、男性器を女性器に挿入のみという、被害者が

女性に限られたものであった。今回の改正で被害の範囲は拡大したが、それ以外でも性暴力

はある（指や異物挿入など）のでさらなる拡大も考える必要があるという意見が出た。	

両国共通なのが、強姦をするのは男性という前提で法律が作られていたということである。	

為政者の男女比	

日本	 自民党派の国会議員	 衆議院 265：25	 参議院	 106：20	

第 4 次安倍内閣の官僚	 25：2	

中国	 中国共産党中央政治局委員比	 24：1	

→為政者の男女比をみると、日中ともいわゆる社会的影響の大きな決定をする層の男女差

が著しい。このような比では、男性目線の政策になりがちとなることが考えられる。実際に、

被災地で生理用ナプキンの救援物資が女性にとって非常に重要な物になるが、男性からす

ると考慮する必要がないので、十分に行き届かないことがあった。	

	

〇学校	

義務教育	

	「男の子は泣かない、うじうじしない」、「女の子はおしとやかに、笑顔で」。	

子どもと接する時間の長い教師のジェンダー観は、生徒の形成するジェンダー観に影響す

ると考える。男の子はこうで、女の子はこうであるべき、というような固定化は、子ども自

身の個性の形成を妨げ、固定化した概念にあてはならない人への“いじめ”にもつながる。	

正しいジェンダー観を教師が学んだ上で、それを生徒に伝えることが重要でないかという

意見になった。	

	

高等教育機関	

	日本の大学入学の男女の割合は、男性 55.6%、女性 45.8%（短期大学と合わせると 55．6%）

となり、大学に進学する割合は男女の差はそれほど大きくない。一方で、大学院進学率にな

ると、女性の進学率は大幅に減少する。逆に中国では、女性の大学院進学率が高い。理由と

して、就職活動の際、男女差別があるので、その分女性はスキルや資格を得る必要がある。

また、韓国を除き、世界的にみても女性の方が高等教育の在学率が高い。日本では一般的に、

女性が大学院を出ると敬遠されがちな所があるが、海外ではその概念は存在しないのでは

ないかと感じた。	
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〈参考〉内閣府男女共同参画局	男女共同参画白書（概要版）平成 25年版	
第 7章	 教育・研究分野における男女共同参画	専攻分野別に見た男女の偏り	

〇職・経済	

賃金	

男性平均賃金	 521万円	 女性平均賃金	 280万円	

	

管理職比率	

男性	 25.8%	 女性	 4.7%。	

女性の管理職は、特に不動産、小売、サービス、金融で高く、運輸・倉庫、建設、農・林・

水産で低い。また、アイデムの調査によると、女性の管理職が少ない（いない）理由の 1位

は「女性本人が希望しない」(43.3%)だった。次いで 2位は「女性の多くが管理職になるま

でに退職する」(35.7%)、3 位は「そもそも女性社員の比率が低い」(35.4%)。以降、4位「知

識・経験・能力が管理職になるための基準に達していない」(26.7%)、5 位「管理職は長時

間労働になることが多い」(21.2%)と続いた。	

→女性の管理職の向上には、会社が女性の働きやすい環境を作るということと、女性や周囲

が「女性が働く」という概念を変えることが必要であることがうかがえる。	

	

育休制度	

日本	 男性 5.14%	 女性 83.2%（平成 29 年度）	

中国	 企業によって操作される場合があり、	

	

〇家庭	

家事労働	

男女別家事労働時間は、男性が毎日 44 分、女性が毎日 3 時間 28 分となった。（平成 28

年	 総務省）中国は、男性が毎日 48 分、女性が 2時間 35 分である。日中における家事分担

の男女割合は、中国では男性が家事に従事している割合が高く、また、日本の女性は、中国

の女性に比べ家事労働時間が 53 分長いということがわかった。両国とも、女性の家事労働

の負担が男性に比べはるかに大きい。	 	
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図：男女別家事労働時間の差	
	

男女分業	

日本は共働きが増えているが、働く夫と専業主婦という組み合わせが色濃く残っており、

時代の流れに私たちの感覚が追いついていないと考える。『逃げ恥からみる結婚の経済学』

によると、専業主婦に正当な報酬を支払うとしたら、ワンオペ育児の家庭の場合、男性は

1247 万円の年収が必要となり、専業主婦になりたくても、経済状況上可能なのは、約 2%で

る。もはや専業主婦が成り立つ時代ではないのにも関わらず、専業主婦は多く存在し、私た

ちの世代でも一定数専業主婦を希望する人はいる。議論の中で、「政治家や企業の社長など、

社会的影響を持つ人たちの考えが民間にも影響を及ぼしているのではないか。そのような

人は年収も高く、男女分業で成り立ち、成功してきたからこそ、男女分業ありきで政策やし

くみが作られてきて、パンクしつつあるのでないか。」という意見が出た。	

	

〇文化・慣習	

固定観念	

・女性の化粧はマナー	

・「男は度胸、女は愛嬌」	

・男性は強い、女性は弱い	

・男の子は青、女の子はピンク	

・男性より学歴が高い女性は結婚相手にしたくない	

・男性は内向的、女性は外向的	

・男性は大黒柱的存在、女性は良妻賢母を家庭の中で求められる	

	

姓氏	

日本	 民法で夫婦同姓が定められており、96%の女性が男性の姓に合わせる。	

中国	 夫婦別姓が一般的であり、子どもはいずれかの姓を選択することができるが、	

多くは男性に合わせる。	

	

イクメン	

育児をするよい夫という意味があるが、英語にすると「Father」であり、イクメンという言

葉はなく、夫は育児をするのは当たり前。



	

性による産み分け	

日本	 出産前に子どもの性別を検査することができるが、それによる産み分けはない。	

家や店の継承では男性が好まれる傾向が存在するが、中国ほど子どもの性別を	

気にしていない。	

中国	 中国の農村では特に、男児が強く望まれる傾向があり、出産前に親が性別による	

中絶防止のため、出産前に子どもの性別を検査することは法律で禁止されている。	

一人っ子政策の時代は、家を継いでもらうためなどの理由から、特に男児が生まれて	

くることを望み、女児が生まれると戸籍の偽装や間引きが行われることもあった。	

今も農村部では、昔からの男女の性別役割分業が根強くあるという意見も出た。	

	

	

【日本と中国の解決策】	

	

◯議題 2	

		男女格差はなくなると思うか、なくならないと思うか。職場、学校、恋愛など(民間、個

人)、例をあげながら、それについての是非を、理由を挙げながら述べる。国によって同じ

格差、異なる格差を分けながら考える。	

議題 2に対して、それぞれが持つ考えを議論の中で共有した。以下の表 Aが、議論の中で

出た意見をカテゴリーごとに分け、まとめたものである。	

	

	

【解決策】	

日本	

1.政府機関	

	男女平等の社会形成のため、立法者、官僚に対しての教育や更なる制度改革を進めること

を提案する。具体的には、司法試験に社会学を取り入れることを提案する。なぜなら、マイ

ノリティとされる人たちからの相談を受けることが多い彼らに、ジェンダーに関する固定

観念に気づき、取り払うことが必要だと考えるからである。また、弁護士会に参加している

人たちに対して講演会や勉強会を積極的に政府機関から設けることを提案する。例えば、女

性が今、どのような現状に置かれているのか、実際に困難を感じている女性との話し合いの

場を設けるなどが考えられる。	

	中国側からの意見として、制度改革において、政府が規制を設けることで企業による不当

な規則作成を防ぐことができると考える。例えば、企業によって異なる産休取得期間にルー

ルを設けることで一定の基準を満たすという義務を作り、産休を誰もが取りやすい環境づ

くりを進める。	

	

2.民間企業	

		1 つ目に、企業が人材を採用する際の男女を越えた採用基準を設けることを提案する。こ

れは、体力など、その人の個性を見ることなく、女性は男性より体力は劣っているという固

定観念から判断していることが考えられる。もし企業が体力面に重点を置く場合は、体力テ

ストを独自に行うなど個人の能力に応じた採用を行うことを提案する。	

	2 つ目に、中国側からの意見として、企業広告やポスターで男女ともに起用することを提

案する。なぜなら、街中やインターネットなどで目にする機会の多い広告は、固定観念を

人々に刷り込むことが行われているからである。例えば、警察官や消防士などは男性が、看

護師や CA などは女性が多くの割合を占める。そのため、広告などでも一方の姓を起用する

ことでさらにその固定観念は強く人々の中で広まっていく。ゆえに、職種に関係なく、男女

ともに広告に起用することを提案する。	
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3．民間組織	

		NGO の取り組みに対して、社会における存在感を高めていくことを提案する。これは、FW

や調べ学習、自分たちで行ったアンケート調査などから LGBTQ に関する団体にも共通する

こととして、男女平等にかかわる活動をしている組織について多くの人たちが知らない現

状があることが明らかになった。さらに、LGBTQ 当事者自身も組織について、地域のコミュ

ニティでの取り組みなどについて知らない。社会の中で正しい情報を得るため、生活をする

上での悩み事を相談するため仲間を作る、増やすことができる場所として、NGOなどの団体、

組織、コミュニティの認識を広めることを提案する。	

	

4.学校	

まず、教師に向けた教育に関する提案を示す。	

	1 つ目に、教師に対する十分な教育が必要とされる。学校の中で、生徒にとって教師は唯

一の大人であり、ロールモデルとなる存在である。その教師が、無意識に偏見や差別を行っ

ていると、子供は直接にその背中を見て育つ。大学での教育課程の中で、教育の中における

ジェンダーという科目を設けることで、学校教育の中で起こる差別、偏見について学ぶ機会

を設けることができる。	

		2 つ目に、男女間で起こる差別・偏見に関わる言動、それにどう対応していくのかを学ぶ

ことができるイベントやワークショップを積極的に教師に対して設けることを提案する。

具体的には、事例をもとにしたロールプレイを行うことで、相手がどう感じ、どのようにし

てほしかったのかなど、より深い学びを体験することが考えられる。	

次に、生徒への教育に関する提案を示す。	

		1 つ目に、授業の中で生徒たち自身に差別や偏見について考えさせる時間を設けることを

提案する。例えば、体育の時間に男女で別れて授業を行う学校が多いことが議論の中で明ら

かになった。この男女でのクラス分けは、体力の差、身体的特徴の差など理由を考えたが、

学校が男女で分けるよう指示をするから生徒は「男女は体力の差があるから、別の存在だ」

などというような考えを持つようになる。	

		2 つ目に、大学・大学院への進学率を向上させるための環境づくりを提案する。日本では、

「プライドが高そう」「結婚が遅れる」などという偏見を周りから持たれる恐れから女性が

進学をあきらめてしまうケースもある。このような”イメージ“によって進路をきめるので

はなく、その人が望む将来を選択できるための制度や環境づくりが必要なのである。そのた

めに、海外の事例を参考にする、社会全体で高等教育の在り方について見直すことで能力の

ある人材を育成することにつながるのではないだろうか。	

	

5.家庭	

		1 つ目に、家庭において、幼少期の服、おもちゃの色の選択の際、男の子は青や緑、女の

子は赤やピンク等、男女という性別によるものではなく、それぞれの個性にあわしたものを

持たせることを提案する。というのも、生まれたときから、色による固定観念が刷り込まれ

子供は育つ。そうではなく、議論の中で出た意見の 1つに、「子供服 7色化計画」という赤

ちゃんに着たい服の色、おもちゃの色を決めさせるというものだ。お店にあるカラフルな色

のベビー服の中から好きな色を選ばせることで性別にとらわれず、個性を尊重する環境を

作るのである。	

		2 つ目に、親によって家庭の中で、固定観念形成を防ぐため、差別・偏見を生むような言

葉遣い、言い回しを避けることを提案する。例えば、「男は強く、女は慎ましく」などとい

うようなその子の個性を無視し、社会に存在する固定観念で教育することを避ける。このよ

うな小さな積み重ねから、子供が固定観念に縛られることを防ぐと考えられる。	
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6．ジェンダーチェック	

	生活面において、誰もが取り組むことができる「ジェンダーチェック」を提案する。この

ジェンダーチェックとは、日常生活の中で無意識的に出る「男は単純だから」というような

固定観念から出る発言や行動を自分たちで指摘し合うというものである。本会議中で得た

成果として、ジェンダーチェックという言葉の認知を拡散することができたこと、ジェンダ

ー分科会以外の人が自分の言動について「ジェンダーチェックに当てはまらないか」という

発言がみられた。このように、ジェンダーチェックは男女格差という問題を日常の中で常に

意識する、また、いかに日常の中で無意識的に男女にある固定観念に自分たちの言動・行動

が影響されているのかに気づくことができる。ゆえに、このジェンダーチェックが世代を超

えて、家族の間で、友人間で、会社の同僚同士で指摘し合えるきっかけとして提案する。	

	
	

教育（ロールプレイ）	 システム	 経済	 その他	

国家機関	

・制度	

・人		

立法者へ	 講演会、試験	

為政者へ	

教育者へ	

	

男女平等の立法	 強

姦、賃金格差	 	

罰則の規定	

学校―カリキュラム	

機関設立（海外の例か

ら学ぶ）	

	
医療の発展	

民 間 （ 企

業・NGO）	

NGO（Lean	In）	

テレビ、公式アカウント、ポ

スターに女性起用	

大学生へ	

正しい産休の取得	

能力・資格で賃金決定	

給料公開	

売り手	 おもちゃ・衣

服	コカ・コーラ	 500

万人、女性支援	

雑誌	

	

個人	 ジェンダーチェック	

買い手	 おもちゃ・衣服の色

の選択	

家庭教育、親への教育		

SNS（若い世代へ	 仲

間づくり／声を上げ

る）“個人”を大切に	

	
医療（出産方

法）の選択	

仲間づくり／

声を上げる	

表 A	

	

解決策提示	

• 産休・育休取得率の向上	

• NGO の認知度向上	

• 子供服 7色化計画	

• ジェンダーチェック	

	

【まとめ】					

		男女格差の問題を解決していくためには、政府機関の関係者、学校の先生、親など誰かが

するのではなく、他でもない私たちが既存の固定概念に気づき、意識を変えることが必要と

なってくる。固定観念に気づくためには、日常の中では見逃してしまうような発言も、少し

立ち止まり、考えるという個人単位の行いから始めることができる。種まきをするように、

ひとりひとりが、問題意識を持ち、社会に対して働きかけていくことが男女平等な社会へ向

かうのではないだろうか。	
参考	

厚生労働省	 平成 28年度雇用均等基本調査の結果	
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文責：野島久嗣	

■総括	

	

		約 3 ヶ月の事前準備では、ジェンダーの社会学についての入門書から派生して、より個別

具体的な問題について取り上げられている文献を全員が読み、週 1 回の skype ミーティン

グで感想や疑問点をあげながらメンバー間で意見交換や議論を行った。ミーティング以外

の場所でも、メンバーが自発的に文献を読んだり、テレビ番組でジェンダー問題の特集があ

ればそれを他のメンバーに共有したりと、日常生活の中でもしっかりとアンテナを張って

知識を取り入れようという姿勢が見られた。準備段階での反省点として、議題の設定の仕方

が曖昧であったことが挙げられる。実際に、本会議では「LGBTQ」と「男女格差」について

議論したが、その決め方もしっかりとした議論を経たものではなかったように感じるし、何

よりも議題が広すぎたため、うまく着地点が定まらずありふれた結論しか出なかったよう

に感じる。ジェンダー論は社会学の 1つであるが、まだ学問領域が定まっていない学問であ

る。議題を細かく設定しなければ議論が際限なく発散してしまうということに準備段階で

気づくことができていればより学生個人の考えが交わされる議論になったのではないかと

感じる。また、中国側との意思疎通が不足していたことも反省すべき点であった。前提知識

の面でもやはり日中間で差があったように感じるし、議論の進め方という点でも日中間に

おいて共通認識が十分に形成されていなかったこともあり、本会議初頭の数日を無駄にし

てしまった。こうした、言語の壁からくる反省点も多く、次回開催に生かすべきだと感じる。	

		ジェンダー問題について真剣に考え議論した本会議では、多くの「難しさ」を感じた。言

語の壁はもちろんあったが、特に「難しさ」を感じたのが、日中両国の社会に根強くこびり

ついている固定観念の存在である。本会議では、前述したように、現状分析をしたのち議論

に入ったのだが、どうしても固定観念という、なかなか容易には刷新することができない問

題に直面し、うまく議論が広がらないという状況が何度もあった。また、ジェンダー問題に

対する問題意識が日中間で異なっていたことにも「難しさ」を感じた。中国人にとって、ジ

ェンダー問題は確かに解決するべき問題であるが、それは必ずしも今、早急に解決しなけれ

ばいけないというものではないようであった（これは政府の見解と重なる点であり、もう少

し学生個人の意見を引き出したかったが）。日本と中国では国内に抱える問題が異なるとい

う至極当然な問題がこの認識の差異の背後にはあるのだが、実際にそれに触れて改めて中

国の社会問題や中国政府の構造、権力の大きさを目の当たりにすることで、一時的でより実

情に近い中国を知ることができたのは大きな成果ではないかと思う。また、議論の結論とし

て、メンバー全員が今後の人生の中でジェンダー問題に対してどのように向き合っていく

べきかを話し合えたことは非常に有意義であったと感じる。ぜひこの分科会のメンバーが

社会に出たのち、周りの人々を啓蒙する役割を果たし、ジェンダー問題解決の一端を担って

行って欲しいと願う。	

	本会議における反省点として、議論の中にメンバー間のジェンダー問題に対する意識の

違いが表れ、なかなか足並みが揃わなかった点が挙げられる。ジェンダー論は社会学であ

り、私たちの生活に密接に関係しているため、議論する際、どうしても学問というよりも自

分たちの身近な話題、悪く言えば世間話に終始してしまう可能性がある。この「学問」と「身

近な話題」という 2 つの側面のバランスの取り方をメンバー間でどうとるかということに

常に悩んだ 3週間であったように感じる。	

		メンバーそれぞれが悩み苦しんだ 3 週間だったと思うが、 後までやりきってくれたこ

とに感謝したい。また、今回の経験を何らかの形でこれからの人生の中で活かして欲しい。	

後にジェンダー分科会の活動に協力いただいた日中学生会議のメンバー、教授の皆様、

渋谷区の方々、NPOの方々には心から感謝の気持ちと御礼を申し上げ、謝辞に変えさせてい

ただく。	
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第三部	 活動感想	
	

「学生の、学生による、学生のための会議」	

小澤	萌々子	

1 年半の大学生活を共にしてきた日中学生会議。特に運営側としての 1年間を振り返ると

様々なことが走馬灯のように蘇り、色んな思いで胸が一杯になってしまうが、会議が終わっ

た今、この 1年間はとても貴重で幸せだったとしみじみ噛みしめている。	

実行委員会内の深夜に及ぶ会議、中国側委員会と度重なる交渉、共に会議を創り上げる刺

激的な毎日―議論の場には参加せず、唯一運営や組織のことを考えた立場であったが、中国

人学生と共にプログラムを創り上げていくという意味で、参加者として議論で相互理解を

深めようとした昨年とは異なる学び、議論からは得られないような発見を得ることができ、

より他者と、自身と徹底的に向き合えた濃い 1年間であった。ひたすら日中学生会議はどの

ような場を提供するべき存在であるべきか、そのような場を提供する意義はなにか、そもそ

も日中友好とは？等々、答えのない問題にひたすら向き合い、他の実行委員と共に考え、試

行錯誤をしながら、模索する日々だった。これは学生ならではの特権であり、経験だった。	

	 37 期の理念として掲げた「発見」、確かに普通に生活をしていても様々な発見は得られ

るが、一歩踏み込んでみないと得られない発見もたくさんある。3週間の間に「日本人」と

「中国人」という枠組みを取っ払い、お互いを本当の意味で知ることができる学生会議にお

いてでしか見出すことができない新しい発見や課題が多々あると改めて感じることができ

た。昨年参加者として参加して「既知」を論じ、「無知」を知り、今年も運営側としてより

多くの「無知」を知ることができた私自身も、2年間日中学生会議において様々な無知を知

り得たことに留まらず、この糧を活かして挑戦をし続け、未知を開拓するという意味でまだ

まだこの先を目指して励んでいきたい。そして知的好奇心が旺盛な 37 期のメンバーたち全

員が、この夏の 3 週間で得た知見を学生という身分でなくなった際も社会になんらかの形

で還元し、日中の新しい未来を創り上げていくであろうと信じている。	

	

	

歴史分科会	

片山	晏里	

まず初めに、このような充実した経験の機会をもたらしてくれた実行委員長および、この

集団を築いてくれた参加者みなさまに改めて感謝したい。私は日中学生会議への参加・運営

を通じて、啓発と刺激を得たとともに多様性の重要さを再認識し、発見を得られた。	

自身の所属した歴史分科会内の議論においては、日中間の歴史問題に対して学際性を活

かし多面的に着眼できたことで、いくつかの「見えない壁」発見した。運営に関していえば、

「万全の準備なくしては活動の成功はあり得ない。」そんな既知も覆されたように思う。こ

こでの発見とは、私たち実行委員会ができる準備は限られているということである。統括の

動きと主体性が成り立たなくなったことが原因で、不明瞭な運営や安全問題、日中学生会議

の担う社会的意義など、問題は広範に至り、私たち自身を網羅していたように思う。実行委

員会では運営に関する話し合いのほか、意見を集める会議を実施してきたが、実行委員を含

む日中学生会議メンバー同士が対話することがこの集団自身のパワーの源泉となるのだと

感じた。日中学生会議を創るのは参加者全員であり、全員が同じ理念を掲げた上で、個々の

主体性が活かされることで組織が成り立ち、統括がみえてくるのだと解った。	

また、自身の考えのもと主体性をもって取り組めば、それはほかの参加者にとっても楽し

く幸せな働きかけなのではないかと感じた。私自身がいま思い切りやれているのは、「参加

者 1人ひとりのために」という根源のもと主体的に働きかけ、それに自信を持てたからに他

ならない。参加者が主体的に動き、それぞれの強みを発揮できる組織を作るための対話を大

切に、日中学生会議での経験を生かしてこれからも様々なことに挑戦していきたい。	
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勾	宇威	

3週間の日中学生会議には難しいところがあるが、お互いに協力し、心を温める思い出も

たくさんあったと考えている。この心が温まる思い出は学生交流や中日関係の大切な基礎

の部分である。日本と中国は地理的に見れば一衣帯水の隣邦であるが、心理的にはお互いの

理解が少なく、心理的な距離は遠いという苦境がある。それは健康的な中日関係が推進する

ことを制約している原因の1つとだと考えた。	

民衆の好感や信頼感が少なくなってしまっている現在の中日関係にこそ、健康的な中日

関係を再建するために、全面的な民間交流をより深くできるよう呼びかけるべきだ。新時代

の民間交流は心から理解することを基礎として、お互いに了解し、理解しようとすること

で、心からの信頼感を生み出されると考える。将来は日中学生会議のような団体から、さま

ざまな面で中日間の健康的な関係に推進していくべきである。これにより兆した険悪な空

気は消えて、大変喜ばしい関係が実現可能になり「兵気銷えて日月光をなす」と信じている。	

	

小林	晴美	

まずは 37 期日中学生会議に参加させて頂いたこと、たくさんの方々に支えて頂いたこと

への深い感謝を表したい。中国で同じ年代の日中の学生たちと過ごした 3週間は、想像以上

に濃かった。議論中は通訳も担当していた為、日中の意見の大きな違いを、身を持って体感

した。時には日本と中国の立場の違いに戸惑い、どうしようもなく悩み、相互理解の難しさ

に無力感を感じる時もあった。しかし日中共に共通認識を確認し、相違点を分析すること

で、相互理解には程遠いが、それでも、議論、対話を通して相互誤解を少しでも減らせたと

思う。そして意見が違う原因、自分とは違う考え方に至るロジックを知ることができたのも

良かった。どんなに対立していると感じても、対立を恐れずに真摯に向き合い、本音で語り

合う大切さを知ることができた。このような収穫以外にも、ちょっとした会話で、分科会メ

ンバーからは聞く日本や中国の哲学、文学などの話はどれも興味深く、今でも心に残ってい

る。今回の日中学生会議で得たものがたくさんあり、本当に感謝の気持ちでいっぱいだ。こ

れからはこの経験を生かし、将来日中友好のために貢献できるように、さらに成長したいと

決意する。	

	

岡内	祐治	

中国は 2 回目であるものの、今回の 4 都市は全て初めて行く場所であった。初めて行く

場所に初めて会う中国側と 3 週間を共に過ごすという経験は初めてであり、そもそも実家

暮らしの私にとって 3 週間家から出ること自体も初めてである。そうした中で全くの他人

と深い交流をする面白さと難しさを感じた。特に自分の考える「普通」や「当たり前」が相

対化されていくように感じた。それは共同生活という面だけでなく議論の面でも感じた。	

歴史の議論において双方譲れない主張というものがあった。特に慰安婦問題や靖国神社

のようなそれぞれが全く違う立場をとる問題はかなり苦戦した。中国側とだけでなく、日本

側の中でさえ立場が割れていた。相手の立場を全て受け入れることも完全に理解すること

も出来るわけではないが、具体的にどのように違うか分析することに意味があると感じた。

違いについて分析する中で歴史教育や政府見解のもつ力の大きさを感じた。個人はそれぞ

れ考えていると言っても日本人という集団の「当たり前」が中国から見て「当たり前」とは

ならないし、その逆も然りであると気付かされた。	

「当たり前」の相対化の中で壁を感じる一方で、議論や交流を通して多くの仲間が出来た。

対立や言葉、人生経験の違いといった壁を超えて、あるいはかわして仲間となれるのはこの

ような交流の場ならではの経験だったように思う。	
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塔下	剛至	

感想は歴史分科会と会議全体に分けて書きます。	

まずは歴史分科会です。私は歴史分科会で「友好」を掲げた議論を経た結果、日中間の

「非・友好」の現実に直面したと思っていて、このことこそが実りであったと捉えています。

すなわち、実際に議論をしなければ触れることが出来なかった日中を隔てる「見えない壁」

の存在に触れられたことこそが、難しい歴史問題の議論の結果に得られた学びだと考えて

います。歴史分科会では「友好」をビジョンに、そして「相互理解」を目的として具体的な

5つの歴史問題について取り扱いました。その議論の過程で見えてきたことは大きく 3つあ

ります。相互理解において双方の視点を突き合わせた時に双方の論理に正当性があり矛盾

に至ることは避けられないこと、学生の議論とは言え明確な立場は譲れないと共にそこに

付随する国民感情は拭いきれないこと、そして我々日中の学生間にも明確な「見えない壁」

が現存していたことです。日中学生会議の歴史分科会の議論の意義は相互誤解を減らし、お

互い知らない情報を共有することにあります。確かに友好を掲げた結果「非・友好」に行き

着いたことにもどかしさを感じざるを得ない部分もありましたが、それでもその現実に立

ち向かい、現実を理解できたことが私たちの得るべき学びだったのだと考えています。	

次に、会議全体についてです。3週間の中国滞在の結果私は「中国」が好きになりました。

元々大学の第二外国語で中国語を履修していて中国籍の友人が数人程度いた私が JCSCに興

味を持ったのは、中国に対して抱いていたマイナスのイメージを紐解きたかったからです。

大学寮の中国人グループの排他的な関わり方や「爆買い」や「環境問題」で醸成されたイメ

ージの裏にある本当の中国というものを理解したいと思い参加を決めました。結果、実際に

現地を知り、現地の学生と関わることで中国の計り知れない魅力と奥深さに感嘆し魅力さ

れるとともに、謎に隠れていた中国を紐解くことが出来たと思っています。食文化や食に対

する姿勢、偉大な歴史を示す遺跡の数々、IT 化の進展を見せる社会。「何でも見てみる」

べきであり、日本から眺めているだけでは捉えられない中国を発見したことが今回のプロ

グラムにおける私の 大の成果です。現地の親日的な学生と密に暮らしたからこそ見えて

きた中国と中国人の優しさがありました。	 後に、このプログラムを支えてくださる方々

を始め、事前準備を進めてくれた運営委員に心から感謝をしたいと思います。本当にありが

とうございます。また、関わってくれた全参加者と、特に も長い時間を共にした歴史分科

会のみんなには家族のような居心地の良さを与えてもらいました。本当にありがとう。	

	

	

教育分科会	

高橋	真洋	

私が今回の日中学生会議で「発見」したことは、日中関係の二面性を肌で感じた、という

ことです。中国と日本は経済や文化の側面において大きく変わるものはなく、とても親和性

の高い二国であることが今回の草の根交流を通じて実感できました。それでいて二国は、政

治の側面において真っ向から対立しており、その影響が個人間にも滲み出ている、というこ

とも体感しました。この二面性こそ、政冷経熱と呼ばれる日中関係を理解するための鍵であ

ると思いますし、それを理解できたことこそ今回日中学生会議で得られた一番大きな「発

見」だと思います。日中関係の良好な側面である草の根交流を、21 日間という長期間と、

大学生という身分を存分に生かした形で実現できたことは、私が一生忘れない大切な経験

になったと思います。	

後に。私は日中学生会議に初参加でありながら実行委員として参加していました。右も

左も分からない中で教育分科会のリーダーを任され、分科会の議論をどう進めるか多少戸

惑っていました。しかし分科会の皆の強力なサポートのおかげで無事にプログラムを終え

ることができて満足しています。分科会の皆には心から感謝の意を捧げたいと思います。あ

りがとうございました。	
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森下	瑠里花	

私にとって初めての訪中は、驚きの連続だった。具体的には、人が多すぎることから入場

規制される地下鉄や、全ての小売店やレストランに広がるＱＲコード決済、無人コンビニな

どだ。中国の発展は凄まじく、日本が見習うところは多いと感じた。しかし、ＱＲコード決

済には、交通系 IC カードやクレジットカードの利用が広がる日本での不要論、SNS 連携に

よってアカウントが乗っ取られる危険性があることを忘れてはならない。	議論に関しては、

日中間で話し合いの進め方から齟齬があり、 初から躓いてしまった。日本側としては、問

いを立てて、その解決策を探っていきたいにもかかわらず、中国側は、調査して議論した後

に、問いを立てて終わりたいという方向性を提案した。両国間のレポートの作り方や、考え

方の違いにぶつかった。日本でどれだけ準備をしても、通じ合うのは難しいと実感した。し

かし、3 週間、言いたいことを言い合い、お互いの意見を聞き合う活動を通して、距離が縮

まり、受けてきた教育による考え方は違えども、尊重して分かり合えるようになったかもし

れない。	 後に、自分が抱いていた中国や、中国人のイメージが少しは合っている一方で、

間違っていたと気付けた発見が、日中学生会議に参加した一番の意義だったと思う。貴重な

機会に感謝する。	

	

斎藤	秀輝	

私は初めて学生会議というものに参加し、この３週間は本当に有意義であった。まず、

様々なバックグラウンドを抱えた日本人学生そして中国人学生と交流できたことは、自分

の視野が広がる重要なファクターとなった。私自身、あまり積極的に人付き合いをしなかっ

たため、本でしか視野を広げることができなかった。しかしこの学生会議に参加し人と直接

話すことで、様々な考えや体験を聞くことができ、視野を広めるための方法が 1つ増えた。

現地で実際に消費生活を施すことで、中国の消費社会の一面を知ることができた。賞味期限

表示の仕組みやモバイル決済の普及、高鉄の乗り方や車内のサービス、店の看板に「の」が

書かれている事、書店に売られている本、書店内での本の読み方、レストランでの注文の仕

方、交通ルールなど、どれも日本と全く違うところもあれば、少し似ているところもあり、

毎日が新鮮だった。こういう生活レベルで差異が見られ、その差異が生まれる原因を考える

のは、この３週間とても楽しかった。また、教育分科会では、議論の仕方に少し日中間で隔

たりがあり、「議論」とは何か、そして「結論」を出すことはどういうことかを考える事が

あった。未だに自分なりの答えは出ていないが、これから大学や社会で人と討論する際に心

に留めておくべき事だなと感じた。	

今回の日中学生会議は自分にとって価値のあるものであった。これを無駄にさせないべ

く、行動で示して行きたい。	

	

矢部	彩英子	

3 週間という短い期間でしたが、そのように感じられないくらい充実した濃い日々でした。

現在の日中関係にも表れるようなセンシティブな話題でさえも、学生同士の議論というこ

とを活かして語り合える貴重な機会になりました。この経験のほとんどは学生であったか

らこそ味わえたものであり、一生の宝になると思います。中国というと、もとより日本人の

持つイメージや固定観念などで、国の人々の性格や雰囲気まで決めがちですが、実際にコミ

ュニケーションを取ってみるとイメージが大きく変わると思います。実際私の分科会に参

加していたメンバーのほとんどが親日家で日本語が話せたことは自分の中で驚きでした。

真の異文化理解には、その違いや考え、時には越えられない壁があることをお互いが知る努

力をすることこそが重要だと思います。私は議論を通して、身をもって実感しました。また

その上で、今までの自分が中国に対して知る努力もしようとせず、無知であったことに気が

つくことができました。来年は中国に留学に行くことが決まっているので、今以上に知る努

力をしてより深い議論を現地学生としたいと思います。これからの日中関係をより良くす

るためにも、今後更に 2国間でこのような交流や議論の場が増えることを願います。	
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稲垣	聡	

「まだ、若い。」そう感じた 3週間だった。私はもう 23 歳、様々なことを既に知ってい

るし、基本的なモノの考え方が大きく変わるようなことはないと思っていた。しかし、中国

に滞在し、教育について議論を交わしたり、歴史問題として取り上げられるような場所を訪

れたりしているうち、自分の意見を述べてもそれを予想だにしない角度から深掘られ、自分

の中の「既知」が崩れ去った。教育という、だれもが経験したことのあるテーマについて日

中 10 人の学生で話すうち、自分が問題とすら認識していなかった問題に気づくことができ

た。また、20 日間にわたる集団生活を通し、ふだん他者と違う意見を持っても「そういう

考え方もあるよね」で済ましてしまうような会話を満足いくまで深掘れたのも収穫だった。	

無知と未知を楽しむ姿勢を忘れずに、これからも自分にない視点やモノの見方を発見、吸

収していきたい。	

	

	

経済分科会	

岡川	尚美	

実行委員として活動したこの 1 年間における失敗の連続により、私は学生会議を運営す

る経験値と引き換えに、本来ある自信とアイデンティティを失った。実行委員と分科会リー

ダーを両立できるか、周囲の期待を超えるパフォーマンスができるか、不安とプレッシャー

でいっぱいの 1 年だった。実際、本会議までの準備が不十分だったこと、計画通りに広報活

動を行えなかったこと、副委員長として未熟だったことなど、他の実行委員だけでなく参加

者の皆さんに多大な迷惑をかけてしまったことを本当に申し訳なく思う。分科会において

は実行委員としての業務の多忙さゆえに十分にコミットすることができず、分科会メンバ

ーに多くの負担をかけてしまった。	また、36 期で参加者として多くの成長を実感したこと

から、次は自分が成長の場を提供したいという動機で努力してきたものの、同じ学生である

他人の成長は導くものではなく、本人の主体性によって勝手に得られるものだという結論

に至った。しかしながら、そんな中でも 37期日中学生会議が成功できたのはひとえに周囲

の人々の支えがあってこそであり、参加者や実行委員はもちろんのこと、この学生会議に関

わってくださった全ての方々に感謝の気持ちを表したい。これまでの失敗をバネに、他の分

野で躍進できるよう自身の新たなアイデンティティと向き合いながら、日中関係のこれか

らについて模索したい。	 後に、36・37 期 OG として日中学生会議の今後の活動に注目し、

応援し続けたい。来年の夏はさらに実りのあるものになるよう、成功を祈っている。	

	

中村	美穂	

「中国を知り、日本を知りたい。」それが日中学生会議に参加する動機であった。この目

的は十分に達成することができた。3週間中国で過ごすという経験は、私にとって初めてで

あり、共産党が日常生活に与える影響や中国経済の発展を身をもって感じ、日本と比較する

ことにより、日本を客観的に見直すことができた。議論においても、中国と日本の現状比較

を通して、今後の日中両国のビックデータのあり方を議論し、知見を深めることができた。	

しかし、日中学生会議を通してそれ以上の「発見」をすることができた。それは「自分を

知る」ということである。3週間の共同生活は、参加者同士の対話の日々だった。もちろん、

うまくいくことばかりではなく、難しさを感じることもあった。しかし、対話しなければ得

られない発見が多く、対話に悩んだ時間も決して無駄ではなく、有意義で価値のある時間で

あった。様々な対話を通じて、相手を理解するだけではなく、自分は何者であるのかという

ことを深く考える機会にもなり、自分の新たな一面に気づくことができた。	

日中学生会議は、人生のなかでも発見の多い充実した、濃いものとなった。今後も知見を

深めつつ、人との関わりを通じて自分を見つめ直しながら、発見し続けていきたい。	
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落合	拓朗	

日中学生会議には 2つの目標を掲げて参加をした。中国社会の進んだキャッシュレス化・

それに伴った関連サービスの現状を生活で感じること。中国側参加者との議論・交流を通し

て、彼らの考え方を知ること。	

中国で 3 週間過ごしてキャッシュレス化の便利さを体験した。自動販売機からショッピ

ングモールの店舗とありとあらゆる店舗で、微信支付・Alipay を使った QR コードで支払い

ができた。一方で、現金の支払いは可能であるが釣銭の準備が不十分など、不便さを感じる

ことが多かった。さらに、ブラックライトや偽札判別機など店舗に設置していることが多く

現金に対する信用度が低いと感じられた。また、シェアサイクル・シェアアンブレラなど日

本では一般的ではないサービスも広く普及しており興味深い滞在となった。日本において

は、LINE が本格的にキャッシュレス化社会を目指して動き出したばかりである。日本の未

来を中国に滞在して感じることができたのは価値ある経験になった。	

中国側参加者とのディスカッションを通して、日本と中国に隔たる壁を発見することは

できなかった。歴史・安全保障分科会といった対立する問題を扱うのではなく、経済分科会

という両国間での協力が国益を生むトピックであるからこそ壁が無かったと考えられる。

中国側参加者に対する印象は、想像できない努力をして大学に入学し、人生において明確な

目標を持って学び続けているというものであった。これからの中国社会を牽引していく学

生が多く参加しているのだろうと感じた。彼らの姿と自分の姿を比べると危機感を強く感

じた。	

	

小宮	勇馬	

日本から出たことがなかった私にとって、今回の日中学生会議は刺激的な経験であった。

中国に対し関心はあるものの好印象を抱いていたわけではない私が応募した理由は、ただ

ひたすらに自らの目で中国を確かめたかったためである。実際に感じた中国は、文献や他者

から伝え聞くものとは必ずしも一致していなかった。中国側の参加者は勤勉で礼儀正しく

心優しい人が多く、彼らと 3 週間に渡り交流を深めたことは自分にとって非常に貴重な経

験であった。	

	 それと同時に、自らが今後克服すべき課題をいくつも認識した。何よりもまず、語学力の

向上は急務である。「言語の壁」は思っていたよりも高く、通訳を介すると齟齬が生じるこ

とは避けられず、かといって片言の英語では深い意思疎通は望めない。	

一方で、数多くの収穫もあった。日中両国に良い友人を大勢持つことが出来たことは私の

財産になるであろう。そして個人的に も印象に残ったことといえば、他者との相互理解が

いかに難しいものであるかということだ。本会議以前は相互理解の難しさというのは中国

側との間に感じるものであると思い込んでいたが、実際には言語・文化の違いは相互理解を

阻む要素の 1 つでしかなかった。私の中では他者との間に完全な相互理解は存在し得ない

という結論に達したのだが、だからこそお互いを尊重し理解しようとする努力を怠っては

ならないと強く感じたこともまた事実である。	

	 後に、このような素晴らしい機会を与えて下さった実行委員及び関係者の皆様には、心

から感謝申し上げます。	
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小古間	隆	

	 これまでの日本と中国の歴史を顧みると、両国の国交に分断がありながらも、多くの文化

や知識を共有し、お互いの歴史を歩んできた。しかし、明るい未来を見据えながらも、両国

では、反中および半日感情が多く見られ、未だ過去を拭いきれていない。そんな中、私は日

中の相互理解を目指し、中国人とはどのような人たちなのか、そして中国とはどのような国

なのかを理解することを目標に参加した。20日間の共同生活を経て、うっすらではあるが、

理解できたことは、中国人と日本人の間では、多少の違いがありながらも、結局は同じ「人

間」であり、非常に多くの共通項があることを実感した。嬉しいこと、悲しいこと、そして

楽しいこと、このような人間としての基本要素というものは、国籍の違いに関わらず、普遍

的に共有していることなのだと強く感じた。そして、中国に訪れ、その近代性と人々の活気

を目の当たりにした際には、中国の発展を肌身に感じ、心から驚いた。	

昨今の中日関係は、お互いの歴史認識の違いなどにより、政治的な軋轢や国民感情の高ま

りなどが未だ見られるが、このような市民レベルでの対話というのは、これからの日中の関

係をより良くしていくに違いないと私は確信している。 後に、日中実行委員の皆さん、そ

して日中学生会議にご尽力を頂いたすべての方に御礼申し上げます。	

	

	

安全保障分科会	

渡邊	隆寛	

昨年参加した時に、安全保障という日中両国が対立しうる話題を扱っているのにもかか

わらず対立せず、日中関係にある壁の 1 部分をみるだけで終わってしまったということが

心残りであったことから、今年は対立し、議論を交わし、壁の厚みを身を以て知ることが個

人的な目標であった。お互い背負っているものがない学生同士が敏感な話題を扱わずにい

たら学生会議である意味がないとまで思っていた。今年は壁に当たることができたが、今の

私にはその壁を越えることができるとは全く思えないほどその壁は強大なものであった。

しかしそのような壁に当たることができたのは日中学生会議に参加しようと思ったからで

あり参加してよかったと思っている。	

壁に当たる経験も学生会議に参加して得たかけがえのない経験ではあるが、参加して得

た一番のものは参加者との縁である。分科会を 5 人ですることで議論の時間も支え合うこ

とができたと思っているし、議論の時間以外も基本的に分科会メンバーで過ごしたことも

あって深い友情を築くことができたと思っている。このような素晴らしい機会を一緒に作

ってきた実行委員の人たち、日中学生会議を支援してくださった方々にはとても感謝して

います。 後にこの会議がこの先も続いて行くことを願って個人レポートを終わらせてい

ただきたいと思います。	

	

占部	昭裕	

「中国ってどんな国なんだろう、行ってみたい。」そんな漠然とした思いからこの会議に

応募したのだが、顔合わせ合宿からの 3 か月間は本当に予想していたよりはるかに刺激的

だった。これはこの会議を通して色々な人に接したことが大きいように思う。同じ日本側で

さえ大学も学年も多様で、これまで基本的には同じ大学の人としか関わってこなかった自

分としてはその違いにカルチャーショックを受けた。と同時に、メンバーと夜を徹して話し

てみて、個人がみんな面白くていい人であることを実感した。刺激的なのは中国に行っても

同じであった。中国側メンバーも日本側と同様に個性豊かなメンバーが多く、話していて楽

しかった。	
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この会議を通して強く思ったことであるが、大事なのは人と人との結びつきなのだなと

いうことである。確かに分科会での議論も大切ではあるが、それ以上に大切なのは人と人と

がお互いに楽しんだり、嬉しくなったり、時には笑い、時には泣きつつ交流を深めることで

あるように個人的には思う。人と人との結びつきが重要であることを知れたという点で、こ

の会議に参加して良かったと思う。	

それと同時に、人と人とが上手く交流をするには全力でいなければならないということ

も痛感した。日中学生会議はおよそ 60 人の人間で構成されている以上、絶対どこかで衝突

は起こるものだし、そうなる可能性は常に孕んでいる。それを防ぐためには一人一人が相手

のことを理解しながら、常に思いやりを持って接しなければならない。そうすることによっ

てはじめて人と人との交流が上手くいくと思う。そういった点でこの会議中みんなが思い

やりをもって接してくれたのには本当に感謝している。みなさん本当にありがとうござい

ました。	

	

土屋	勇魚	

「対立」、それはたった 1つの単語だが、この夏の３週間という中国で過ごした期間で、

私はこの単語の意味の多様さを強く気付くこととなった。私たちが普段「対立」と呼ぶもの

は、自身と他者とのぶつかり合いであったり、自身の内面と外面のぶつかり合いであったり

する。その「対立」の内では、自身の「欲求」が自身の言動、行動が牛耳っている。しかし、

安全保障における日本と中国の間での「対立」ではどうだろうか。もし日中間での安全保障

面での「対立」と聞き、それが自身の「欲求」からくるものであると言えるのであろうか。

実際のところ、中国人学生と議論を行う前、私はこの議論における「対立」は普段のものと

何ら変わりはないだろうと思っていた。しかし、現実は違っていた。安全保障における「対

立」とは、自身がこれまでの人生で経験してきたこと、受けてきた教育によって形作られた

一種の「主観」というものに起因しているということを知った。この「主観」から抜け出そ

うと努力したとしても、我々は学生であり、それの影響力の「檻」から抜け出せるだけの確

固たる知識を持っておらず、抜け出すことは困難である。この「主観」の「対立」こそ、日

本・中国間の「壁」であり、相互理解を成し遂げるには、この「主観」の「檻」から抜け出

すことが必要なのではないだろうか。理論がない安全保障の議論とは、言わば理想を唯述べ

ているだけである。しかし、お互いに理想をぶつけ合い、その過程で「対立と主観」という

日中の「壁」を知り、それを超える努力をするに至ったことができ、尚且つ安全保障の奥深

さについて触れられる機会を得られ、本当に有意義な 3週間であった。	

	

	

南	泰葉	

本会議を終えてから早 2週間が経つ。帰国後の日々を振り返ると、ふと写真を見返しては

思い出に浸ったり、分科会のメンバーと毎日のように連絡を取り合ったり、と未だに日中学

生会議は私の生活に深く関わっている。それほどに中国での 3 週間は私にとって衝撃的な

ものだった。	

日中学生会議のメンバーは皆が皆、「オンリーワン」の存在だったと思う。様々な価値観

を持つ人と接する中で、自分と相手の思う「当たり前」が異なることを知り、毎日刺激を受

け、また自分自身がどういう人間なのかを客観的に見つめ直すことが出来た。これほどキャ

ラの濃い集団に出会ったのは初めてであるが、三週間を通して感じたのは、年齢や国籍は、

個人のアイデンティティーを構成する小さな要素に過ぎないということだ。中国に行く前

は、中国人は声が大きくてマナーが悪いなどの固定観念を捨てられずにいた。しかし、蓋を

開けてみれば、自分の知る多くの日本人よりも繊細な心を持つ中国人メンバーがいたり、皆

思いやりに溢れていて優しい人達だったり、と自分が抱いていたのは偏見に過ぎないと知

り恥ずかしく思った。また年が離れているゆえに 初は距離を感じていたメンバーともす

ぐに打ち解け、同い年のように接することが出来た。どちらも普段の学校生活では得られな
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い経験であり、このような素晴らしい機会を得られたことに深く感謝している。一方、分科

会での議論では、国籍ゆえに乗り越えられない壁があることを知った。努力をすればいつか

分かり合えるというのは幻想に過ぎないと受け入れるのは辛いことだが、これから様々な

人と接していく中で、1人 1人の個人には譲れない背景があることを知っているからこそ相

手に対して寛容になれるのだと思う。全ての面において実りの多い 3週間であり、学びに溢

れた日々であった。	

	

椋田	七海	

日中学生会議に参加したのは、中国のことを中国で中国人に聞きたい、と思ったからであ

る。国際政治を学んでいる身として、自分が中国に対して疑問に思うこと、知りたいと思う

ことを素直に伝えれば、相手もそれに答えてくれるだろうし、本会議を共にする仲であれば

尚更だろうと考えていた。大人では容易に触れない、そして持ち出せない話題であっても、

「学生」であれば持ち出しても許されるであろう、また、「学生」だからこそ持ち出せるの

だろう、と勝手に考え、好奇心の赴くままに議論を行った。しかし、想像していたようには

いかず、相手との仲をも壊しかねない状況にまで陥ってしまった。よく言われる、中国の

「タブー」というものを全身で感じ、やはり越えられない壁があるのだと、強く感じた瞬間

であった。本会議で蓄積してきた仲に亀裂が入るほどのタブーとは何なのか、どうして隣国

と仲良くしようとしてもこのような壁が立ちはだかるのか、その「状況」すべてに絶望しそ

うにもなった。この 3週間の間で、仲を深め、楽しい時間を過ごすというありきたりなもの

だけでなく、その後に亀裂が入りかけ、絶望まですることなど、そうそうないことである。

この短い時間で様々な感情を抱いたことは、自分にとって忘れられない経験である。中国と

「うまく付き合う」ことと、「相互理解」をすることは全く別のことだと感じた。うまく付

き合うことは容易でも、相互理解は難しい。日中学生会議に参加しなければその意味を、身

をもって体験することはできなかっただろう。このような場を提供してくれた実行委員と、

ともに議論をしたメンバーには感謝の気持ちでいっぱいである。	

	

	

メディア分科会	

長井	孝一	

私は、今年の 2 月から 7 月まで中国の武漢大学に半年間の留学をしながら、日中学生会

議に参加した。また、日中学生会議には 2度目の参加でもあったため、中国のことを分かっ

ている、理解している、中国人はこういう人だろうという慢心があった。しかし、今年の第

37 回日中学生会議に参加をして、自分が思い描いていた中国の概念が覆させれらただけで

はなく、自分が中国のことに対してまだまだ無知であるということを再認識した。さらに、

日本のことに対しても無知であることを再発見した。また、去年との成長した点としては、

半年の留学を経験したということもあり、中国側参加者の意見を聞くということにおいて

は困ることは少なかった。しかし、自分の意見を発言するということは、まだまだ力不足で

あることを再認識した。	

今年度は、中国開催ということと、昨年度よりも日数が長く、4都市を回ったということ

で個々の関係を深めることが出来たと思う。私は 9月から来年の 2月までまた中国に行く。

そのため、この日中学生会議で見つけた縁を大切にし、さらに中国と日本のことについて学

ぶことが必要だと感じた。そして、未来の日中関係に少しでも貢献できるような青年へ成長

していきたい。	
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志塚	総	

日中学生会議の一員となってすぐに大阪で顔合わせ合宿を行ったのだが、その一日目の

実行委員長の言葉は学生会議というものに初めて参加する自分にとっては理解しがたいも

のだった。「分科会メンバーは家族みたいな存在になる。」本会議を終えた今、その言葉の

真意を十分納得している自分がいる。自分はメディア分科会に所属したのだが、メディアに

関する議論を時にはセンシティブな内容を取り入れつつ行った。自身にとって印象的だっ

たのは、中国側がメディアについて語ると、新聞やテレビの多くが国営であるいうこともあ

り、どうしても「国」という大きな壁にぶつかってしまうということだ。そこは日本にいる

だけでは把握しえない点だと感じた。また、１都市目の北京で大体の方向性は決まったと思

っていたが、３都市目の南京でその方針について再考して４都市目の上海に臨んだという

ことも、メンバー全員で 1 つの提言をするうえで貴重な経験だったのではないかと考えて

いる。そんな分科会メンバーとは議論だけでなく観光だったり、何気ない食事だったりも一

緒に過ごして、「あぁ、本当に家族みたいだな」と思っている。いや、第３７回に参加した

全員が家族みたいだと言っても過言ではない。	

	

北條	久美	

日中学生が共に 3週間過ごす中で心から笑い合える友達ができた。そこには私が今まで

`3 度訪中した時とは違う感覚があった。それは私にとって中国人の友達というのではなく、

本当に大切な友達がたくさんできたことである。メディア分科会家族の一員として、何気な

い日常会話や、缶詰め状態での議論をする中で、今までの私は国籍にこだわる傾向があった

が、考えや価値観は国籍によって違うのではなく、人によって違うということを再発見でき

た。国境を越えた同じ人間同士が熱く語り合い、時には対立し、手を携えれば、その分世界

が広がり、見えなかったものも見えてくる。それが今回の日中学生会議を通して見つけるこ

とのできた、日中間に常にある見えない壁であり、日中関係を生涯に渡り良好にしていくた

めには、「真の友好とは何か」を追求し、その壁を超える必要がある。そして、私たちが直

接壁に当たりながらも築くことのできた友情こそ、見えない壁を越えられる材料になると

思う。この友情を次に繋ぎ、どんなに厚い壁でも怖いもの知らずにぶつかっていけるのが、

私たち学生の特権であり、使命であると気づいた。今、友に感謝を伝え、日中友好を共に築

き上げていきたい。	

	

松村	瑞希	

私は日中学生会議を通して中国人の温かさを実感したことが印象に残っています。日本

と中国の間には歴史や政治問題があるので、会議が始まるまでは中国側の参加者とうまく

やっていけるか不安な部分もありました。しかしその心配は不要だったとすぐに気がつき

ました。一緒においしいものを食べたり、博物館に行ったり、たくさん話をして、中国人学

生の優しさに触れました。私が体調を崩して観光に行けなかったとき、中国人の友達がお土

産を買ってきてくれたこともありました。メディアを通して見る中国と、実際に肌で感じた

中国には大きな差がありました。国家間の問題ばかりに注目すると、中国と日本の間には溝

があるのではないかと感じてしまうことがあります。しかし日中学生会議で３週間も中国

人学生と一緒に生活し終えた今なら、民間レベルではその溝はほとんどないと言えます。ま

だ解決されていない日中間の問題は多くありますが、参加者だけでなく街の人も含めてた

くさんの中国人が親切にしてくれて嬉しかったです。この会議を通して、現地に行って自分

の目で物事を見る大切さを強く感じました。	
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翁	羽翔	

私個人の意見として会議全体の満足度は高い。それは充実した楽しい日々を過ごせたか

らだと思う。中国人と仲良くなれたのはもちろん日本側の参加者とも仲良くなれた。それは

自分の分科会以外の人達も含まれる。北京の宿では環境は劣悪だったが、代わりに他の分科

会とお酒を飲みながらゲームをしたりする日々は楽しかった。他の宿では他の人達との交

流はあまり無くなったが、代わりに同じ分科会の人達とずっと一緒にいることができた。3

週間ずっと一緒にいることで仲はとても良くなり、それだけでこの会議に参加してよかっ

たと思えた。議論では普段はあまり率先しない自分が全体をリードすることができて、新し

い経験だった。もちろん不安が全くなかった訳ではなかった。 初の頃の議論は行き詰まっ

たし、途中まで議論していて、納得いかない部分は多々あった。それは全て自分たちの勉強

不足に起因しているので、会議が始まる前にもっと勉強すべきだったと後悔した。しかし後

悔先に立たずと言われるように、もう始まった会議を止めるわけには行かないので、四苦八

苦しながら本番のプレゼン発表までやり通し、プレゼントが終わった後メディア分科会の

プレゼンはとても良かったと他の人達から言われた時はとても嬉しかった。多くの出来事

があったがとても有意義な 3 週間を送ることができて、関わってくれた人たちにはとても

感謝している。ありがとうございました。	

	

	

ジェンダー分科会	

野島	久嗣	

思い返せば、日中学生会議とは何かということ常に考えていた 1年であった。私は、渉外

担当として、当団体の活動に対してご支援をいただけるよう、財団の方々に日中学生会議の

意義や期待できる成果などを伝えてきた。私の考える日中学生会議とは、そもそも日中両国

の学生による議論がメインであり、その中で切磋琢磨し、己の限界と戦うものであり、その

労をねぎらうという意味で観光やそのたの娯楽があるのだと考えていた。「日中学生交流」

でも「日中学生観光」でもなく、「日中学生会議」であるからだ。交流や観光をメインとし

たいのであれば他の学生団体に参加すればいいのである。そして、この考えを財団の方々に

伝え、ご支援をいただいてきた。日中学生会議が終わった今、私たちの活動を見返すとどう

であろうか。本当に、実行委員をはじめ、参加者全員がこの考えを共有して中国での 3週間

を過ごしてきたであろうか。私はこの問いに対して自信を持って首を縦に振ることはでき

ない。むしろはっきりと、否と答えるであろう。	

私は実行委員として約 1 年間運営として当団体に関わってきたのだが、実行委員内の会

話で「日米学生会議」が話題に上ることがよくあった。設立年から見れば当団体の先輩にあ

たる団体である。ここで私が引っかかっていたのが、日米学生会議を私たちとは別格の団体

であるように扱う実行委員内の雰囲気だ。歴史もあり、成果も残しており、社会的な信用も

ある。そんな日米学生会議だから羨望の目で見るのはある程度理解できる。しかし、 初か

ら追い付けない、別格な存在であるとすることは大きな誤りであると感じる。日米学生会議

を良きライバルと認識し、彼らよりも良い議論をし、良い成果物を残してやろうという心持

ちで団体を運営して行かなければならない。その態度が参加者にも伝わり、相乗効果が生ま

れるのではないだろうか。	

		報告会及びご支援頂いた皆さまへの報告書提出を以って私たち 37期日中学生会議の活動

は終わりを迎えるが、私は 38 期を支えていきたいと考える。38 期の実行委員には、来年の

夏、日米学生会議に負けない死力を尽くした議論ができるようにしっかりと準備し、活動が

成功に終わることを期待する。	
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西岡	風花	

5 月からの分科会活動、合宿、FW、本会議など様々な活動から、新たな物事の見方を得る

ことができた。新たな物事の見方とは、FW 先で出会えた人たちからのお話し、論文や資料

からだけではなく、自分の意識を変えることで、日常の中での家族や友達との会話の中から

も知識や、自分の持っていない視点を発見することができるというものだ。そして、そこか

ら新たな視点をインプットするだけではなく、その意見、データや研究結果などから気づき

をもとに自分はどう考えるのか、をアウトプットすることの大切さに気付くことができた。

アウトプットをすることで、自分の得た情報を周りの人に共有でき、また新たな意見に出会

うことのできる可能性も広がる。インターネットが発達した現代で、アウトプットをする場

所は、友人や家族間の会話の中だけにとどまらず、SNS を通して、授業の中など多様にある。

このようにすることは、社会の問題について深く考えることにつながり、これらの問題を改

善して生きたいという同じ志を持つ人と出会うきっかけにもなると考えられる。	

私にとっての日中学生会議は、このような新たな発見だけではなく、社会を良くしていき

たいという志を持つ仲間に出会うことのできる場所でもあった。取り組むフィールドや方

法は違えども、この夏に得たことを活かして、一歩でも 1ミリでも誰もが住みやすい社会の

実現に近づくことのできるよう更なる学びを深めていきたい。	

	

菅	隼人	

今回の日中学生会議では、まずは中国側、日本側に限らず、日中学生会議を通して大学や

普段の学生生活のなかでは知り合えない人達と知り合えたことが印象に残っています。	

分科会活動ではいつも自分が大学の学部での勉強ではできなかった知識や視点を得るこ

とができたのは確実に今の自分に繋がっていると思います。	観光では、自分が既に行った

ことのある北京、西安、上海の三都市ではガイドのような役回りも果たしながら自分も楽し

み、初めて訪れた南京では、歴史の凄惨さを実感しながらもお互いに手を取り合って、前に

進まなければならないという現実を受け止めることができました。	また、夜中にホテルの

一室に集まってみんなでお酒やジュースを片手に、おつまみを食べ、恋バナや雑談に花を咲

かせたのもとてもいい経験になりました。	もし、参加を迷っている学生がいるならば、ぜ

ひ参加してみて実感してほしいです。実際に中国で学ぶ学生と共同生活をし、３週間という

長い時間をかけて本音で議論、または交流することで、自分の中の中国像が確実に変化する

と思います。自分が疑問に思っていることを、書籍やメディアで解決するのではなく、学生

会議のような民間交流をはじめとする直接的な交流を通して理解してほしいです。		

	

古賀	優奈	

ジェンダー分科会では、LGBT と男女格差を取り上げ、議論しました。この分科会を通じ

て得た力は、「先入観をとっぱらい、物事の本質をみる」ということです。無意識にされて

いる差別や区別（男は泣かない、女はおしとやかになど）が社会に及ぼす影響をしっかりと

学ぶことで、ジェンダー問題は社会のあらゆる場面にあることを知りました。一見、特定の

分野の分科会かもしれませんが、私たちの生活のありとあらゆる場面で活きていく分科会

だと思います。	

日中学生会議に参加して全体的に感じた事は、深い議論をしに来たのに、それができず、

期待外れという気持ちでした。大学 後の夏に、中国の学生と深い議論をしたいと思い、準

備をして力を注いできましたが、日中学生会議という組織の意識は、議論が中心ではありま

せんでした。優秀な学生も多くいたと思いますが、遊びに来ているような学生と混在し、も

ったいなかったです。	
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しかし、一から作り上げる日中学生会議だからこそ、私は次回に期待しています。今回の

失敗から運営体制も今までとは違ったものになり、日中学生会議が変わる分岐点にあると

感じています。学生である今、学生会議に参加することは、立場を考えずに本気で腹を割っ

て話す、またとないチャンスだと思います。ただ、今回参加して思ったことは、日中学生会

議は会議をする以外に、会議ができる環境を全員で作ることが重要です。なので、全員が日

中学生会議を作るという意識を持って、自ら考え動くことができる人に是非参加してもら

い、日中学生会議を変えてもらいたいと思います。そして、成功も失敗も含め、日中学生会

議でしたことを誇りに感じてもらいたいです。	

	

田鍋	すみれ	

まず分科会では、参加者それぞれが本会議に求めているものが少しずつ異なり、皆の目的

をどう達成していくべきか、非常に悩んだ 3週間だった。ジェンダー分科会が扱っているテ

ーマは、「みんなが生きやすい社会にするにはどうしたら良いか」であったため、分科会と

いう小さな単位から、そのテーマを実現することの難しさを感じた。本会議は終わってしま

ったが、今後もじっくりと考え続けたい。	

観光において特に心に残っているのは、南京大虐殺祈念館の見学である。どんなに時が経

とうとも、過去から学ぶ姿勢だけは忘れてはならないと痛感した。また、悲惨な歴史があっ

てもなお、日本人である私に温かく接してくれる中国人学生がいるということが、とても有

り難く感じた。	

この 3週間、分科会や観光だけでなく、多くの人と一緒にご飯を食べたり、同じ部屋で泊

まったりした。参加者同士の距離がとても近かったからこそ、もっと感謝の気持ちや嬉しか

ったことを、相手に素直に伝えられればよかったな、と感じている。	 	

「参加者を第一に」と尽くしてくれた実行委員、分科会リーダー、そして私に関わってく

れたすべての参加者の方々へ。3週間、ありがとうございました。	
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第四部	 おわりに	
1.	謝辞	

第 37 回日中学生会議はたくさんの関係者の皆様にご助力をいただき、無事運営・開催

を経ることができました。日中学生会議の活動をご理解いただき、そしてご協力していただ

いた全ての方々に心から感謝を申し上げます。今後も引き続き日中学生会議をご指導、ご鞭

撻くださいますようよろしくお願い申し上げます。	

第 37 回日中学生会議実行委員会一同	

2.	ご助成	

一般財団法人	 MRAハウス	

独立行政法人	 国際交流基金	

公益財団法人	 平和中島財団	

公益財団法人	 双日国際交流財団	

公益財団法人	 三菱 UFJ 国際財団	

公益財団法人	 東華教育文化交流財団	

	

3.	ご後援	

中華人民共和国駐日本国大使館	

公益財団法人	 日本中国友好協会	

日中環境協会	

	

4.	ご協力	

日中学生会議	 OBOGの皆様	

日本中国友好協会	

お茶の水女子大学	 グローバル協力センター	 青木	健太様	

在中華人民共和国日本国大使館	 広報文化参事官	 福田	高幹様	

在中華人民共和国日本国大使館	 参事官	 佐藤	仁美様	

	

5.	ご助力		

早稲田大学	 毛里	和子名誉教授	

リクルート次世代教育研究院	 小宮山	利惠子様	

ベネッセ総合研究所	 邵	勤風様	

外務省	大臣官房	情報通信課長	 小川	秀俊様	

研究大学院大学	 道下	徳成教授	

言論 NPO	 工藤	泰志様	

中日新聞/東京新聞社中国総局社北京支局	 中澤	穣様	

国際協力・ジェンダー専門家	 大崎	麻子様	

東京大学大学院総合文化研究科	 瀬地	山角教授	

共同参画センター横浜	 新堀	由美子様	

渋谷区役所	

	

6.	顧問	

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科	 天児	慧教授	

近畿大学文芸学部	 上田	貴子准教授	

東京大学大学院総合文化研究科	 阿古	智子准教授	


