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第41回日中学生会議の活動終了にあたって 

 

日中学生会議顧問 天児慧 

 

日中学生会議の皆さん国交正常化50周年のイベントは本当に中身の濃い、充実したものに

なったと思います。その上、大手新聞社、テレビ局などの報道に取り上げられ、大いなる収

穫をあげられたと思います。この成功を大変嬉しく思い、同時に大心よりおめでとうござい

ますと言わせていただきます。ご承知のように、日中関係は国交正常化50周年という記念す

べき時を迎えながら、政府レベルでも、民間友好団体レベルでもまともな記念行事を開催す

ることができず全く不本意な状況を強いられておりました。このような中で、あなた方若者

の今回の企画は、突出して意義ぶかいものとなっており、その意味で注目される一石を投じ

たと思います。 

その原因を考えてみますと、第一に、皆さんの多方面にわたる創造的な活動が効を奏し、

日中に関心のある新しい人々の参加が実現したことにあります。第二に、世代の異なる日中

関係の専門集団=日中関係論壇とのコラボレーションはがうまくいき、ときに専門的な視点

が企画や議論の中に加えられ、シンポジウムの質が高められたように思います。そして第三

に、絶妙のタイミングでメディア関係者が動いてくれたことにあります。したがって、この

成功は皆さんだけの力で実現したものではありません。しかしコアな部分で実行委員会の皆

さんの活動があったことも事実です。シンポジウムでも語られておりましたが、50周年は終

わりではなく、次への50周年のスタートでもあります。はっきり申し上げて、これからの道

のりの方がはるかに厳しいものになるかもしれません。しかしそれだけに大いにやりがいの

ある、可能性のある仕事になると思います。私も皆さんに大いに期待し、ささやかながらサ

ポートさせていただきます。   
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共に模索する人間らしい生き方 

 

阿古智子 

 

日中国交正常化50周年を迎えた2022年、私はメディアに取材を受けたり、講演会に呼んで

いただいたりする機会があり、大学で中国語を専攻して以来の私の中国との30年以上にわた

る付き合いについて度々考えていた。 

思い返せば、湖南省の農村で教育援助に参加しながら、フィールドワークを始めたのは大

学院1年生の時だった。その後、他の農村でも援助活動を行ったが、私は援助を提供する側

にいたこともあって、どこに行っても現地の人々は「歓迎歓迎、熱烈歓迎！」と「日中友

好」を強調して迎えてくれた。 

しかし、2001年に中国のジャーナリストと内蒙古自治区を訪問して、私の中国農村への見

方は180度変わった。内蒙古での経験については、一部拙書『貧者を喰らう国』（新潮選

書、2014年）でも触れているが、過剰な農民からの取り立ての実態を調査していた中国のジ

ャーナリストに同行した私は、貧困の根源にある政治腐敗の現実をまざまざと見せつけられ

た。学校を建てるため、井戸を掘るためだとせっせと日本からお金を運ぶだけでは、中国の

貧困問題は解決できない。それどころか、外から入ったお金が腐敗を深化させることもある

と痛切に感じた。 

私はその後、極力現地の人たちとともに活動する中で中国社会を見ようとしてきた。そう

した手法は、社会学で参与観察と呼ぶ。参与観察を行う際には、自らの位置を常に確認し、

自らと研究対象の関係性を明示することによって一定程度の客観性を確保する必要がある

が、内部者の視野を得るために「参与」すると、どうしても研究対象に対して感情移入しや

すくなる。「文献や統計資料に基づく研究ならそこまで入り込まない」と言われるかもしれ

ないが、中国の奥深い部分を見ることは、どのタイプの研究でも必要であろう。 

中国の問題を批判的に捉える中で、私は人間一人一人が自ら主体的に学び、行動できる環

境こそが、人間の自由な発想を促し、生活を豊かにすると考えるようになった。当然それ

は、日本における自らのあり方についても、同じように言えることである。 

中国と日本の間には乗り越えるべき多くの問題が存在しているが、日中学生会議の皆さん

には、人間らしく生きることを共に模索していって欲しい。 

 

  



3 

 

価値観共有の可能性 

 

上田貴子 

 

第41期日中学生会議も盛会のうちに終わろうとしております。まずはお祝い申し上げま

す。また、昨年に引き続き、今年もオンラインで報告会に参加させていただき、ありがとう

ございました。 

年々可能性を拡げる活動に、今年も学ぶところが沢山ありました。キャンパスライフのよ

うに日常的に会う行為はコロナウィルス感染症の影響で減少し、人とのつながりが希薄にな

っている実感をうけます。しかし、日中学生会議のように、遠くから人が集う活動について

は、リアルで行うよりも頻繁にコミュニケーションをとる機会に恵まれ、質を高めていると

実感しました。「おはよう運動」などは、思いもつかない活動でした。「つながりたい」と

いう気持ちの強さが色々な方法を試す勇気を生み、解決につながっていくのでしょうね。 

今回の報告会ではサブカルチャー分科会とメンタルヘルス分科会へのコメントをさせてい

ただきましたので、こちらを中心にここでも話題提供をさせていただきます。 

サブカルチャーは消費型の文化とされる側面もありますが、だからこそ多くの人がそれを

消費することを娯楽とし、そこで価値観の共有がされます。とはいえ、30年ぐらい前まで

は、アニメや漫画やゲームといった分野のサブカルチャーは子供だけのものとされ、20代以

上の成人にとっての価値観の共有につながる可能性は感じられませんでした。それが現在は

成人は当然のこと、異なる言語圏においても共有されるというのは驚きです。 

漢字文化圏におけるサブカルチャーとしては、ここでは『水滸伝』を挙げてみます。近世

に漢籍が中国から漢字文化圏に輸出され、江戸時代の日本に『水滸伝』が伝わると、錦絵が

作られるほど大きなブームとなりました。ゼミの学生が『水滸伝』と『ONE PEACE』を比較

して卒論を書いたことがありました。特殊能力をもった集団が、己の正義を信じて政府とも

衝突する冒険の物語という点で、両者はとても似ているのです。 

日本では明治時代以降も、江戸時代の読本から発展した娯楽小説がつくられ、そこにある

娯楽性は現在の漫画にも受け継がれています。『ONE PEACE』が生まれる土壌にはこの過程

で洗練されていった東アジア共通の大衆が感じるおもしろさがあるから日本国内にとどまら

ない人気があるのかもしれません。さらに、サブカルチャーは新しい価値観も取り込んでい

ける可能性があります。これからの人類社会で必要とされる、マイノリティを放置しない、

環境問題も語る、生きづらさも掬い上げるなお、今回の報告会を通じて、そういう問題を共

有できるプラットフォームが20代から生まれるかもしれないと感じました。 

メンタルヘルス分科会や環境分科会でとりあげられた問題は、一人で抱えらませんし、一

つの言語圏だけの問題ではありません。教育、ITもかかわってきます。ネットを駆使して、

言語も空間も克服し、これらの課題を自分たちの問題として取り組まれた姿を報告会や報告

書で拝見することができました。皆さんの今後の活動にも、次世代にも引き継がれていくも

のと信じてエールを送ります。加油！ 
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第41回日中学生会議 日本側参加者名簿 
 

委員長 今井美佑 復旦大学 経営管理学部 3年 

メンタルヘルス 徳永潤 近畿大学 国際学部 4年 

メンタルヘルス 山本綾音 市川学園高等学校 なし 1年 

メンタルヘルス 石橋世菜 和歌山県立橋本高校 なし 2年 

メンタルヘルス 横尾洋昌 立命館大学 国際関係学部 2年 

メンタルヘルス 佐藤優菜 アメリカ創価大学 リベラルアーツ学部 2年 

環境 勝隆一 慶応義塾大学 法学部 4年 

環境 平野恵理 上智大学 法学部 1年 

環境 菱井創 早稲田大学 文学部 4年 

環境 小林万桜 慶応義塾大学 文学部 4年 

環境 川端萌香 立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 2年 

サブカルチャー 山下紗季 神奈川大学 外国語学部 4年 

サブカルチャー 木築のぞ美 聖心女子学院高等科 なし 2年 

サブカルチャー 竹内晴一郎 慶応義塾大学 法学部 3年 

サブカルチャー 三浦充央 北京外国語大学 中国語言文学学部 4年 

サブカルチャー 吉本樹李 近畿大学 国際学部 4年 

教育 曹可臻 大阪教育大学 教育学部 2年 

教育 中谷純己 立命館大学 国際関係学部 3年 

教育 楢本珠貴 ライデン大学 国際学部 3年 

教育 常惠茗 私立慶進高等学校 なし 2年 

教育 李文佳 慶應義塾大学 総合政策学部 1年 

IT 上野祐香 青山学院大学 文学部 4年 

IT 趙嘉納 復旦大学 メディア学部 2年 

IT 古田花梨 東京外国語大学 国際社会学部 3年 

IT 足達茜 早稲田大学 国際教養学部 3年 

IT 古江泰 早稲田大学 政治経済学部 4年 
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第41回日中学生会議 中国側参加者名簿 
 

委員長 孙逸宸 天津师范大学 信息资源管理 院生 

委員長 王湘娆 河北工业大学 日语 3年 

メンタルヘルス 孙萌 唐山学院 英语 3年 

メンタルヘルス 安家宇 立命館大学 国際関係研究科 院生 

メンタルヘルス 邓秋铃 中国传媒大学 编辑出版学 1年 

環境 张欣欣 华北理工大学 日语 3年 

環境 刘佳君 上智大学 地球环境学 院生 

環境 王湛川 重庆大学 机械自动化 4年 

環境 马羽佳 西安外国语大学 汉语言文学 4年 

環境 李一诺 南京农业大学 动物科学 1年 

サブカルチャー 张华伊 河北科技大学 戏剧影视导演 2年 

サブカルチャー 鄭宇 慶応義塾大学 経済学部 1年 

サブカルチャー 李欣昊 上海交通大学 生物工程 2年 

サブカルチャー 潘梓莹 中国传媒大学 日语 1年 

教育 王璐儿 上海交通大学 日语 2年 

教育 杨钰楚 大阪大学 外国語学部 2年 

教育 張兆雋 関西大学 社会学部 1年 

教育 宾睿 中华女子学院 养老服务管理 1年 

教育 梁昊佳 Syracuse University 建筑设计 1年 

IT 李卓 北京邮电大学 计算机科学与技术 院生 

IT 詹益銓 東京大学 先端エネルギー工学部 院生 

IT 边美雪 東洋大学 経営学部 2年 
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第一部 はじめに 

文責：今井美佑 

一、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41回目の

開催となる。 

 

◆ 理念 

“日中友好へ、学生の挑戦。” 

 

“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

チャンネルとして、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。 

 

◆ 第41回日中学生会議理念 

“『結実』～架け橋となる存在へ～” 

この理念には、当団体の歴史と未来への想いが詰まっている。 

①「今まで積み上がってきたものが出来上がるように」 

 日中学生会議は41回続いている国際交流の学生団体であり、様々な形態で開催してきた。

第40回では、初のオンラインでの開催であった。OBOGが作り上げてきた日中学生会議の歴史

をしっかりと受け継ぎ、未来へのバトンを渡すために1年間活動をやり通す。 

②「縦横の繋がりを大切にする」 

 当団体にはOBOGや日中団体の横断グループ、顧問の先生など携わってくださる多くの方々

との繋がりがある。団体内にとどまらず縦横の繋がりを大事にすることにより、人的ネット

ワークを広げ、同じ志を持った仲間と出会えることを目指す。 

③「これからの未来を担うために歩む」 

 我々は日中の未来を担うという使命があります。日中学生会議での経験を糧に日中の未来

を真剣に想像し、日中関係の新たな可能性を切り開くため、様々な分野で「日中の架け橋」

を体現されている方からお話を聞き、参加者全員が異なる形で飛躍をして欲しいという思い

を込めている。 
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◆ 第41回日本側実行委員会 

役職 名前 所属・学年 

実行委員長 今井美佑 復旦大学経営管理学部3年 

総務 徳永潤 近畿大学国際学部 

渉外・企画 勝隆一 慶応義塾大学法学部 

財務 山下紗季 神奈川大学外国語学部 

広報 上野祐香 青山学院大学文学部 

広報 曹可臻 大阪教育大学教育部 

 

 
写真：第41回日本側実行委員会集合写真 

 

◆ 実行委員会活動 

 第40回日中学生会議終了後、実行委員が公募され、実行委員が決定し、10月末から役職ご

とに引き継ぎが行われた。その後41期自ら委員募集及び選出をし、実行委員6名で活動を行

った。週1回の定例オンラインミーティングを行い、第41回日中学生会議の理念や分科会等

基本的な活動内容を決定した。 

分科会は5つのテーマを設け、所属人数を日本側5名・中国側5名の計10名とした。設定分

科会は以下の通りである。  

 

教育分科会  環境分科会  メンタルヘルス分科会    

サブカルチャー分科会  IT分科会   

 

1. 定例ミーティング 

 41期発足から本会議開催まで、毎週日曜日に1時間の定例ミーティングを行った。ミーテ

ィングは全てオンラインで行われ、41期活動内容の全般は定例ミーティングで議論し、決定

した。また毎週実行委員全員が参加し、顔を合わせることで自然と実行委員同士の中を深め

ることができた。 
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2. 実行委員合宿   

 計2回の実行委員合宿を行った。 

第1回実行委員合宿は、2022年2月4日・5日にオンラインにて行い、日中国交正常化50周年

イベント開催概要、参加者選考基準、本会議までの活動スケジュールを決定した。 

第2回実行委員合宿は、2022年5月20・21日に横浜で行い、参加者決定、キックオフイベン

トと分科会決めイベント及び中間合宿の詳細な開催概要を決定した。 

 

3. 広報・説明会 

 第41回実行委員会では、例年に比べて特にInstagram・Facebook・Twitter等日中学生会議

の公式SNSを活用して日中学生会議の魅力の発信や活動報告などを積極的に行った。また、

全国の大学の教授方にご協力頂き、ゼミ内での宣伝をしていただいた。4月には計3回のオン

ライン説明会を実施し、広報用紹介ムービーやポスター、パンフレットを作成した。 

 

4. 参加者選考 

 本年度は、中国側参加者の渡日がかなわなかったため、在日中国人留学生を中国側参加者

として別枠で募集した。在日中国人留学生の選考は41期日本側実行委員が担当した。 

参加者選考は2段階に分けて行われた。第1次選考はエントリーシートによる書類審査、第2

次選考はグループディスカッションに加え、実行委員との個人面接を行なった。 

グループディスカッションは各グループ約4人で構成され、20分間の時間を設けた。議題は

以下のとおりである： 

 

「今後20年程度にわたって、グローバル化が一層進行するのか、それとも後退するのかを

予想してください。 」 

 

 41期は議論に加え協調性を重視するという観点から、議論において相手の意見を受け入れ

たうえで自分の意見を発言できるか等を審査した。面接はオンラインで行い、面接官は41期

実行委員が務め、厳正な審査のもと、対面参加者である日本側参加者22名と中国側参加者

（在日中国人留学生）7名が決定した。 

 

5. 分科会準備 

 日本側・中国側実行委員どちらもが各自議論したい分野についてプレゼンし、その後全員

の投票と2度の合同ミーティングでの協議の末、最終的に分科会を決定した。実行委員長を

除いた実行委員は各自1つの分科会を担当し、役割として参加者の選出、中間合宿から本会

議までの事前勉強やフィールドワーク先の選出等の準備を行い、分科会活動が円滑に行える

ように努めた。また、中国側の分科会リーダーと求める参加者像やどのような議論を行いた

いか等の認識の擦り合わせを行い、本会議での議論と共同生活に向けて運営面での最終調整

を行った。 
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二、実行委員長挨拶 

第41回日中学生会議実行委員長 今井美佑 

令和4年8月26日をもって、第41回日中学生会議は幕を閉じました。 

日中国交正常化50周年という節目の年である今年に、これからの50年を担う日中両国の学

生が集まり、第41回目の開催を実現することができたこと、そしてこのようにして無事に全

ての活動が終えられたことをとても喜ばしく思っております。開催にあたりご協力いただい

た顧問の先生方ならびにOBOGの皆様をはじめとした関係者の方々に厚く御礼申し上げます。

また新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の影響を避けられない厳しい状況下でも、新し

い交流の形を模索し、会議を実現・成功させるために1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共に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申し上げます。 

 

 今回は中国側参加者の来日がかなわなかったため、中国側参加者とはオンラインでつなぎ

、日本側参加者と在日中国人留学生は対面で参加するという初の試みとなりました。第38回

の開催以来となる対面での開催を実現できたことへの喜びと共に、オンライン参加者と直接

交流することができないもどかしさを感じたなかでの開催でした。やはりオンラインと対面

の同時開催では、活動の充実さや、参加者間の交流への満足度に差が生じるなど、課題がた

くさん残りました。しかし、対面の良さとオンラインの良さを発見し、新しい日中交流の可

能性を切り拓くきっかけにもなったと思います。次の代では、今まで築いてきたものを引き

継ぎながらも、これら残っている課題を克服し、より良い日中学生会議を築いてくれると願

っています。 

 

実行委員長として活動した1年間、何度も自らの不甲斐なさに直面しました。多様な価値

観を持った個性あふれる実行委員たちをまとめ、COVID-19の影響下でも参加者が安全で、ま

た全員のための素晴らしい会議を目指すことの難しさを感じ、心が何度も挫けそうになりま

した。それでも何とか最後まであきらめず、無事バトンをつなぐことができたのは、数えき

れないほどの多くの皆様の温かい支えと励まし、そしてかけがえのない仲間との度重なる対

話、共に過ごした楽しい時間があったお蔭です 

 

参加者の皆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。日本人・中国人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も、積極的に本音で対話すること

から逃げず、最後まで必死にやりきった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、次なる課題も「発見」できたのではないでしょうか。日中学生会議で出逢えた

人々、得た知識と経験、繋がった日中の輪を糧に、41期の理念である「『結実』～架け橋と

なる存在へ～」にもあるように、それぞれの形で「日中の架け橋」へ向かって羽ばたいてい

って欲しいと思います。 

 

 本報告書は、日中両国48名の学生たちが、新たな日中交流の形を模索し、よりよい日中関

係に向けて挑戦した夏の記録です。微力ながらもより多くの若い世代が日中の未来を真剣に

想像し、日中関係の新たな可能性を切り拓くきっかけになれば幸いです。 
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第二部 実施報告 

文責：今井美佑 

一、事前準備 

⚫ キックオフイベント 

6月12日午前9時半から12時、オンラインにてキックオフイベントを開催した。当イベント

では参加者が初めて顔を合わせ、本格的に第41回日中学生会議の活動が始まった。イベント

は2部構成で実施した。第1部では委員含め参加者全員の自己紹介と、1対1の参加者同士の交

流会を行った。第2部では小グループに分かれてグループディスカッションを行い、本会議

での活発的な議論の予行練習とした。また、当日はOBOGの方々に参加していただき、ディス

カッションに対する講評を頂いた。講評後はOBOGとの交流会を行い、OBOGとの交流を通して

日中学生会議の歴史や議論の理想的な仕方等を学んだ。 

 
写真：キックオフイベントにて 

 

⚫ 分科会決めイベント 

 6月26日午前10時から12時、オンラインにて分科会決めイベントを開催した。当イベント

では中国側実行委員と参加者も参加した。あらかじめ参加者の希望分科会のアンケートを取
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り、それをもとに各分科会の具体的な議論方法や議論の方向性を日本・中国両担当委員から

説明した。分科会決めイベント終了後に、再度参加者から希望分科会のアンケートを取り、

最終的な分科会メンバーを決定した。 

 
写真；分科会イベントにて 

 

⚫ 中間合宿 

7月2日・3日、東京オリンピックセンターにて中間合宿を開催した。本会議で活発な、尚

且つ有意義な議論を行うための参加者間、実行委員と参加者間の交流を促すという目標で行

なった。講演・交流イベントにて参加者の「日中の架け橋」への意識を高め、本会議に向け

て本格的に分科会活動を始動することを主な活動とした。具体的な活動内容は以下の通りで

ある。 

1. 開会式 

 実行委員長から開会の挨拶をし、分科会ごとに自己紹介を行った。 

 

2. 対談・交流イベント「How to Become a Bridge Builder」第1弾 「食文化」編 

 本場の中国料理を日本で展開する東湖株式会社の社長であり、北京ダック専門店「全聚

徳」を日本に持ち込んだ徐耀華氏をお招きし、「食文化」を通してどのように日中の架け橋
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を体現されたかについて、委員長と対談形式でお話しいただいた。対談後は分科会ごとに分

かれてディスカッションを行った。ディスカッションテーマは以下のとおりである： 

「食をグローバル化させる諸要因を踏まえて、日中両国間での「食の交流」を現在より盛

んにする方法を提案してください。」 

 ディスカッション後は、各分科会が議論結果を発表し、徐氏からご講評を頂いた。 

 
写真：徐氏との記念写真 

 

3. 懇親会 

 対談・交流イベント後には、参加者全員で徐氏が経営する『珞珈壹号 銀座店』にて湖北

料理を頂いた。参加者同士初めての対面での交流だったが、おいしい料理と共に徐々に参加

者同士打ち解けることができた。 

 

4. 分科会活動 

 中間合宿2日目は、午前から分科会活動を行った。この日から中国側参加者もオンライン

で合流した。また、数名の在日中国人留学生は対面で参加した。分科会活動では主にアイス

ブレイクを行い、本会議までのスケジュールの確認と議論する具体的テーマを決定した。本

会議までの約1か月間は、分科会ごとにオンラインミーティングを開き、事前資料の確認や

フィールドワーク先の選定を行なった。 
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二、日中国交正常化50周年記念イベント 

1.【日中国交正常化50周年に集う】 

 日中国交正常化50周年を記念し、第41回日中学生会議主催で計2回、講演・交流イベント

を開催した。 

① 第1回開催 「中国×経済×メディア」 

 2022年2月19日に、日本経済新聞社の経済・社会保障グループ長（経済部長）、前中国総

局長である高橋哲史氏をお招きし、メディア人からみた中国の変遷についてご講演いただい

た。イベントはオンラインで行われ、日本全国から50名ほどの学生と数名の大学教授が参加

した。講演後は全体討論の時間を設け、たくさんの学生が発言をし、髙橋氏と学生間で白熱

した議論を繰り広げた。 

 
写真：高橋氏との記念写真 

② 第2回開催 「日中×空の架け橋」 

 2022年3月24日、ANA相談役、元社長・会長の大橋洋治氏をお招きし、大橋氏のご経験から

みる中国についてご講演いただいた。当日はANA本社にご招待いただき、実行委員は対面で

大橋氏から直接お話を伺った。またオンラインからは30名ほどの学生と数名の大学教授が参

加した。ご講演最後では、大橋氏から「皆さんには是非、親中でも反中でもなく、中国に関

心をもって、よく中国のことを見て、しっかり話をきき、とことん話をして相手を理解する

「理中」を目指していただければと思います。」というアドバイスと、「繰り返し皆さんに

お願いしたいことは、相手を理解するためにはよく話を聞くこと、そして自分の頭で考える

ことです。これまでの常識や今までの考え方にこだわらずに、若い皆さんが、これからの日

中関係を引っ張って行っていただくことを、心から願ってやみません。」というメッセージ

を頂いた。 
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写真：ANA本社にて 

2. TCK交流会 

 2022年4月29日に、TCKの学生が集まるオンライン交流会を開いた。TCK （Third Culture 

Kids）とは、「両親の国の文化を第一文化、生活している国の文化を第二文化とした場合、

そのどちらでもないはざまの文化、つまり第三文化の中で人格形成に影響を及ぼす時期や思

春期を過ごしている、あるいは過ごした子どもたち」（ベネッセより）のことを指す。当日

は幼いころに中国に渡り、清華大学を卒業された夏目英男氏をお招きし、自身のTCKエピソ

ードをお話しいただき、TCKの学生へのアドバイスを頂いた。 

 
写真：夏目氏との記念写真 
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3.【日中学生大討論ch】 

 日中研究に携わっている教授の方々で構成された「日中関係論談」と東京大学と北京大学

の学生で構成された「京論檀」と私たち「日中学生会議」で共催のコラボイベントを計2回

開催した。 

①第1回開催 「日本と中国の50周年、ヒット曲からみる。」 

 2022年6月18日に慶応義塾大学にて、日中関係論談と日中学生会議の代表が登壇し、国交

正常化後の50年間をヒット曲から振り返った。日中学生会議からは勝、山下、今井が登壇し

た。またゲストとして元重慶総領事であり、嵐の北京公演等ジャニーズ事務所関連企画の海

外紹介に尽力された瀬野清水氏をお招きした。イベントは対面とオン欄のハイブリッド形式

で開催され、対面では60名、オンラインからは10名ほどの学生が参加した。講演で挙がった

曲の一部は以下のとおりである： 

・高原明生教授（東京大学）：小坂明子「あなた」（1970年代） 

・諏訪一幸教授（静岡県立大学）：千昌夫の「北国の春。」、芹洋子の「四季の歌」（1970

年代） 

・小嶋華津子教授（慶応義塾大学）：テレビ「西遊記」のエンディング「ガンダーラ」（19

80年代） 

・大澤武司教授（福岡大学）：谷村新司「昴」（1980年代） 

当イベントを通じて、以下の3つのことを達成することを目標とした。 

①各年代の両国の状況と日中関係について先生方の実感を伺うことで、両国学生の、相手の

国・社会に対する理解を深める。 

②ヒット曲をめぐる日中文化交流の一端を垣間見る。 

③文化交流という視点から日中関係を再発見し、その将来を展望する。 

 
写真：日中関係論談の先生方との記念写真 
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②第2回開催 「本と映画で見る私と日本、私と中国」 

 2022年6月18日に東京大学にて開催した。第2回は、日本と中国の「本」「映画」を中心に

50年間の歩みを追体験し、文化交流の視点から日中関係を見つめなおすことを目的に開催し

た。ゲストとして、慶応義塾大学の段瑞聡教授をお招きし、中国出身者としてお話いただい

た。 

 
写真：登壇者との記念写真 

 

三、本会議 

 2022年8月9日から8月26日の18日間、大阪（対面）・オンライン・東京（対面）の3段階に

分けて本会議を実施した。 

 対面開催である大阪期間と東京期間の開催日2日前には参加者全員がPCR検査の受検をし、

陰性証明書の提出を確認してから対面での参加を可能とした。 

 

1. 開会式 

 本会議初日である8月9日、大阪私立青少年センターの会議室にて第41回日中学生会議開会

式を開催した。日本側参加者と中国人留学生計30名が対面で参加し、中国側参加者と一部日

本側参加者計19名がオンラインで参加した。まず初めに、日本側・中国側実行委員長より開

会の言葉を述べ、顧問からのビデオメッセージを拝聴し、本会議にあたってのお知らせや注

意事項を確認した。 

 

2. 全体フィールドワーク 

①対談・交流イベント「How to Become a Bridge Builder」第2弾 「スポーツ」編 

 本会議初日の開会式後に、2022年の冬季北京五輪で中国代表の蘇翊鳴選手を金メダルと銀

メダルに導いたプロスノーボードコーチの佐藤康弘氏をお招きし、「スポーツ」を通した日

中交流についてや、佐藤氏がどのように「日中の架け橋」を体現されたかについて、委員長
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と対談形式でお話しいただいた。対談後は、小グループに分かれて「日中関係改善」に関す

るテーマで議論・交流をした。佐藤氏は中国側参加者からの人気も高く、佐藤氏との交流時

間では全グループとも活発的に意見交換を行った。 

 
写真：佐藤氏との記念写真 

②平和学習 

 終戦の日近くである8月13日には、日中で平和について考える場を設けるため名古屋国際

センターの会議室にて平和学習を行った。慶応義塾大学名誉教授である添谷芳秀氏をお招き

し、日本外交の視点から世界の平和についてご講演いただいた。 

 
写真：添谷氏との記念写真 

 

③対談・交流イベント「How to Become a Bridge Builder」第3弾 「学問」編 

 オンライン期間である8月17日にカリフォルニア大学バークレー校教授であるスティーブ

ン K.ヴォーゲル氏をお招きし、お父様であるエズラ・ヴォ―ゲル氏が日中関係に大きな功

績を残した背景についてや、日米・日欧比較、日中関係の現状について実行委員の勝と対談

形式でお話しいただいた。対談後は小グループに分かれて、「日本と中国のコロナ対策」に

ついて議論した。会は日本語で行われたが、中国側が同時通訳の専門家を呼び、また英語を



19 

 

使用してスティーブン氏と交流を図る参加者もいた。対談後の交流会では、日中両方の学生

からたくさんの質問が寄せられ、大変白熱した議論を繰り広げた。 

 
写真：スティーブン氏との記念写真 

 

④対談・交流イベント「How to Become a Bridge Builder」第4弾 「メディア」編 

 東京期間である8月21日に、大平正芳元首相を祖父にもち、メディアプロデューサーとし

ても著名な渡邊満子氏をお招きし、これからの日中のメディアについて、実行委員の山下と

対談形式でお話しいただいた。対談後は小グループに分かれて、「日本人の対中感情とその

理由、今後改善するためには」を議論した。会終了後も、たくさんの学生が渡邊氏を囲んで

意見交換をした。 

 
写真：渡邊氏との記念写真 

 

⑤「全体講演」IT分科会編 

 東京期間である8月22日に、センスタイムジャパンCEOである勞世竑氏をお招きし、人工知

能と顔認証技術についてご講演いただいた。 
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写真：勞氏との記念写真 

 

⑥「全体講演」サブカルチャー分科会編 

 東京期間である8月24日に、アクセスブライトCEOである柏口之宏氏をお招きし、中国にお

ける日本のサブカルチャーについてご講演いただいた。 

 
写真：柏口氏との記念写真 

 

3. ワールドカフェ 

 ワールドカフェ(World Cafe)では、分科会でのアカデミックな議論とは離れ、身近なテー

マについて参加者がオープンに議論する場である。分科会とは違うメンバーで、参加者同士

の理解を深めてもらい、参加者の新たな一面を発見することを目的に行った。 

議題は以下の4つである: 

① 告白は男からか女からか   

② レストランは安くて早いか、それとも高くておしゃれがいいか  

③ 読書は電子書籍がいいか、紙がいいか  

④ 記念日に何をプレゼントするのが良いか 
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 各グループの発表では笑いが起こるなど、分科会活動の息抜きとなる楽しい交流時間とな

った。 

 
写真：ワールドカフェに様子 

 

4. おはよう運動 

 分科会の垣根を超えて関わりの少ない参加者と、1対1の関わりを持つことを目的に、分科

会活動の前にZOOMを使用した交流会を行った。中国側参加者と日本側参加者の1対1で行わ

れ、相手国のカウンターパートをつくることができた。 

 

5. オンライン交流（中国側企画） 

 中国側が企画をし、オンライン上でゲームをしながら交流を行った。遊んだゲーム名は

「线上数字接龙」と「你有我没有」である。日本側参加者と中国側参加者が分科会を超えて

交流することができた。 

 

6. 中間発表会 

 本会議中盤である8月18日に、顧問である東京大学名誉教授の天児慧先生と東京大学教授

の阿古智子先生をお招きし、分科会による中間発表会をオンラインにて実施した。分科会の

発表内容は以下のとおりである： 

①議論方法（委員と参加者の役割分担など） 

②初のハイブリッド開催においての工夫点 

③議論内容報告 

④今後の計画 

 各分科会の発表に対して、顧問の先生方からご講評をいただき、議論の方向性を見つめ直

すことができ、改めて分科会議論に熱が入った。 
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写真：中間発表にて 

 

7. 静岡県庁訪問、川勝平太知事表敬 

 8月18日に、天児先生からのご紹介で静岡県の川勝平太知事を表敬訪問した。当日は希望

者のみ対面参加で、静岡県を訪問した。午前は静岡県立美術館にて「兵馬俑展」を観覧し、

午後は静岡県庁にて、川勝知事によるご講演と、日中青年団体との交流、そしてIT分科会が

代表して活動報告を行った。 

 
写真：静岡県庁にて 
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8. 成果発表会 

 本会議最終日である8月26日に、JICA地球ひろばの国際会議場にて成果発表会を行った。

当日はオンラインから顧問である近畿大学教授の上田貴子先生に参加していただき、対面で

は同じく顧問である阿古智子先生と、キャノングローバル戦略研究所の瀬口清之氏に参加い

ただいた。発表では、参加者全員の18日間の頑張りもあって各分科会、とても質の高いプレ

ゼンを行った。各分科会の発表後には、顧問の先生方と瀬口氏にご講評いただき、発表で終

わるのではなく、結論のその先を考えることを目標とした。 

 
写真：成果発表会にて 
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四、分科会活動 

⚫ IT分科会 

分科会メンバー：足達茜、詹益銓、趙嘉納、边美雪、古江泰、古田花梨、李卓、上野祐香 

 
写真1：成果発表後の集合写真 

 

◆ 議論の概要 

文責：李卓 

 情報技術は急速に発展し、デジタル化は徐々に生活のあらゆる場面に浸透・統合され、私

たちの社会生産と日常生活に大きな影響を及ぼしている。 中国と日本では社会環境が異な

るため社会のデジタル化の過程も異なる特徴を示し、デジタル化が日常生活にもたらす変化

も異なる。 本レポートでは、中国と日本の学生の視点から、これらの違いとその理由を探

り、考えをまとめる。 

 

◆ 議論の過程 

文責：古田花梨 

 ３週間のうち前半部分は、日中デジタル社会の発展を産学官民から比較した内容を議論し

た。その際私たちはIT化にも様々な弊害があることを見落としており、中国のように急速な

IT化が起こらない日本の環境を改善しなければならないと感じていた。しかし、調べていく

うちにデジタル化は全てを解決する魔法の道具ではないことに気づき、日本は日本に合った

スピードでデジタル化を進めていくべきだとの考えに変わった。そこで私たちは中間発表会

以降、IT化がもたらす様々な側面を多角的に分析し、日中が発展するために最適な方法を模

索することにした。 

 

◆ 最終報告の概要 

文責：李卓 

 現在の情報化時代は、情報技術の急速な進化と他の技術との融合によって形成されてい

る。 現代の情報技術の力は、産業生産と人々の生活に大きな変化をもたらし、巨大な経済
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成長をもたらすとともに、新しい考え方を形成している。近年、世界の主要先進国は、経済

活性化の観点から、デジタル開発に関する政策や戦略を策定し、実行している1。新しいデ

ジタル技術は、私たちの経済や社会に徐々に浸透し、あらゆる生活に変化をもたらしている
2。生産や生活のあり方が変化する中で、人々のものの見方も徐々にデジタル化、バーチャ

ル化している。 

 情報技術やデジタル化の影響は、中国と日本という異なる社会環境の中で異なる。日本は

電子機器の普及率が非常に高く、B2BやB2Cの電子商取引も増え、高齢者のインターネット利

用も増えているが、政府や企業のデジタル化はまだ遅れている3。一方、中国の政府や企業

はデジタル化に積極的で、モバイルガバメントを広く普及させ、サービスの効率化を図って

いる4。しかし、デジタル化が進むにつれて、中国の高齢者は情報社会への溶け込みが難し

くなり、情報ニーズが急激に高まっている5。 

 また、社会環境の違いにより、人々が日常生活で情報技術から受ける影響の程度や方法も

大きく異なる。考察の結果、キャッシュレス化や流通の電子化が進み、日常生活で現金を必

要としない中国と、日本生活において現金が不可欠であり、印鑑への依存度がまだまだ高い

ことがわかった。この差は、さまざまな理由によるものだ。例えば、リープフロッグと呼ば

れる中国の現金システム、金融システムの未発達がキャッシュレスを助長している、などの

部分がある。 

 中日両国の異なる社会環境と学生の視点から、ITそのものと中日両国のITとデジタル化の

発展について、会議期間中にその分野の専門家や教授に調査・議論・相談を行い、本レポー

トでは関連する内容をまとめた。 

 

1.ITのメリット・デメリット 

文責：古田花梨 

 IT化には恩恵と弊害の二つの側面がある。効率が良くなる、人手不足の解消、またランニ

ングコストの低下につながるという一面もある一方で、情報流出やSNS依存症などの懸念点

も多くあった。これらを考慮したうえで、私たちはこれからのデジタル化社会の行く末を考

えていかなければならない。 

 私たちはデジタル化社会を本当に推進するべきか探るため、３つの問題を提起した。する

と、分科会メンバーの中でも意見が割れたため、実際の最終プレゼンテーションにて、日中

両生徒と専門家の方々に意見を聞いてみようという結論になった。日本人3分の2、中国人3

分の1の会場で「もし介護されるとしたらロボット？人？」と尋ねると、人が多数を占め

た。次に「小学1年生の子供がいたら、スマホを持たせますか？」と尋ねると、半々だっ

た。最後に「A 至る所に防犯カメラがあるが犯罪率が低い街 or B 防犯カメラが少ないが犯

罪率が一定数ある街？」と尋ねると、Aの回答が多数を占めた。 

 
1 Zaki, Mohamed. "Digital transformation: harnessing digital technologies for the next generation of services." J

ournal of Services Marketing (2019). 
2 Ghosh, S., Mathew Hughes, and Paul Hughes. "Developing dynamic transformation capabilities in high velocity env

ironment: A study of industrial internet companies." Strategic Management Society Special Conference, Banff, Can

ada, June. cс The Authors., 2017. 
3 何爽.关于日本数字化转型缓慢的原因分析.2022.外交学院,MA thesis. 
4 于锦文.多元主体参与数字政府治理的问题和对策研究.2022.吉林大学,MA thesis. 
5 孙艺萌.数字化社会下老年人信息能力贫困及其消解.2022.吉林大学,MA thesis. 
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 ここで、人々のIT化への意識と抵抗感について尋ねることにより、”IT化は全肯定される

べきである”という考え方を見直してほしいというメッセージを伝えた。中間発表までの私

たちの考え方を見直し、人々とITの関わり方を議論することで、新たなIT化社会の構想の展

望を開くことができた。 

 

2.中国での体験談 

文責：趙嘉納 

 私たちはデジタル化が本当に社会にとっていいことなのかという疑問を元に、実際にデジ

タル化が進んでいる中国での変化を見ることにした。中国側の参加者の体験談を聞くと、キ

ャッシュレスの普及により路上生活者や祖父母からもらうお年玉の形にも変化があることを

知った。路上生活者の話では、従来のように現金を入れてもらうための缶を置くのではなく

QRコードが置かれている写真を目にし衝撃を受けた。お年玉の話では、お正月に祖父母から

もらうお年玉もウィーチャット上で送られてくるというので、その世代の方達も電子マネー

を使いこなしているという事実に驚いた。 

 またもう一つの例として、電子社会保障カードの話が上がった。従来の社会保障カードに

比べ、最新の第三代社会保障カードは日本の保険証のように使える他に、年金、求職、失業

保険など様々な社会保障事務を行えるようになっている。更には銀行カードと連結されたこ

とで決済にも使えるようになった。この様々な用途を持つ社会保障カードがデジタル化によ

り電子版ができ、より人々の生活を便利にしている。 

 

3.日中両国での発展、政府方針 

文責：古江泰 

 中国と日本の政府が採用したデジタル化に関する政策は、社会制度や文化、国民性などの

違いにより、大きな違いが見られる。基本的なデジタル化に対する政府の方針として、日本

は「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」を重んじているのに対し、中国は「国

際競争力」を重視している6。 

 誰もが時代についていけるような、より人道的な政策を好む日本の政策を2つ紹介する。1

点目に「デジタル・ニッポン2020」であり、コロナ禍でデジタル化が加速、人間中心のデジ

タル社会を目指す政策となっている7。デジタル変革の様々な側面における政策改革の障壁

を取り除くこと、デジタル変革のための法的セーフガードの確立、Society 5.0の進化の促

進、新冠流行の教訓などの領域について詳しく説明している。 

 
6 デジタル庁「ミッション・ビジョン・バリュー」、https://www.digital.go.jp/about/organization/ （参照：2022年9月4

日）。 
7 自民党「デジタル・ニッポン2020」、https://www.jimin.jp/news/policy/200257.html （参照：2022年9月4日）。 
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図1: デジタル・ニッポン2020の視点（自由民主党デジタル社会推進特別委委員会） 

 2点目に「デジタル田園都市国家政策」であり、地域からデジタルの実装を進め、日本全

体の成長を図ることを目指している8。デジタル大臣の牧島かれん氏が、デジタル基盤によ

って地域の生活や社会、教育や研究、産業や経済を変えていくという提言を行った9。デジ

タル技術が提供するサービスを基盤として、日常生活や教育、産業に変化をもたらし、最終

的には生活の質の向上や社会の持続可能性につなげることを提唱し、その実現に向けたさま

ざまな提案をしている10。 提言の中には、改革のキーワードや目標として「Well-being」

「Sustainability」というキーワードが登場し、日本政府が人々の生活やデジタル技術の活

用による目標達成に関心を寄せていることが伺える11。また「 Well-being 」や 「Sustain

ability」がキーワードや改革目標として登場したことは、日本政府がデジタル技術の活用

において、人々の生活や持続可能な環境-社会-経済への関心を高めていることを示している
12。 

 
8 内閣官房「デジタル田園都市国家構想実現会議」、https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/index.html （参

照：2022年9月4日）。 
9 同上。 
10 同上。 
11 同上。 
12 同上。 
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図2: デジタル田園都市国家構想（内閣官房 第1回デジタル田園都市国家構想実現会議） 

 続いて中国についてだ。中国政府は社会に強い影響力を持ち、「強政弱社」であるため、

デジタル化のプロセスは主に政府が主導し、政府の政策は特に重要である。中国政府は数年

おきに、デジタル化の発展を促進するための国家戦略を発表している。特徴的なのが「デジ

タル関連国家戦略」であり、トップダウンで数年毎に国家戦略を発表してデジタル化を推進

している13。 

 
図3: 中国のデジタル強国戦略の歩み（李智慧 野村総合研究所 「中国のデジタル国家戦略」） 

 
13 NRI「中国のデジタル強国戦略」、https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2021/cc/mediaforum/forum304 （参

照：2022年9月4日）。 
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 続いて「大衆創業、万衆創新」だ。この定義は「大衆による創業と、万民によるイノベー

ション」であり、背景としては投資主導の経済成長の限界がみえ、産業の高付加価値化を推

進しなければならないことや新たな雇用の受け皿が不足して、大規模企業を増加させること

で雇用を創出する狙いがある。 

 

1. 日本学生から見た中国式の課題 

文責：上野祐香 

 1点目は「プライバシー問題」だ。中国はトップダウン型でスムーズにデジタル化を進

め、社会の利便性が高まり犯罪者を取り締まりやすくなった一方、行き過ぎた監視によるプ

ライバシー問題が出てきた。中国は2015年に国家安全法を施行してからプライバシー規制を

強めており、2017年にはサイバーセキュリティ法、2021年9月にはデータセキュリティ法、

そして2021年11月には個人情報保護法が施行された。今、中国ではプライバシーテックが盛

り上がっており、「プライバシー保護コンピューティング（PEC）」として拡大しているよ

うだ14。アリババの金融会社であるアント・グループがダントツの1位であり、中国保健大

手の中国平安保健が2位となっている15。この背景には、中国の大手銀行が、信用情報の収

集に関する規定に違反したことにより、1,000万元（約1億8,000万円）以上の罰金を課され

たことがある16。 

 2点目に「情報制限」だ。「グレートファイヤーウォール」とは中国で2003年から続く検

閲システムだ。世界最高峰のセキュリティシステムといわれ、SNS、アダルトサイト、動画

サイト、中国政府に対してネガティブな事を書くニュースや団体のサイトをAIによって監視

している。中華人民共和国政府が、国際インターネット輸出のコンテンツを監視しフィルタ

リングするためのハードウェアとソフトウェアのシステムの集合体で、中国政府の要求を満

たさないインターネットコンテンツの送信を技術的手段でブロックするために使用されてい

る17。2003年頃から導入され、その後、順次開発が進められてきた。 GFWの制約により、中

国本土以外にサーバーが配置されている多くのアプリケーションやサービスは、中国本土で

は利用・アクセスできず、情報の統制が行われている18。GFWによって管理・検閲される中

国本土以外の情報には、主に政治的に敏感な情報、ポルノサイトの情報、インターネット詐

欺などの犯罪情報が含まれる19。同時に、中国本土のウェブサイトは、機密情報の検閲やユ

ーザーの実名制に関して、より厳しい条件を設けている20。2006年に中国に導入後シェア率

30％だったGoogleも、中国の自主検閲（中国に不利な情報を規制する）を拒否したことによ

り、2010年には中国から完全撤退となった21。 

 3点目に「デジタル化に取り残された人が生きにくい社会」となる可能性が高いことだ。

中国で行われた高齢者の「インターネット利用の難しさ」に関する調査では、50歳以上の人

 
14 プライバシーテック研究所「なぜ中国でプライバシーテックがさかん？90億調達した企業に迫る」、https://acompany.tec

h/privacytechlab/privacytech-china-financing-privacy-enhancing-computation/ （参照：2022年9月4日）。 
15 同上。 
16 同上。 
17 维基百科.防火长城.访问于2022年8月. 
18 Chandel, Sonali, et al. "The golden shield project of china: A decade later—an in-depth study of the great fir

ewall." 2019 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC). I

EEE, 2019. 
19 同上。 
20 人民网.http://finance.people.com.cn/n1/2022/0617/c1004-32449633.html. 访问于2022年8月. 
21 NHK放送文化研究所「米グーグル，中国市場からの“撤退”を表明」、https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/f

ocus/309.html （参照：2022年9月4日）。 
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は55.9% スマートフォンを長時間使いにくいという結果が出た22。また親のスマートフォン

使用を手伝う際の状況に関して、57.9%の回答者が「教えても親がすぐ忘れる」と答え、39.

6%の回答者が「別の場所にいて助けられない」と答えた23。急速にデジタル化が進む中国で

はデジタル化の進展と並行して，高齢者と情報社会の発展のギャップが徐々に大きくなり、

また高齢者層の情報サービスに対する需要も急激に増加しており、情報社会への適応が難し

くなっている24。中国でも徐々に高齢化が進み、高齢化社会に突入していく中で、高齢者の

情報不足をどう解決するか、デジタル時代の高齢者のセキュリティをどうするかは、デジタ

ル化が進む中国において取り組むべき課題となっている。 

 

2. 中国学生から見た日本式の課題 

文責：詹益銓 

 1点目に遅れたデジタル化による「効率低下・安全面の脆弱性」だ。今年6月に兵庫県尼崎

市で市から委託された業者が全市民、46万人分の個人情報が入ったUSBメモリーを紛失した

問題があった25。日本では、デジタル化のプロセスが遅く、伝統的であるため、多くの事項

が依然として古いプロセスに依存する必要があり、管理上非効率であるだけでなく、セキュ

リティ上の問題も発生しがちである。旧来のプロセスは複雑であるばかりでなく、ミスや漏

れがさらに起こりやすいが、「やらなければ間違えない」という感覚からデジタル化を先延

ばしにしている印象がある。このデジタル化の遅れは特に政府機関に顕著であると考える。

静岡県庁職員にお話を伺ったところ「政府は何かプロジェクトを始めようとしてから実行さ

れるまでに数年かかるが、効率が悪いのでデジタル化を進めたい」という声があった。 

 2点目に「情報の不統一」だ。これは台湾でのコロナ禍の生活と比べて日本式は非効率だ

と感じた。日本政府はコロナ禍においてデジタル化が進んでいなかったため、情報をタイム

リーに収集・統合する能力に欠け、総合的な判断に時間がかかり、結果的に全体のレジリエ

ンスが悪くなっていた。例えば、新型コロナウイルスの発生対策の初期段階において、感染

源の感染経路を追跡し、接触者に必要な情報を提供することができれば、発生時の影響を効

果的に軽減することができると考えられる。台湾ではコロナ発生初期に感染源となりうる経

路を追跡し、濃厚接触者に通知した。また、コンビニに入る際には毎回QRコードで登録し感

染者が出たときには通知が来た。ITを使って国民の行動を管理している台湾のやり方は日本

に比べると厳格であるが、効果的であるように感じた。 

 

3. まとめ 

文責：足達茜 

 まず、デジタル化の「恩恵」と「弊害」は表裏一体である。恩恵として私たちが考えたの

は人手不足の解消、荷物の軽量化、効率性が上がり可処分時間（自由時間）の増加、情報管

理の一元化だ。センスタイムジャパンCEOの勞世竑氏は「自動運転化にデメリットはない、

デジタル化は選択肢を増やす」と話した。またメタバースが発展すると、時間と空間を超え

 
22 「1.5亿老年网民，他们用手机上网在干啥？」、https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_9436436 （参照：2022年9

月4日）。 
23 同上。 
24 孙艺萌.数字化社会下老年人信息能力贫困及其消解.2022.吉林大学,MA thesis. 
25 Yahoo!Japanニュース「【独自解説】兵庫・尼崎市 紛失USBメモリー見つかる 全市民46万人分の個人情報は大丈夫？USB利

用は仕方なかった？専門家が徹底解説」、https://news.yahoo.co.jp/articles/f5876fda713bd1866de84b588d4b386af7c2eb96 

（参照：2022年9月4日）。 
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られる。一方私たちが考える弊害はスマホ中毒、プライバシー侵害、個人情報の監視、情報

制限、デジタル化に取り残された人が生きにくい社会になることだ。 

 続いて日中デジタル化の特徴だ。日本は「誰一人取り残さない人に優しいデジタル化」と

いう目標を掲げ人（の側面）を重視している一方で、それがデジタル化推進の弊害となって

いる面もあり、国際競争力に課題が残っている。一方で中国は急速なデジタル化によって国

際競争力を上げることには成功したが、人をより重視できると考える。デジタル化について

は、両国ともそれぞれ長所と短所があり、互いに何を学べるかに注目することが重要だ。 

 

4. IT分科会から最後にメッセージ 

文責：古江泰 

 3週間の議論のうち前半は、「中国が進んでいて日本が遅れている」等どちらかに優劣が

あるような比較をし、その理由としてジェネレーションギャップ等を挙げていた。しかし夏

目英男氏にお話を伺った際、チーム全体が考えさせられたのが、「人のせいにするのは簡

単、批判より提案を」と言う言葉だ。ここまで大きな視点でデジタル全体や、日本や中国の

課題について考えてきたが、大切になるのは「日中学生会議後にデジタルや日中にいかに関

わり続けられるか」だ。例えばプログラミングを学ぶであったり、起業をするであったり、

3週間の議論の成果を今後活かしていけるように活動していきたい。 

 
写真2: 成果発表会 
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◆ IT分科会フィールドワークのご報告 

1.趙強福氏 

8/12(金)に会津大学副学長の趙強福氏より「効率的ディープニューラルネットワークにつ

いて」の講演と質疑応答をする機会をいただいた。 

2.鐘寧氏 

8/15(月)に前橋工科大学名誉教授・客員教授の鐘寧氏より「WIC知能健康技術による認知

症・うつ病の診断・予防について」の講演と質疑応答をする機会をいただいた。 

3.吉川真人氏 

8/15(月)に日中学生会議OB、現在深圳で起業され、深圳市物银科技有限公司共同創業者で

ある吉川真人氏より「日中のIT創業の違い」について講演と質疑応答をする機会をいただい

た。 

 
写真3: 吉川真人氏と 

4.nippon.com 

8/22(月)にnippon.comオフィスを訪問する機会をいただいた。後日記事にしていただい

た。 

nippon.com「日中学生会議の6人がnippon.comを訪問：簡体字（中国語）版担当スタッフら

と交流」、https://www.nippon.com/ja/announcements/z00061/。 
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写真4: nippon.comオフィスにて 

5.夏目英男氏 

8/24(水)に夏目英男氏と対談する機会をいただいた。 

6.凸版印刷株式会社 

8/24(水)にメタバースを担当する部門の方より「印刷テクノロジーをメタバースで徹底活

用 MiraVerseが生み出す新たな世界」のご講演・質疑応答の機会をいただいた。笹川平和

財団にもご協力いただいた。 
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⚫ サブカルチャー分科会 

◆ はじめに 

文責：山下紗季 

 サブカルチャーの定義は年々変わりつつある。アニメのような媒体が社会に与える影響は

現在では凄まじく、メインカルチャーと匹敵するレベルになっている。その傾向は70年代後

半からあり、サブカルチャーは形骸化・商業主義化した。何がサブカルチャーで、何が違う

のか、分科会のメンバーが何に対して興味があるのか、日中間においてのサブカルチャーへ

の認識の違いなど、定義づけが最も重要であった。 

アカデミックでのサブカルチャーの定義 

          1) Subculture as an antonym of high culture 

          2) Subculture as an antonym of total culture partial 

          3) Subculture as an antonym of main or dominant culture  

          4) Subculture as an antonym of conventional culture. 

 

ここではサブカルチャーの定義を上記(1)の歌舞伎やオペラなどのハイカルチャー以外のも

のと決め、アニメや漫画などの可能性を模索していった。 

 

◆ 事前活動 

文責：山下紗季 

中間合宿： 

 元々計画していた分科会の進め方として、二つのグループに別れて違う議題を議論する形

式とする予定だったが、片方が対面のみのグループ、片方がハイブリッドで、議論のやりや

すさに差が出ること、また、グループ間交流があるとはいえ、二つのグループに別れること

が本当に友好につながるのかという疑問から、私たちサブカルチャー分科会の方針として

は、グループ内の全ての人と仲良くなること、均等の交流チャンスをもらうこととし、議題

を二つに分けないこととした。最初の議題を本会議でのフィールドワークを考慮して「アニ

メーターの労働環境」と定めた。 

 

定例ミーティング： 

 議題設定もかねて、分科会メンバー一人一人がサブカルチャーの分野内で自分の興味ある

事例を事前研究した。「聖地巡礼」「ファン文化」「日源外来語」の事前研究を行った。後

の本会議前半の項目にて内容を示す。 

 

◆ 本会議での議論 

文責：山下紗季 

初のハイブリッド開催での工夫点： 

 大阪期間ではオフライン4名、オンライン5名で参加。オンライン側との交流促進のため、

対面参加者とオンライン参加者を交えた4グループに分割。ハイブリッド方式であっても、

少人数グループにすることで、参加者が発言しやすい環境をつくった。 
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中間発表までの本会議前半： 

 事前活動の定例ミーティングにて、分科会メンバーの興味ある分野を議題と定めた。 

・聖地巡礼による経済効果 

・アニメーターの労働環境 

・ファン文化の日中比較 

・日源外来語から見るサブカルチャー 

 

議論方法： 

 以上4つの議題からまず一つ選び、二日間そのテーマについて少人数で議論を行い、次の

二日間は他のテーマについて別のメンバーと議論をする方式を取った。二日間議論したこと

を次のグループに引き継ぐ簡易的な発表も設け、次にそのテーマを議論するメンバーから他

の視点からのアプローチをして、内容をどんどんブラッシュアップしていく方法になる。 

 

この議論方式のメリット 

・自分の興味のある分野を最優先で議論できること 

・二日でテーマを変えることによって飽きが来なくなること 

・固定メンバーでの議論ではないため、サブカルチャー内で多くの人と議論できること 

 

 

1.聖地巡礼による経済効果 

文責：竹内晴一郎・木築のぞ美・三浦充央 

 

聖地巡礼の定義：アニメや漫画の舞台やゆかりの地をアニメ聖地又は聖地と呼び、そこを訪

れること。 

 

アニメの聖地巡礼の意義： 

日本の国境も開き始め、観光業も再開し始める。日本政府も観光業の再興と外国人観光客の

誘致にそろそろ本腰を入れ始めた。日中間での観光客の往来はいまだ不可能だが、この先規

制もなくなり、日中間の観光も再開すると思う。これまでの日本の観光立国としての政策に

はいくつかの問題点があった。そのうちの一つが観光客の大都市への偏りであると思う。中

国人観光客を大都市以外にも誘致し消費を促すことがこれから一層必要である。その意味で、

日本アニメの「聖地巡礼」をもっと容易にする環境整備が求められる。なぜなら、普通の旅

行と比べて「聖地巡礼」に出掛ける観光客の旅行消費は多い。交通や飲食、宿泊のほか、ア

トラクションなどの施設を作ることで消費を促すようにするべきだ。 

 

聖地巡礼観光が生む経済効果は大きい： 

「ラブライブ！サンシャイン !!」について、舞台となる静岡県の沼津市。 

「ラブライブ！サンシャイン !!」の聖地は181ヶ所あり、沼津市だけで、約4割は「ラブラ

イブ」関連の聖地である。東京から2時間以内、名古屋や大阪といった都市からのアクセス

も比較的容易で、富士山、ダイビング、伊豆三津シーパラダイス、淡島、沼津深海水族館に

付随しての観光もできる。結果として、2016〜2019までに約 50 億〜 61 億円の経済効果が

算出された。 
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・『君の名は。』における聖地巡礼の経済効果    

訪日中国観光客数の推移と分析： 

 

 基本情報 

 公開：2016年 

 舞台：飛騨市（岐阜県） 

 興行収入：250.3億円（日本） 

    ／約114億円（中国） 

 観客動員数：1928万人（日本） 

      ／約1900万人（中国） 

   

 

 

飛騨市観光客数推移： 

 

 
図1.2：飛騨市観光客統計（平成27年～31年）宿泊旅行統計調査（観光庁飛騨市観光基本戦略） 

 

 

考察： 

 

 

国内観光客＞＞外国人観光客 

グラフを見る限り「聖地巡礼」は外国では

まだ浸透しているとは言い難い。中国で   

の観客動員数、興行収入はあるものの、聖

地巡礼に赴く人は少ない。映画の成功は聖

地巡礼での経済効果と比例しないことがわ

かる。聖地巡礼は地域活性化の一つだが一

次的なものである。地元住民、地方自治体

の協力が欠かせない。多言語対応、地方自

治 からの補助金制度が聖地巡礼観光業の

成功の鍵となる。 

 

 

 

 

図3：飛騨市観光入込客の推移 
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課題点： 

・交通手段の充実 

日本国内の観光客は自家用車での利用

で飛騨市に訪れることができるが、外

国人旅行者にとってアクセスが非常に

難しいという点。 

・国外での聖地巡礼の認知度up 

ツアーに組み込むなどの工夫が必要。 

 

結論： 

 最大の問題であるインフラについては、聖地巡礼自体一つのコンテンツを消費していない

と巡礼をしないということから、観光客見込みの母数が少ないという認識となり、インフラ

をわざわざ開通しても投資額を回収できないという懸念があるため、インフラ設備が非常に

難しいことがわかる。この点での地方自治体の協力が欠かせない。また、SNSの有効活用、

話題性のあるニーズの創出が必要である。 

 

参考資料： 

https://www.recordchina.co.jp/b677778-s0-c30-d0052.html 

https://nais.or.jp/wp-content/uploads/2020/07/Vol14_008-012.pdf 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasess/36/0/36_107/_pdf 

 

 

2.アニメーターの労働環境 

文責：竹内晴一郎 

日本アニメ業界の構造的問題： 

1.非正規雇用の問題 

 

日本のアニメーターの現状と

して、非正規雇用者が多い。 

フリーランスであることから 

1 自宅作業が多い 

2 作品ごとの契約になる 

3 掛け持ちが多い 

4 社会保障がない 

5 人材流動性が高くなる 

以上5つ問題点が発生する。 

 

 

 

図4：飛騨市までの主な交通手段 

図5：JILPT「実態調査にみるアニメ制作従事者の働き方」 
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図6：JILPT「実態調査にみるアニメ制作従事者の働き方」 

① 自宅作業を行うことによって熟練の労働者に教わる機会が少ないことから、スキルアッ

プが容易でなくなる。上の図の通り、現代の仕事の技能習得方法の74.3%が制作会社(組

織)にて所属して獲得している。また、現在の仕事に最も役に立っているとして、47.6%

と同じように制作会社(組織)に所属して獲得していることがわかる。どちらも他の項目

と比べて大きく上回っている。 

② フリーランスであると42.6%が作品ごとの契約となる。報酬は成果物次第で低単価であ

り、不安定である。 

③ フリーランスでの完全拘束契約は26％と少ないため、仕事の掛け持ちが多くなる。その

ためスケジュール管理が困難になり、原価の質が低下することにつながる。 

④ フリーランスなため、社会保障がない。そのため無理して働かざるを得ない状況となる。 

⑤ 人材流動性が非常に高い。そのため、人材育成に投資しても効率が悪いため、人材の育

成が難しい。 
 

2.多品種少量生産 

主なTVアニメは1クール(3ヶ月)が多く、1人のアニメーターが1クールアニメをいくつも掛

け持ちして手がけることが多い現状となる。2億円強のプロジェクトに延べ200人程度が従事

し(関与人数が多い)、アニメの工程ごとにメンバーも違う。そのため、スケジュールの管理

が困難となり、結果的に作品の品質を下げることにつながる。 

 

3.多重多層構造 

日本では多くのアニメ制作方法に、製作委員会方式が採用されている。製作委員会は複数

企業が出資し、全ての製作権限が委員会にあるシステム。TVアニメは4~5班編成で同時進行

され、一社あたりの分配利益が少ない。また、多くの組織が関わっている委員会なため、意

思決定に時間がかかる。そして、アニメーターなどの制作者が得られるのは制作費のみであ

り、グッズの売り上げなどの二次利益はなく、二次利益があるのは製作委員会に出資した会

社のみである。製作委員会のメリットとしては例えコンテンツが失敗に終わったとしても、

出資会社へのダメージが少ない。リスクを最低限に製作に携わることができる。またデメリ

ットとしては、原画制作や声優などに行き渡るお金が制作費のみであり、二次利益が末端ま

で行き渡らないこと。また、投資先がすでに市場が確立しているジャンルへ偏ることによる

新しいジャンルの開拓がしづらいことが挙がられる。 
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中国のアニメーター事情： 

 中国のアニメーターの特色として、29歳以下の割合が86%と非常に高いことにある。30-39歳

までの割合は12%、40歳以上の割合は2%である。熟練のアニメーターが少ないことから、アニメ

ーションの品質は高いと言えない。そのため、受注が少なくなり、スキルアップできなくなる

という悪循環が生まれている。 

 また、アニメ制作ではハイエンド、中間層、ローエンドと役職が別れており、ローエンドの

制作者の大抵が従量課金制の給料業態である。企業の正社員の21％が労働契約を結んでおら

ず、小規模企業は従業員に住宅補助などの福利厚生を提供できない状況である。日本と同じ

く、フリーランスの問題もある。日本と違うのは、今ある問題である若い層の技術不足という

点ではこれからの進歩に期待できるところにある。日本は逆に熟練の制作者はいるが、若手層

が少ないことから、未来のアニメーターの育成が心配な一面がある。 

 

 
図7：中国アニメ業界人材生存の現状 

 

参考資料： 

https://magmix.jp/post/98186 

https://www.amgakuin.co.jp/contents/animation/column/animater/industry 

http://www.janica.jp/survey/survey2019Report.pdf 

 

 

3.ファン文化の日中比較 

文責：三浦充央 

ファンとは： 

ファンという言葉は英語の「Fans」に由来するが、中国語で元々存在していた。「アイド

ル」という言葉は、外来語だと思われていたが、「偶像」という言葉が受け入れられ、そし

て「人間的な商品」として知られるようになったのは、2005〜06年以降である。同様に、サ
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ブカルチャーの表現形式である「ファン文化」も日本や韓国から導入された。その中には、

応援文化、オーディション文化、ファン同士文化も含まれている。 

 

「推し」の定義： 

「推し」とは好きなものを応援すること。 

・日本 

個人や団体などに使う。 

アイドルや俳優、アニメキャラクター、Vtuber 

また、部活の先輩といった身近な人まで指す。 

・中国 

日本、韓国のコンテンツに使う。 

アイドルや俳優、アニメキャラクター、Vtuber、身近の人に使う文化はない。 

中国においてJ-pop,K-popファンの共通点は多い。 

 

推し文化とは： 

 推しのグッズ購入、手作り、本人不在の誕生日会、ライブでの合いの手、ヲタ芸、聖地巡

礼。 

推しの夢が叶うこと望み、あわよくば、その様子を少し離れたところから見ていたい。あわ

よくば、その姿を記録して生きる糧にしたい、などがある。 

 

日中両国の推しになり得るアイドルの特徴の違い： 

・日本 

個性強い、人間味ある、プライベート重視、親近感を大事にする。 

Ex) 秋元康曰く、AKBのメンバーはクラスで2,3番に可愛い女の子を選抜している。 

・中国 

文武両道、申し分ない学歴、生活感のない、完璧超人。 

キラキラしたアイドルを好む、クラスで2,3番に可愛い女の子を選ぶというよりは、1番を選

ぶ傾向がある。 

 

ファン同士の争い： 

日本でも中国でもファン同士の争いが存在する。そこにはグループ内でもっと強固になる

ため、みんなから認められるため、自分が他のファンから認められるために、思想が合わな

いファンを叩くという社会学的背景がある。 

 

参考資料： 

・「推し活」事情を学ぶ①推し活って何するの？編 

・吉光正絵ーー中国のポピュラー音楽と女性ファン ─オンライン・ファンクラブの管理者

の調査結果から─.  

・中国語圏ジャニーズファンの活動及びファンコミュ ニティの特性——魏 然, 陸 一菁 

・東アジアの未来(2) : 48系アイドル文化の伝播——楊 吟雨, 田口 哲也 
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4.日源外来語から見るサブカルチャー 

文責：山下紗季 

日源外来語：日本から中国へ輸入してきた単語など、主にアニメやネットから輸入される。 

→ネットから輸入される日源外来語は40代以上ではあまり使わない。 

 

研究目的： 

言葉は背景の違いが大きすぎると理解が難しく大衆に広がらない。 

言葉が定着しているということは社会的にその文化が大衆に受け入れられているということ

を意味する。今の若者間の言語の共有を見れば国家間交流の進展具合がわかる。将来更なる

日中友好が期待される根拠を日源外来語から見る。 

 

例１）単語の使い方の変化への影響 

「存在」本来の中国語→「存在」という言葉を生物に対して使わない。 

       日本語→存在という言葉を生物に使う。 

例「あなたはお兄ちゃんみたいな存在です」 

＊日本文化の影響を受けた可能性が高い。 

「你在我生活中是哥哥一样的存在（你像我哥哥一样的存在、你像我哥）」 

 

例２）表現方法への影響 

・日本 遠回りの文化。 

・中国 直接的→間接的な文化が少しずつ流入。 

例「再给我一段时间考虑」意味：＊告白後連絡に時間ほしい（脈あり） 

＊日本文化の影響を受けた可能性が高い。 

 

例３）造語 

「绝绝子」すごいという意味 

“绝绝”音を二つ重ねる中国的な音 + “〜〜子”伝統的な日本の女の子の名前 

 

例４）中国源外来語 

・「好」意味：良い 

・「ワンホン（网红）」意味：中国の可愛い人 

・「純欲メイク」意味：中国風メイク 

中国の造語がそのまま日本に流入することが近年増えている。 

 

中国においての日源外来語の浸透率： 

 日源外来語から日本のサブカルチャーの中国での浸透率を見ると、地域差、年齢が非常に

関わっている。中国の10代の若者は日本のサブカルチャーに関心が高く、主にインターネッ

ト経由で日本のアニメや漫画などに触れるため、居住地域に関係なくサブカルチャー関係の

語を受容している。20代~40代はサブカルチャー関係語を他の日源外来語と同様のプロセス

で受容するため，地域差が生じるものと考えられる。他の日源外来語の例として“量贩店”

(量販店)“居酒屋”(居酒屋)“民宿”(民宿)が挙げられる。 

 

結論： 

 日中間での外来語の年々増えていることがわかった。外来語が増えているということは国

の背景は似てきているということである。つまり、日中は相互理解ができる環境となってい

る。 
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参考資料： 

https://core.ac.uk/download/pdf/159517536.pdf p73~p96 

「中国語における日源新詞の受容 」―定着度調査を中心として― 張 暁娜 
 

フィールドワーク 

1. 广州岑存影业有限公司（アニメ制作担当：吴氏）苏州中擎阳光文化传媒公司（アニメ担

当：王氏） 

 
写真1：フィールドワーク記念写真 

中国アニメ制作会社の生の声を聞くことができた。それぞれ違う会社の担当者だが、アニ

メ業界で働くきっかけは趣味からというのは共通であった。ドラえもんや秒速５センチメー

トルの大ファンだという。日本文化が好きで、日本のクライアントともっと交流したいとい

う話を伺った。アニメ制作については、アニメは芸術の表現の仕方の一種であるという認識

が強い。「アニメ」という枠に囚われず、ハリウッド映画並みに大金をかけたチャレンジを

してもいいとの認識を示した。また両名とも、IP制作の重要性を強く訴えていた。日本には

世界に通用するIPをいくつも持っている。初音ミクやワンピースなど、とても強力なIPであ

る。アニメ制作会社は中小企業が多く、その多くが下請けである。自分の会社自ら一つの強

力なIPを生み出すことが最大の野望であり、それさえあれば、大きなビジネスを生み出せ

る。実際にTikTokを用いてニューコンテンツへの挑戦をしたが、結果はでなかった。IP制作

は一筋縄ではいかないと語った。中国のアニメ業界の話では、アニメ業界は全体的な経済が

良ければ伸びる。中国は発展するのではないかという予測を立てた。ただ、まだまだマイナ

ーなジャンルは制作できないことを語った。日本のアニメ業界は成熟していて、マイナーな

ジャンルでも視聴者が受け入れてくれる多様性を持っている。日本の市場や消費者はダイバ

ーシティーで、寛容だという見方を示した。中国でもマイナージャンルを受け入れてくれる

市場はあるが、まだ小さい。これからに期待である。また、20年後アニメ業界をどう予測す

るかという問いには、今、中国・日本・アメリカでは自分たちの得意技術を持っている。そ

の優位性で三極対立がなされている。20年後には三つの国が合作することを予測していた。 

制作会社の労働環境についても伺った。まずどのような人材を求めているかについての問

いに、吴さんの会社では能力重視で若手を求めている。そしてストレスに強いことも挙げて

いた。一方で王さんの会社では態度を重視し、人間性から採用をするという。アニメ制作会

社で最も重要なのはスケジュールを守れるか否か。責任感や使命感がある人間を求めるとい

うのは共通していた。労働環境を改善するための取り組みとして、会社でのパーティーをす

ることを企画するという。会社のお金で従業員と一緒に遊ぶことを増やしているのだそう
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だ。また、忙しい労働環境を改善するよりも金銭面でのバックアップを優先するという意見

もあった。コロナが労働環境に影響があったかという問いには、アニメ業界にはあまり影響

がないということだった。ITの発達によって逆に仕事が増えたと語っていた。しかし、コロ

ナ前は長期スケジュールの仕事が多かったけれど、今は一ヶ月くらいの短期の仕事がメイン

になっている。このように、中国の会社から生の声を聞くのはなかなかない体験だった。非

常に貴重な機会であった。 
 

2. Anichina CEO遠藤貴司氏 

 
写真2: Anichina CEO遠藤貴司氏との記念写真 

遠藤さんとの話の中では、アニメ業界がどのような仕組みで動いているのか、またこれか

らの業界はどのように変化していくのかについての見解を聞いた。アニメを作ることにおい

て、製作側と制作側とに別れる。製作では複数の大手企業より出資が行われ、どのようにア

ニメを作っていくのかの決定権は全てその製作側にある。また、制作側はいわゆる下請け。

絵コンテや声優など、アニメを実際に作るのである。なぜアニメーターや駆け出しの声優が

低賃金なのかというと、作業分の給料しか貰えないからである。アニメの利益は大体が二次

利益。グッズや舞台化、実写化などの売り上げは製作側にはいくが、制作側には一切分配は

されない。このような現実があるという。製作側についても問題点がある。リスクを恐れて

複数社で出資することである。なぜこれが問題になるかというと、複数社であると意思決定

に大変な時間がかかる。また、保守的なタイトルばかりになってしまい、前衛的な作品が生

まれづらいという問題もある。例えば近年は異世界ものが多いのもこれが原因である。異世

界もの、「なろう系」には原作にすでに一定のファン層があり、失敗してこけることはない

だろうという見立てを立てて、アニメ企画をするという。一社であれば、もっとチャレンジ

ブルな作品を作り上げることができるだろう。 

中国のアニメ業界について。中国アニメは基本一社で作られる。これは赤字覚悟である。

テンセントやbilibiliなどは下請けの制作会社を多く買収し抱えているため、チャレンジブ

ルな作品を作れる環境にある。また、3DCG技術も中国ではかなり発達しているため、希望が

かなり見えていると言える。中国市場は間違いなく伸びていると遠藤さんは確信している。

政府の規制はあるけれど、文化促進のための補助金や助成金の額も上がってきているから

だ。 
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3. 立教大学教授 定包英之氏 

 
写真3:立教大学教授定包英之氏との記念写真 

アニメ・海賊版コンテンツの消費、文化への影響について、立教大学で教鞭を執る貞

包英之教授（以下教授）に、お話を伺った。 

特に興味深かったお話は、市場連帯についてである。「人は興味でコンテンツを選

択、またそのコンテンツを通して様々な文化を仮想体験している。今後は制作側も海外

に焦点を当て市場を展開していく必要がある」と教授は指摘する。 

90年代日本でアニメが普及した背景には、年少者の購買力があったという。日本は他

国に比べ規制が比較的緩く、表現の自由が許された環境であったことも加わり、独自の

アニメ文化が形成されたそうだ。人は自身の文化にないものを求める傾向があるという

お話から、これが日本アニメの需要が海外で拡大した原因の一つではないかと考察し

た。 

コンテンツのグローバル化に伴い、必ず問題に上がるのが海賊版である。世界の海賊

版の撲滅はディズニーと関係を共にしてきた。日本と同じく、中国でも上海ディズニー

ランド開園に伴い海賊版の被害は大幅に減ったという。教授は韓国ドラマを成功例に上

げ、文化を商品として売る以上海賊版が出回ることは当然の現象、どう活かすかに焦点

を当てることの必要性についても言及した。 

専門的な視点からこれまでに立てた仮説の検証ができ、また議論の方向性が明確にな

った有意義な時間であった。 

 

4. 神奈川大学教授 水川敬章氏 

 
写真4:神奈川大学教授水川敬章氏との記念写真 
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サブカルチャーという社会的なテーマを研究することは非常に難しい。私たちサブカルチ

ャー分科会内で研究方法に煮詰まっていたことから、学者はどのように研究しているのかと

いう質問を行った。最初に、サブカルチャー研究は英語圏でのジャパンスタディーズから始

まった。やはり感覚みの話なので、統計を取って証拠とする場合が多い。私たちが当時議論

したかったサブカルチャーと通じた対日感情や対中感情変化についても、取り出す方法は統

計しかないということを教えてもらった。 

 

 

5. 講談社 

 
写真5:講談社にて 

講談社の企業訪問を行った。はじめに講談社の出版している雑誌や文庫の紹介をしてもら

い、その後、企業説明を受け、スタジオ見学を行った。講談社が出版している本の種類は数

多く、出版業界は斜陽産業と言われている業界だが、現在講談社の売り上げは右肩上がりで

絶好調であると伺った。一番強いコンテンツはやはりコミックであり、その中でも電子版コ

ミックが占める売り上げは年々増加している。講談社はいち早くコミックの電子化に対応で

きた会社なため、そこのアドバンテージは大きいとのことだ。スタジオ見学では、実際に雑

誌の撮影で使われる本物のスタジオで撮影の体験をさせてもらった。 

 今回の会社見学では主に講談社のライツ事業部についてお話を伺いに行った。ライツと

は、自社が持っているIPの二次利益につなげるための部門。例えば実写化やグッズ化などが

挙げられる。他会社から実写化の話がきて、講談社自身が指揮をとる場合もあれば、講談社

サイドから営業をかけてライツ事業を盛り上げることもあるのだそうだ。また、講談社は今

海外進出へ大きく力を入れている。特にヨーロッパへの視線は熱い。2021年にはサッカー界

の最高峰イングランド・プレミアリーグ屈指のビッグクラブ、リバプールFCとオフィシャ

ル・グローバル・パートナーシップ契約を締結した。講談社の建物に入ると壁に大きくリバ

プールのロゴと選手たちの写真が飾られている。サッカースタジアムの壁には”Inspire Im

possible Stories”と講談社の新しい”K”のデザインであるロゴが大きく広告されてい

た。この講談社の狙いとしては、ヨーロッパでの講談社という会社の名前の認知にあった。

東野圭吾やAKIRA、進撃の巨人、東京リベンジャーズなど海外でも名の知れた作品や作者が

たくさんいる。しかし、それらを発行しているのが講談社だという認知は海外ではまだ薄い

という。だからロゴを認知させることが大事になる。このロゴがついている作品ならば安心

して見られるのだと思わせることを目的に講談社は大きな手を打った。このリバプールとの
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オフィシャル・グローバル・パートナーシップ契約は出版界においても、そしてスポーツビ

ジネス界にも大きな驚きを与えた出来事だった。 

 中国でのライツ事業はどうだという質問もした。まず、中国での海賊版についてはもちろ

んいい印象はなく、中国に限らず海賊版については、手は打ってあるけれど消してもまたど

こかから投稿されるので、イタチごっこになってしまいキリがない現状にある。また、中国

でのコンテンツ規制もよくわからないとのことだ。明らかにアウトだと思っていたコンテン

ツが通ってしまったり、どこがダメなのかわからないコンテンツが通らなかったりと、中国

政府の審査する人の主観で決められているようなので、時によってコンテンツが通るか通ら

ないのかが変わるというのだ。そしてせっかく政府の許可をもらったコンテンツでも、三ヶ

月後突然取り消しになってしまうケースもあるとのことだ。中国へのコンテンツ進出もやれ

ることならやりたいが、出版がわからできるアプローチがないのが現状だ。 

 今回講談社では沢山質問に答えてもらったのと、お土産に本を何冊ももらった。また、社

員食堂でご飯を食べることができたり、スタジオでの撮影体験や、ライツ事業部の部長とお

話しをすることができた。社内の図書館を存分に拝見させてもらった。日本でなら誰もが知

るような大企業が、学生数人にこのような手厚く向かい入れてくれたのが、本当に信じられ

なかった。担当の加藤さんには「講談社を好きになって欲しいから」という一言をもらい、

大変温かみを感じた企業訪問だった。 

 

本会議中間発表後： 

フィールドワークで得た新たな知識を元に、新しく議論テーマを設けて議論した。 

 

議題：アニメによる異文化理解のかたちとは 

 

現状分析 

文責：竹内晴一郎 

民間交流やサブカルチャーがどのように日中間関係に影響を与えていくかを考える。 

 そこでまず、日本人と中国人の相手国への印象をそれぞれ見ていく。 

 そもそも、前提として、日中関係においては多くの解決困難の課題がある。例えば、歴史

問題である。歴史認識や歴史教育、靖国問題といった諸々の課題は日中間に多くの摩擦を引

き起こしてきた。またもう一つは、領土問題である。戦後、尖閣諸島をめぐる日中間対立が

幾度も表出してきた。現状、こうした課題は、解決の可能性が見えない。 

 こうした解決困難の課題を踏まえながらも、日本側の対中感情は大きく2つの時代に分け

ることができる。 

 昭和の贖罪意識が支配し、対中感情が好意的であった時代と平成以降の贖罪意識から脱却

し、嫌中が蔓延した時代である。 

 図8からわかるように、昭和53年から昭和63年にかけて、日本人の親しみを感じる（小計）

は、60%から70%で推移している。一方、親しみを感じない（小計）の層は15%から26%で推移

していて、比較的小さい割合であると思う。ここからわかるように、戦後日本は中国と諸々

の課題を抱えながらも、日本人が抱く贖罪意識は対立の激化を緩和してきたと思う。もちろ

ん、当時の冷戦構造が中国との対立の表出を覆い隠した等の国際政治の外在的要因も見逃せ

ない。しかし、戦争を経験した世代が人口の大半を占めていて、贖罪意識が日本社会を支配

していたことが日本人の好意的な対中感情に寄与したことは間違いない。 

 ところが、平成以降は日本人の対中感情が劇的に変化していく。平成元年になると、日本

人の中国に親しみを感じない（小計）が43.1%である。前年の26.1%と比べると、17%も増加

していることになる。これ以降、基本的に、親しみを感じない（小計）は40%を下回ること
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はない。さらに、平成24年には、80%にも到達する。そもそも、この背景にはいくつかの政

治的問題の表出が挙げられる。まずは、1989年の天安門事件である。天安門事件勃発により、

中国の政治体制それ自体に対する嫌悪感が日本人の中で広がったことが考えられる。1998年

には、江沢民が訪日し、日本の歴史教育を批判するなど、日中間の歴史認識のずれが浮き彫

りになった。2006年から2008年にかけては、政府間の対話が進み、公的交流は増加する。た

だ、やはり、日本と中国にまたがる根本的問題は依然として消えない。2012年以降は、これ

まで棚上げにしてきた尖閣問題を中心として、政府間の日中間の溝は顕在化していく。2012

年の日本政府による尖閣国有化とそれに対する中国での反日デモはそうした事情をよく反映

した出来事であると思う。加えて、平成以降の嫌中の広がりの背景には、中国の経済的台頭

も考えられる。2010年には、GDP基準で日本を追い抜き、世界第2位の経済大国になる。上記

した一連の政治的・経済的事情は日本人の対中危機意識を煽るには十分であったと思う。こ

こで強調しておきたいのは贖罪意識の消滅による対中感情の悪化である。平成以降、戦争が

『記憶』から『歴史』へと変わる中で、これまで政治問題を包み隠してきた贖罪意識が徐々

に消滅していった。 

 次に、中国人の対日感情について考える。図9と図10を合わせて考えたい。 

 2014年以降、中国世論において、『良い印象を持っている』の割合が増加し、『良くない

印象を持っている』が減少している。少し短絡的かもしれないが、2つの要因が考えられる。

まずは、民間交流の増加である。2013年以降、訪日観光客は増加の一途を辿る。訪日が、中

国人の対日感情に肯定的な影響を与えただろう。もう一つが、日本アニメで育った世代であ

る。80年代や90年代に日本アニメを見て育った世代が2010年以降には成人し、消費者世代に

回る。日本アニメの中国における受容も同様に、対日感情にプラスな効果をもたらしただろ

う。 

 本分科会においては、サブカルチャーの中でもとりわけ、アニメに焦点を当てて議論を進

めてきた。 

 しかし、サブカルチャーが中国人や日本人の対日及び対中感情に影響を与えたといっても、

2国間の関係で完結する話ではなくなってきている。というのも、昨今、NetflixやAmazonpr

ime videoといった動画配信プラットフォームの登場により、消費者視点でコンテンツを考

える重要性が増している。一つのプラットフォームのもとで、市場が統一され、中国人も日

本人もコンテンツの受益者（消費者）になっている。消費者にとって、コンテンツがどこで

制作されているかはさほど重要ではない。そうした意味で、中国人や日本人、米国人、西洋

人もまとめて、消費者という言葉で括ることができる。 

 よって、以下では、アニメが日中間にどういった影響を与えたのかを個別具体的に見てい

くことは避けたい。それより、アニメが消費者それ自体にどういった影響を与えるのかとい

う大局的観点から、日中間の問題にも敷衍して考える。 
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図8：日本人が中国に対する親近感 

 
図9：日本人・中国人の相手国に対する印象 
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図10：訪日中国人客数推移 

 

問題提起：アニメによる異文化理解のかたちとは 

文責：吉本樹李 

我々が他者・異文化と接触するとき、相手の文化的背景を理解しようとする態度が必要で

ある。他者との間に感じた違和に対して、文化的背景にまで考えいたることがなければ、容

易に摩擦や誤解を生じさせるからだ。グローバル化する社会、国境が緩やかになる時代にお

いて、異文化を理解することの重要性は日増しに高まっている。コロナ禍で進むデジタル化

による新たな交流機会の増加に加え、今後国際的にかつ活発な人の往来が再開することで、

異文化との接触及びそれに伴って生じる問題は更に増加することが予想される。 

 では、異質な他者との共存のために必要なことは何か。我々は、国際社会の構成員として、

新たな文化に接触する機会を増やし、単一視点からの脱却を目指すべきだと考えた。例えば、

ある国に対するイメージが政治・歴史問題という一つの視点から形成されるとき、その国に

対して非常に限定されたイメージや感情を抱くことだろう。こうした解決可能性の低い課題

はいかなる地域・個人間にも存在しうるもので、我々はそれら固定化した課題を「既存のス

テレオタイプ」と呼ぶこととした。既存のステレオタイプのみを持って他者・異文化に接す

ると、短絡的思考に陥りやすく、異なるものとの共存は難しくなる。重要なのは、多数の視

点をもって接することではないだろうか。 

 そこで本分科会が着目したのが、アニメである。アニメを他者を見る際のフレームと定義

し、「新たなステレオタイプ」を獲得することで、多角的な異文化理解を促進できると考え

た。アニメを鑑賞する間、コンテンツの消費者は登場人物或いはストーリーそのものを通し

て、作品にて描かれる文化を仮想体験することができる。ただ、こうしてアニメに映された

文化は、消費者に一定受容されるとはいえ、必ずしも実情を反映しているとはいえない。

「ステレオタイプ」という表現を採用したのはこのためである。既存のステレオタイプのみ

ならず、アニメが映し出す「新たなステレオタイプ」から異文化を眺めることができれば、

一方的であれ文化的違いを認識することが可能となるだろう。 
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 以下より、アニメの受容によって生まれた「新たなステレオタイプ」を実例と共に取りあ

げ、アニメによる異文化理解の形を考察する。 

 

坂根シルック「グローバル教育における「異文化理解」の重要性―学生の意識調査から見え

る「異文化」とは―」 

 

事例紹介 

文責：三浦充央・木築のぞ美 

① 日本アニメの受容により中国で生まれた新しいステレオタイプ 

日本は、中国と同じ文化圏に属するため、下記の西洋と比較し文化の受容度は比較的大き

いと言える。中でも「JK文化」（JK：女子高校生、JK文化：女子高校生の間でトレンドにな

る文化、ここでは主に制服文化を示す）はアニメを通じ新たなステレオタイプを確立した。

制服は英国に起源を持つが、日本では統一性や規律性を強調するために、また『セーラー服

と機関銃』等の影響により、カルトや不良の意味も持ちながら発展してきた。日本では学校

既定のもので、卒業後着る機会はあまりないが、中国ではJK制服と呼ばれ、若者の間でファ

ッションの一種として流行している。 

普及のきっかけとなったのは1997年、竹内直子による『美少女戦士セーラームーン』のテ

レビアニメ放送であった。 

中国では大学入試に力を入れており、寮生活をする学生

が多いことから、この概念が受け入れられる以前は、学生

＝勉強という観点、ステレオタイプが背景に現在より強く

あったと考えられる。 

中国の制服はスポーツウェアに近く、学生が制服のデザ

インに強い関心を持っていることや、比較的自由な校風で

ある日本の学生生活への憧れをアニメという媒体を通して

仮想体験し、実現していると言えるだろう。制服文化は若

者の中でも特に大学生等にその傾向が多くみられる事から、中高時代に仮想体験した憧れを、

大学生、もしくはそれ以降に実際に実現する形で現在のJK文化が広がったと考えられる。 

アニメを通して普及した「JK文化」は、富士山、寿司といったいわゆるメインカルチャー

に並び現在では日本を象徴する言葉になっている。アニメとは究極「虚構」であり、自身が

実際に体験できないものを仮体験することによりその価値を生み出している。特に異文化理

解においては、アニメを通じ一方理解をする接点を増やすことで相互理解への橋渡しができ

るだろう。ボーダレス化、SNS普及等の影響により、生き方の選択肢が多様化しており、一

昔前に比べ新たな文化（サブカルチャー）が生まれやすい傾向にあることが伺える。26 

②  日本アニメが西洋で受け入れられことによって生まれた新しいステレオタイプ 

アニメは今や日本の代表的な産業の一つとして世界各国から注目されており、世界規模的

に市場を拡大していっている。世界がより閉ざされていたころに存在した国家における無意

 
26
 赵丽燕:《JK制服的市场前景和瓶颈研究》，《老字号品牌》（2022年，第2-3页） 
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識的なステレオタイプは、現在その形がアニメの流入によって変わりつつある。新たな視点

や考え方がアニメによって発展し、日本という国全体に印象を抱くケースが芽生えている。 

 アニメが現在のように世界で受け入れられるようになる以前は、特に西洋の作家は東洋ア

ジアの社会へオリエンタリズムを抱くことで、究極的に都合よく美化していた。アジア人男

性は繊細で男らしさに欠けた人物像として描かれ、アジア人女性は従順でありながらエキゾ

チックで妖艶な美しさを持つ人物像として描かれていた。作品によってはまだあるが、欧州

諸国や欧米の映画作品に出てくるアジア人像は共通してこの点をキャラクターに含めている

ケースが多い。（昔は、西洋の人の多くは東洋アジアの中に違う文化と歴史をもつ日本、中

国、韓国といった複数の国が存在することを認知はできていたとしても、現代のように情報

が盛んに出入りできなかったため、教養人はともかく、一般人の中では、地理的に近いこと

から「アジア人」と同類扱いすることがノームだった。よって、ここで指す欧州諸国におけ

る旧来のステレオタイプの主語はアジア人とする）。  

このステレオタイプが存在した背景には、当時世界を植民地支配によ

って征服しようとした欧州列強の願望がこめられており、時代が移ろ

いでもその優位性を根幹に抱く者が戦後も多くいたことが要因にあげ

られる。また、1995年にアーサー・ゴールデン作の「さゆり」とい

う、第二次世界大戦前の日本の京都を舞台に、9歳で身売りされ芸者と

して生きた1人の女性の波乱の人生を描いた小説がイギリスを中心に大

ヒットしたことで、西洋メディアは日本へ好色の性質をより強く押す

ようになった。 

 しかし、アニメがテレビなどといったプラットフォームで配信され

るようになり、日本語の「少女」や「かわいい」といった概念が広く浸透するようになって

からは、「かわいい文化」が日本や日本人に対する印象という新たな要素が加わった。なか

でも、日本アニメは女子高生を映し出すことが多く、その女子高生像は西洋の文化圏での認

識のされ方とは一風違ったため、異文化的とされた。また、かわいい の英語 “cute”は

欧州や欧米ではより幼稚で弱く描かれ、自由はあり責任はない象徴とされる中で、日本のか

わいいは大人にも適応されたため、異文化的である、とされ、流入当時はインパクトが非常

に強かった。そのため、多くの西洋のメディアは2000年初頭から「かわいい文化」について

取り上げてきた。しかし、「かわいい文化」がロリータファッションや原宿ファッションな

どといった大人が楽しむことにより、今度は、アジア人女性は従順で幼いという新しいステ

レオタイプが生まれた。   

 アニメは国の実像を映し出すものではない。しかし、みることによって理解したその新た

な文化を受け入れずとも、受け取る姿勢と複数の視点を持つことで、各々で分析する力を培

えるだろう。加えて、近年はアニメ鑑賞をする人口が増え、その中でもアニメ作品は基本的

に年少者によって鑑賞されている。幼少のころより見る人が増えることによって、一方理解

的な異文化交流が行われることが必然的に機会は増えるだろう。 

参考資料： 

https://necsus-ejms.org/representation-misrepresentation-british-media-japanese-popul

ar-culture/ 

https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-48618569 
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結論 

文責：山下紗季 

 一人一人が持っているある特定の国に対するステレオタイプはとても簡単に変えられるも

のではない。特に、日中の間の歴史問題への認識の差で生まれる衝突は未来でも絶えず起こ

り続けるだろう。そんな普遍的なステレオタイプを覆すには、それよりも大きな影響をもた

らすものでカモフラージュするしかない。それがアニメをはじめとしたサブカルチャーだと

私たちは考える。「新しいステレオタイプ」を生み出すことで、（良い悪いは別にし、）異

文化理解を促進するためにはアニメはもってこいの媒体である。 

 アニメを見る者を消費者とする。娯楽としてコンテンツを消費する消費者にとって、最初

のうちは自分がどの国の作品を見ているかはさほど重要ではない。面白ければ見るし、つま

らなければ見ない。消費者は後からどこの国が作ったコンテンツなのかを知る。具体例とし

て、Netflixなどではランキング上位から見るという傾向がある。つまり、どんな人であっ

ても消費者としての入り口は同じであり、従来自身が持っているステレオタイプによってコ

ンテンツの選定が行われるわけではない。コンテンツを消費するとき、（ここではアニメを

消費したとする）消費者は主人公視点でコンテンツの中身を見る。皆が持っているアニメ制

作国への従来のステレオタイプはこの時では無意識的に主人公視点に代わる。その視点から

コンテンツを消費することによって、コンテンツ制作国への新しい概念が生まれる。概念が

生まれる根拠として事例紹介①、事例紹介②が挙げられる。新しい概念、新しいステレオタ

イプが生み出されることによって従来の普遍的な問題が中心のステレオタイプを超える概念

になることで、異文化理解をしやすくすることが考えられる。 

 

 
図11：メガネサークル理論の考え方 

 これをまとめたものとして、相互理解の可能性を示す、メガネサークル理論を提唱する。 

内容：対象物のアニメを見るということはその物語の主人公の視点というメガネでコンテン

ツの中身を見ること。そのメガネを獲得した人たちは別の概念を持つことになる。そしてア

ニメを視聴するというのは趣味の領域であるため、視聴者同士のコミュニティーが必ず生ま

れる。みな主人公視点のメガネで得た新しい概念の持ち主のサークルが出来上がると、最初

はマイノリティーでもそれが社会現象になっていき、注目されマジョリティーになっていく。

そこから多くの人の異文化理解につながるという理論である。コミュニティーができる証拠

として、推し文化、聖地巡礼、日源外来語などが上げられる。 
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 私たちにこれから必要なのはこのメガネサークルを広くし、サークルの数を増やすこと。

人々を普遍的なステレオタイプを霞ませるくらい、サブカルチャーによってのポジティブな

印象付けをすることが異文化理解の最短な道だと考える。これは日中間だけでなく、全世界

の人間に言えるだろう。 

 
図12：メガネサークル理論 
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⚫ メンタルヘルス分科会 

≪メンタルヘルス分科会メンバー≫ 

日本側：徳永潤（実行委員）、佐藤優菜、横尾洋昌、石橋世菜 

    山本綾音 

中国側：孙萌（実行委員）、安家宇、鄧秋玲 

 

【本会議前の活動】 

文責：徳永潤 

・事前準備 

メンタルヘルス問題を考えるうえで、まずはストレスへの理解が重要と考え、メンバー全

員が自身の「ストレス分析」を行うことを中間合宿までの課題とした。ライフステージ別

に、これまでにストレスを強く感じた経験を記入し、そのストレスの原因と対処法を各自で

整理した。ライフステージは幼年期・少年期・青年期・成人期・壮年期・老年期に分類し、

まだ経験してないステージについては予想されるストレスとその対処法について自由に記入

した。その他、日常的なストレスへの対処法についても各自で書き出し、メンタルヘルスに

関して興味・関心のあるトピックを列挙した。 

 

・中間合宿 

中間合宿の目的は、本会議での研究・議論トピック決めである。メンタルヘルス分科会で

はメンバーを３チームに分け、各チームが独立した研究・議論トピックを扱うこととした。

チームを三つに分けた意図としては、①日本側と中国側メンバー間での相互交流の活発②メ

ンタルヘルスを多角的に理解することの大きく二つである。事前に中国側メンバーからはト

ピックアイディアを収集しており、そこに日本側のアイディアを加える形で意見を統合し、

中国側との再度の協議を経てトピックを決定することとした。時間の都合上中間合宿中にト

ピックを決定することはできなかったが、中間合宿後にオンラインでの協議を経て３つのト

ピック、そして３チームの所属メンバーが決定した。 

 

・直前期 

 中間合宿後、本会議までの直前期は分科会ミーティング（以下MTG）をオンラインで2回実

施した。内容としては、日中間学生のアイスブレイクとトピックのブラッシュアップであ

る。また、日本側メンバーは本会議期間中のフィールドワーク（以下FW）先についても候補

を選定した。この期間を利用して各自文献やネットからメンタルヘルスに関する情報を集

め、基礎知識を身に着けた。また、あるメンバーは自分が通っている高校のスクールカウン

セラーに直接取材を敢行するなど、積極的な活動も見受けられた。 

 

※本会議開始直前で諸事情によりチームを３チームから２チームに再編成した。 

 

 

【本会議】 

・全体MTGに関して 

本会議期間中は全体MTGを計6回行った。頻度は２～３日に一回である。メンタルヘルス分

科会の使用言語は英語で統一していたため、効率よく日中間で意見交換するために予めMTG
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時間を細かく設定していた。メンバーはMTGにおいてしっかり自分の意見が英語で言えるよ

うに準備をして臨んだ。MTGでは毎回各チームが研究・議論の進捗状況を報告し、それに対

して他メンバーが意見や質問をした。MTG時間が余ればミニゲームを行い、メンバー間の親

睦を深める機会とした。 

 

・活動概要 

≪大阪期間≫と≪オンライン期間≫は各チームでの活動がメインとなった。チーム内でトピ

ックを詳細に決定し、日中間で意見交換及び議論を行った。≪オンライン期間≫の「中間報

告会」を経て更にトピックの変更を検討し、最終的にトピックが決まったのは東京期間中で

あった。≪東京期間≫では計5件のFWがあった。メンバー全員もしくは代表者数名で訪問

し、専門家の先生方から直接メンタルヘルスに関する知見を賜った。FWの活動詳細は別項目

にて記載する。 

 

・成果レポート 

前述の通り、メンタルヘルス分科会では２チームに分かれて活動を行ってきた。チームM

とチームHそれぞれの成果レポートを以下に記す。ちなみに、MはMentalから、HはHealthに

由来する。以下は、本会議最終日の成果発表会で共有した内容がベースとなっているが、時

間の制約上省いた箇所を加筆・修正したものである。 

〇チームM（佐藤優菜、石橋世菜、鄧秋玲）  

「留学生が抱えるストレスとその対処法」  

文責：佐藤優菜 

 このトピックを設定するに至った経緯をまずは説明したい。東京期間のFWで私たちは早稲

田メンタルクリニックの益田裕介院長を訪ねた。「ストレスはなぜ生じるのか？」という私

たちの問いに対して、益田院長からは、「ストレスは脳内で起こる内部予測と外部からの刺

激のギャップによって起こる」との回答を頂いた。メンバーの佐藤は米国留学を経験してお

り、自身も留学先でメンタルに不調をきたした経験があった。まさにこのギャップが原因で

あったと佐藤は納得し、留学というのはストレスを多く感じるものであると改めて気づい

た。現代は多くの若者が母国を離れて海外で学んでいるが、留学を原因としてメンタルに不

調を抱える人も少なくないのではないかと危惧する。留学生がどのようなストレスを抱えて

おり、またどのようにそれに対処しているのか。留学とメンタルヘルスの関連性を研究する

ことで、現在留学中の学生、また未来の留学生が心から留学を楽しめる一助になればとの思

いでこのトピックを設定するに至った。 

 この研究を進めるにあたり、私たちは留学生から収集したアンケート結果を分析・考察の

主材料とした。日中学生会議には多くの留学経験者がいたので、アンケートを実施するにあ

たり、大きな助けとなった。また、メンバー自身も高校・大学の友人に依頼してアンケート

の収集に努めた。最終的に集まったアンケートは、日本人20名、中国人3名であった。 

 まずは日本人のアンケート結果について示す。図①は留学開始時の年齢、図②は留学先で

ある。①に関して、留学開始時の12～21歳と幅広いが、19歳と21歳に集中していることが分

かる。②の結果からは、日本人の留学先はアメリカが突出しているといえる。 

 



56 

 

 
図①：留学開始時の年齢 

 
図②：留学先の国 

次に、留学先で感じたストレスについて尋ねた。図③はストレスの有無、図④は感じたス

トレスの種類である。関連して、「具体的にどのようなストレスであったか」という記述式

の質問を設けた。そちらに寄せられた回答としては、「言語面」では、そもそも言葉が通じ

ないのがストレス。「食事面」では、塩辛かったり、濃かったり、口に合わないのがストレ

ス。「人間関係」では、ホストファミリーとうまく関係を築けなかった。「生活様式」で

は、生活スタイルの違い（土足文化、ユニットバス）、公共交通機関が日本ほど充実してい

ない、等が挙げられた。 

 
図③：ストレスの有無 
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図④：留学中に感じたストレスの種類 

続けて、「それらのストレスを解決できたか」という問いに対して、日本人留学生の約8

5%が「解決できた」と回答した（図⑤）。「具体的にどのようにストレスを乗り越えたの

か」という問いに対しては、「現地の日本人からのアドバイスを得た。友人に相談した」

「英語を第二外国語としている友人と交流した」「日本に興味のある外国人と交流した」

「英語の勉強に意識的に没頭した」「ホストファミリーに素直な気持ちをぶつけた」「洋楽

や料理などの趣味を楽しんだ」等が挙げられたが、一番多かったのは、「ストレスに慣れ

た」であった。 

 
図⑤：それらのストレスは解決できたか 

また、「現地で必要だと感じた留学生向けの支援制度」については記述式で回答を得た。

「日本語の通じるヘルスセンターの設置」「日本食を手軽に食べられる場所の設置」「日本

人同士が気軽に集まることのできる場所の設置」「日本に近い生活様式（セパレートタイプ

のお風呂）の導入」などの回答が寄せられた。これについて私たちは、島国かつ民族の多様

性に乏しい環境で生まれ育った日本人は、外国で生活する際により強く日本と外国のギャッ

プを生活スタイルや食事などの多方面で感じるのではないかと考えた。結果的に、日本人は

留学中に外国においても「日本」を求めている人が少なくない。 

以上のアンケート結果から、私たちは以下のように考察した。 
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第一に、必ずしも「休む」ことだけがストレス緩和のための対処法ではないということで

ある。留学中にストレスを感じた場合、すぐに「1人で休もう」と思わずに、「誰かに聞い

てもらおう」、「誰かと交流しよう」など、外向的に生活することを意識することも1つの

有効な解決策なのではないかと考える。FW先のPAS心理教育研究所理事長の小谷英文氏は、

「人は休むことで孤独を感じることもある」と仰っていた。ストレスを感じる時こそ、他社

との交流を通して自身の気持ちに向き合うことが重要である。 

第二に、日本の生活と現地での生活環境の大きなギャップからのストレスが大半を占め

るということだ。早稲田メンタルクリニックの益田裕介院長が述べていたこととも通じる。

予測していた現地での生活と実際の現地での生活のギャップが大きく、ストレスに繋がって

しまったと推測できる。少しでもギャップを少なくできるよう、例えば、「日本食を日本か

ら持っていく」「日本人と時には関わりを持つ」など、現地の生活でも「日本」を感じるこ

とのできる要素を取り込むことが大事なのではないかと考えた。 

 続いて、中国人のアンケート結果について示す。中国人留学生の留学先は、日本２名、英

国１名であった。「留学中にストレスを感じたか」という問いに対して、全員が「はい」と

回答した（図⑥）。また、語学・食事・人間関係・治安の面でストレスを感じる人が多いと

いう結果を得た（図⑦）。 

 
図⑥：留学中にストレスを感じたか 

 
図⑦：留学中に感じたストレスの種類 
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「具体的にどのようなストレスであったか」という設問に対しての記述式回答では、「日

本語がうまくなかった」「生活や学習場面で語学力不足を痛感した」といった言語面でのス

トレス。「白米が多いのに野菜が少なく、食事の量が一般的に少ない」「中国の食事と根本

的に異なる」といった食事面でのストレス。「友人ができなかった」「クラスに溶け込むの

に時間がかかった」といった人間関係の面でのストレス。また、「経済的に家族に依存する

必要があること」「日本の住宅街の夜間の静けさ・怖さにストレスを感じた」といった経済

面・治安面でもストレスを感じる人がいた。また、日本留学対象者には追加で「日中関係の

面でストレスを感じたか」と尋ねたところ、「インターネットで在日中国人への誹謗中傷を

目にして、それに対して不安・ストレスを感じた」といった回答を得た。 

次に、「それらのストレスを解決できたか」という問いに対しては、全員が「解決でき

た」と回答した（図⑧）。 

 
図⑧：それらのストレスは解決できたか 

「具体的にどのようにストレスを乗り越えたのか」という問いに対しては、「バラエティ

ー番組をたくさん観る」「インターネットを通じてより範囲の広い人々と繋がる」「多くの

人と交流する」「語学の勉強に集中する」「夜間に外出しない」「現地の食生活に適応す

る」「アルバイトでお金を稼ぐ」といった回答が寄せられた。 

以上のアンケート結果から、日本人アンケートとの共通点と相違点をそれぞれ一つ発見し

た。共通点は、ストレスの解決を「外に求める」という点である。日本人留学生も中国人留

学生も、ストレスを解消するために「外向的に生活すること」を意識的に、あるいは無意識

に行っている。相違点としては、中国人はインターネットなどのSNSを通じて自分の生活圏

を越えた、より多くの人との交流を求める点だ（日本人は身近な人との対面交流を求める傾

向があった）。 

 以上のアンケート結果と私たちの考察から、これから留学を控えている人、または現在留

学中の人たちに以下のメッセージを二つ送りたい。一つ目は、留学中にストレスを感じた場

合、外の世界に解決策を求めることが有効なストレス解消の手段になり得るということだ。

ストレスを感じた時こそ、友人や現地の方と交流する、インターネットを通じて交流の場を

広げる、等これらの方法に一定の効果があることがアンケート結果より分かった。もちろ

ん、本人の精神状態や環境次第では「一人でゆっくり休むこと」が最善の場合もあるだろう

が、ストレスを感じる時こそ外界との繋がりを大切にしてほしい。二つ目は、留学前に現地

の情報を可能な限り収集するということである。冒頭で述べた通り、ストレスは内部予測と
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外部からの刺激のギャップによって起こる。このギャップを最小限にするためには、留学先

で予想されるストレスに事前に備えておくことが有効であると考える。「日本食が手に入り

にくい地域であれば、日本から持参する。」「現地での日本人コミュニティを事前に調べて

おく」「仲の良い友人に渡航を知らせておき、相談しやすい環境をつくっておく」等の対策

が挙げられる。 

 以上が「留学生が抱えるストレスとその対処法」の成果レポートである。今回の研究では

中国人のデータを十分に収集することができなかったのが反省点として挙げられる。中国人

のサンプル数はわずか３であり、日本人との比較を行う上ではあまりに少なかった。他方

で、これから留学を控える人（主に日本人）からは今回の研究内容が大変参考になったとい

う声も頂き、その点に関しては嬉しさを感じている。 

〇チームH（横尾洋昌、山本綾音、孙萌、安家宇） 

「今日は、心が疲れているので休みます」といえる社会をつくりたい。 

 

１．はじめに 

文責：横尾洋昌 

今日、精神疾患者への偏見や悪いイメージは、未だに根強く残っている。精神疾患は恥ず

かしい病、社会に受け入れられない病、精神疾患者は不可解な行動をするため危険であると

いった偏見がある。これらの偏見が、精神疾患者もしくは疑いのある人の精神科受診を遅ら

せ、症状を悪化させることもある。また、これらの精神疾患者への偏見は社会と精神疾患者

との溝を深め、多様性の欠ける社会が形成されている。そんな中、日本の精神疾患者総数は

419.3万人（2017年時点）、中国は1億人以上（2016年）となっており、精神疾患者数は増加

傾向であり、大きな問題である。ここで、メンタルヘルス分科会では「今日、心が疲れてい

るので休みます」といえる社会を考えていく。 

 

２．心が疲れて休むとは 

そもそも、心が疲れている状態、疲労は大きく二つに分類できる。それは、病的疲労と生

理的疲労である。ストレスが溜まると免疫機能が弱まり、過度なストレスを受けた場合、身

体的異常が見られるようになる。身体的異常を伴う疲労を病的疲労、それ以外を生理的疲労

と区別する。病的疲労は精神科に行くことしか対処法はないが、生理的疲労は休むことで改

善される。また、病的疲労の場合には会話ができないことが多い。薬の投与やCBT(認知行動

療法)で、治療し問題解決していく。CBTはモノの見方や考え方、行動の方法を一緒に考える

療法で、社会に適応することが難しくストレスを感じている人には効果的だが、自分の理想

と現時点でのギャップといった心の中での問題には、効果が見込めないとされている。その

ため、病的疲労からの回復にCBTが必ずしも使われるわけではない。一方で、生理的疲労は

2、3日休むことで改善される。必ずしも通院する必要はなく、自宅などリラックスできる場

所でゆっくり休むことが大切だ。 

そして、ストレスを感じた時に、すぐに休みを取ることが重要だ。しかし、「休み」に対

する正しい認識を持っていないと、かえってストレスを感じ、悪化することもある。多くの

人間は、苦手なことから目を背け、自分を誤魔化しながら生きていることが多い。それにも
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関わらず、休みをとってしまうと、孤独や不安を感じる。そこで大切なのが、周囲のサポー

トである。効果的な休みを取るには、周囲の人には悩んでいる人のストレスの原因を認識

し、誤魔化す必要のない環境作りをすることが求められる。また、誤魔化さない環境で『遊

ぶ』ことが効果的である。『遊ぶ』とは、幼い子供であればおもちゃで遊ぶことを意味する

が、大人では異なる。大人の場合、『遊ぶ』ことは仕事から離れ、自分の好きなことをする

ことを一般的に意味すると思う。しかしここで注意が必要なのが、競争心を煽る遊びは逆効

果であるということだ。例えば、勝ち負けの存在するゲームは、緊張感を生み出す。重要な

のは、緊張感を生まない、負けたとしても面白い遊びであることだ。そこで、効果的な大人

の遊びとして、2人で会話をするということを提案したい。緊張感なく話せる人と、自分に

正直になり、自分の気持ちを素直に話すことは、ストレス軽減の近道である。楽しかったこ

と、悔しいこと、悩んでいることなど、言いたいことを思う存分話し、気持ちを共有して、

打ち明ける。このような何でも言える関係性、コミュニティはとても重要だ。カウンセラー

や精神科医に打ち明けることも一つの手段ではあるが、彼らに心を開くステップが必要とな

るため、何でもいえる関係性、又はそのようなコミュニティの増加、孤独機会の減少こそ

が、社会から精神疾患者を減らすために重要だ。 

 

３．文化的背景                          

文責：山本綾音 

 日本で「今日、心が疲れているので休みます」と言える社会が実現しない理由を文化的背

景という面で考えた。「空気を読む」というのは日本特有の文化だ。周りの人の顔色を伺

い、輪を乱さないように行動する。気遣い上手というプラスな面もあるが、我慢や押しつけ

といったマイナスな面もある。会社を精神的な理由で休むことで周りの人がどう思うのだろ

うかと考えてしまい、辛くても言い出せないという現状がある。また日本人は真面目に仕事

に取り組み、責任感が強いという傾向がある。その結果自分が休み、同僚の仕事量が増えて

しまうことに罪悪感をもつ。 

 

４．精神病のイメージとその背景 

 日本では精神病に対する偏見は根強く残っている。東北大学教授、吉井初美氏の「精神障

害者に関するスティグマ要因：先行研究をひもといて」によると、精神疾患者は不可解な行

動を取る危険な存在であり、無能力であると思われている。また、危険なイメージから犯罪

に結びつける人が多い。このような偏見があることで精神的な悩みを抱えていても精神病だ

と周りに思われたくない、一緒にされたくないという思いから通院や周囲への打ち明けを我

慢してしまう人もいる。前章で横尾が言及している通り、病的疲労には精神科での治療が必

要不可欠であるが、偏見が精神科受診を遅らせてしまうことが懸念点として挙げられる。そ

もそも、なぜこのような偏見が生まれるのだろうか。日本大学教授、社会心理学者の坂本真

士氏は「精神疾患への偏見の形成に与る要因 社会心理学的手法によるアプローチ」におい

て、「事件報道」及び「誤解を生みやすい病名」の二つが、精神疾患者への偏見を生む原因

として挙げられると主張した。まず事件報道について、マスコミが犯罪と精神疾患の関連が

不確かなうちに報道することによって、偏見が形成されてしまうことが多い。実際は検挙さ

れた人のうち、精神疾患を抱えていた人はわずか0.7％であった（「法務省平成19年度版犯

罪白書2008」より）。また、坂本氏によると、うつ病と精神分裂病の見聞頻度は世間一般で



62 

 

極めて高いが、精神分裂病に対して肯定的なイメージを持つ人は、うつ病に対して肯定的な

イメージを持つ人の半分しかいないという。これは、精神分裂病という病名から人々が良い

イメージを持ちにくく、この病気をよく知らない人は文字からのイメージが先行して悪い印

象を持つからである。実際の精神分裂病とは、幻覚や妄想といった精神病症状や意欲が低下

し、感情が出にくくなるなどの機能低下、認知機能の低下などを主症状とする精神疾患であ

り、実際に精神が分裂する訳ではない。日本精神神経学会は2002年8月、1937年から使われ

てきた「精神分裂病」という病名を「統合失調症」に変更することに決めた。 

 

５．解決策 

 日本で「今日、心が疲れているので休みます」と言える社会を作るためには、三つのステ

ップを踏む必要があると考えた。まず、正しい知識を得て、精神疾患を正しく理解するこ

と。次に、実際に自分が所属するコミュニティにおいて精神疾患者を支援する制度を作るこ

と。最後に、このようなコミュニティが増えることによって、社会全体が変わっていく、と

いう三ステップだ。偏見が生まれる要因の一つとして文化的背景を挙げたが、これらは日本

社会を摩擦なく生きていくためには必要不可欠なものであるため、無理に変える必要はない

と考えた。三つのステップの詳細を続けて記す。 

（１）正しい知識を得る 

 疲労は生理的疲労と病的疲労の二種類に大別され、疲労から回復するためのアプローチ方

法は種類間で異なるということを、どれだけの人が認知しているのだろうか。フィールドワ

ークで取材させていただいたPAS心理教育研究所の小谷英文理事長によると、専門家でも生

理的疲労の患者を病的疲労であると誤診してしまうこともあるという。また事件報道や病名

がもたらす偏見も、正しい知識を備えていれば問題ないだろう。まず、人々のメンタルヘル

スリテラシーを高めることが必要だ。学校教育の現場で、子どもの時からメンタル問題につ

いて学ぶ機会を与える。学習指導要領の改訂により、2022年度から高校の保健体育の教科書

に「精神疾患」が載ることになった。これまでも、「精神の健康」「欲求やストレス」とい

った言葉は学習指導要領の中に入り、学ぶことができていたが、さらに「メンタルヘルスが

悪化するとどうなるか」ということまで踏み込んで教えられるようになった。今後は、義務

教育においてもメンタルヘルス教育を取り入れていくことが期待されている。学校教育を修

了した人たち、そのほかの年代の人たちについては、精神疾患を抱える人たちと一緒に作業

する機会をつくる、ドキュメンタリー映像を見るといったことが効果的である。どちらも事

件報道よりも精神疾患者を多面的に見られるため、悪いイメージのみを抱きづらい。これら

は前述の坂本氏らの検証において実際に効果が見られた。 

（２）コミュニティを変える 

 コミュニティの制度の改善案として、会社での休暇制度について検討した。私達は、二つ

の休暇制度をここで提唱する。一つ目は、治療を促進するための特別休暇制度だ。社員が精

神問題を理由に週に３回以上会社を休んだ場合、会社が精神科（精神心療内科、精神神経

科、メンタルクリニック含む）を受診して治療を受けることを強く推奨する。診断の結果、

医師がストレスの原因が仕事にあると判断した場合、休んでいた期間を特別休暇とみなし、

休暇期間分の給料が支払われる。仕事以外のことが原因である場合は、従来通りの有給扱い
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とする。二つ目は、ストレスチェックの義務化である。半年に一回程度のストレスチェック

を義務化し、医師が診察を行う。ストレス値が高い者には医師が個人面談を行い、必要と判

断した場合は特別休暇を一日単位で付与する。この休暇はストレスの原因が仕事である必要

は必ずしもなく、年に１０日間という制限の中で自由に休暇を取得することができる。 

（３）社会を変える 

 社会はコミュニティの集合体であるから、（２）のような制度を導入してコミュニティを

変革することができれば、それに伴って社会も少しずつ変わるのではないかと期待する。早

急に社会を変えるには、具体的な制度を政府が施行する必要があるだろう。それらはすぐに

は実行されるものではないと理解しており、私達にできることは、まずは自分たちのいるコ

ミュニティ内において、メンタルヘルスリテラシーを高め、ストレスに理解ある環境に変え

ていくことだ。 

 

６．まとめ 

現在「今日、心が疲れているので休みます」とは容易に言えない社会であり、その背景に

は日本の伝統的な文化と偏見が根付いていることが挙げられる。日本人は周囲と足並みをそ

ろえることに重きを置いていることが原因の一つだが、日本の社会で生きていくために必要

な要素であるため、この伝統的価値観を変えることは難しいという結論に至った。精神疾患

に対する偏見については、事件報道が一面的な報道を行うことや、誤解の生みやすい病名が

原因として考えられる。これらの問題を解決し、私たちが目指す社会を実現するためには、

正しい知識を身に着け、知識を自分たちのコミュニティに普及させていく必要がある。この

ようなコミュニティが増えることが精神的にも健康でいられる社会を作るための第一歩であ

ると考えた。 

 

参考文献： 

1. 坂本真士「精神疾患への偏見の形成に与る要因 社会心理学的手法によるアプローチ」，

精神保健研究第11号（通巻44号），p.5-13，1998年，https://www.ncnp.go.jp/mental-heal

th/docs/nimh44_5-13.pdf 

2. 山中まりあ「精神障害者に対する偏見の研究―認知・感情・社会的距離に着目して

―」，広島大学心理学研究 第17号，p.25-34，2017年， 

https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/4/45342/2018032710161285510/HPR_17_2

5.pdf 

3. 吉井初美「精神障害者に関するスティグマ要因一先行研究をひもといて一」，日本精神

保健看護学会誌 Vol.18 No.1，p.140~146，2009年， 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/japmhn/18/1/18_KJ00006817138/_pdf/-char/ja 
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【フィールドワーク先】 

文責：徳永潤 

・取材先一覧（順不同） 

①早稲田メンタルクリニック院長 益田裕介 様 

②東京都立精神保健福祉センター 松尾雄毅 様 

③東京都済生会中央病院 健康デザインセンター長 白波瀬丈一郎 様 

④外務省医務官 北村和久 様 

⑤PAS心理教育研究所 小谷英文 様、中村有希 様 

⑥東大病院精神神経科リカバリーセンター 近藤伸介 様 

 

① 早稲田メンタルクリニック院長 益田裕介 様（取材日：8月21日） 

 
 

② 東京都立精神保健福祉センター 松尾雄毅 様（取材日：8月23日） 
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③ 東京都済生会中央病院健康デザインセンター長 白波瀬丈一郎 様（取材日：8月23日） 

 
 

④外務省医務官 北村和久 様（取材日：8月23日） 

 
 

⑤PAS心理教育研究所 小谷英文 様、中村有希 様（取材日：8月24日） 
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⑥東大病院精神神経科リカバリーセンター 近藤伸介 様（取材日：8月25日） 

 
 

 

メンタルヘルスに関する知見を深めるため、専門家の方々、病院、行政機関、民間機関を

実際に訪問して取材を行った。この場をお借りして、取材を受けて頂いた皆様に厚く御礼申

し上げたい。ご多忙の折にも関わらず皆様温かく迎えてくださり、私たちの質問にも一つひ

とつ丁寧に答えてくださった。FWを通して、メンタルヘルスに関連する問題は簡単に定義づ

けできず、またその解決方法も多種多様なのだと学んだ。実際に日々精神疾患者やメンタル

ヘルス問題と向き合っている皆様から直接ご教示頂いた事柄は、三週間を通しての一番の学

びであったと確信している。今後もメンタルヘルスに対する興味・関心を強く持ち、また正

しい知識を学び続ける努力を怠らないこと、そして自分と周囲の人の心を適切にサポートす

ることを勝手ながらお約束し、メンタルヘルス分科会の活動報告としたい。取材をお受けい

ただいた皆様、本当にありがとうございました。 
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⚫ 環境分科会 

分科会メンバー： 

大気グループ：張欣欣、王湛川、李一諾、菱井創、平野恵理 

海洋グループ：刘佳君、小林万桜、川端萌香、勝隆一 

 

内容： 

◯インタビュー記録 

◯大気に関する検討成果 

・はじめに 

・現状について 

・討論内容 

◯海洋に関する検討成果 

・はじめに 

・国際社会の取り組み 

・政府の取り組み 

・企業の取り組み 

・民間の取り組み 

・おわりに 

◯参考文献 

 

 

◯インタビュー記録 

・8月10日（水）10:00〜11:30、WWFジャパン 

 環境分科会はWWFジャパン海洋水産グループに所属されている浅井総一郎氏からお話を伺

った。プラスチックの特性や海洋プラスチックごみ「ゴーストギア」の現状、またその対策

についてご講演いただいた。ゴーストギア対策として、ごみを発生させないよう予防に努め

ることの重要さを学ぶことができた。再生可能エネルギーを活用して循環型の産業構造への

移行を図るサーキュラーエコノミーに関する話題も大変興味深かった。後半は分科会メンバ

ーとの質疑応答に充てられた。 

 

・8月10日（水）16:00〜17:00、厳網林先生 

 厳網林先生（慶應義塾大学環境情報学部教授）にインタビューした。慶應「日中環境研究

会」のこれまでの活動などについて伺い、環境をめぐる日中間協力において大学が果たして

きた、果たすべき役割について議論した。特に印象に残るのは、厳先生が「継続」の重要性

を強調されたことである。私たちが現在やっている環境に関する勉強会も「継続」すること

こそが要であると気づかせてくれた。 

 

・8月11日（木）10:00〜11:00、染野憲司氏 

 染野憲司氏（理化学研究所北京事務所長）にインタビューした。まず「環境から見る中国

のいま」と題してご講演いただき、大気、廃棄物、気候変動に関する中国の取り組みの現状

を紹介してもらった。特に印象に残るのは、染野氏が日中環境協力のこれまでの歩みと国家
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間関係の変遷を絡めて分析されたことである。環境協力が国家間関係の影響を受けることを

指摘され、これからの「ポストODA」時代は、民間主導の協力のあり方を模索しなければな

らないと気づかせてくれた。 

 

・8月11日（木）15:00〜16:00、黒田嘉彰氏 

 黒田嘉彰氏（新エネルギー・産業技術総合開発機構北京事務所長）にインタビューした。

まず「中国のカーボンニュートラルに関する動向」と題してご講演いただき、中国の政策と

市場の動向などを紹介してもらった。特に印象に残るのは、黒田氏が日中の協力可能性分野

を６つ列挙して考察されたことである。６つは水素、CCUS、新型エネルギー貯蔵、EV電池リ

サイクル、省エネ、スマート保安である。日本企業には中国でのビジネスチャンスがあり、

それらを活かすべきであると気づかせてくれた。 

 

・8月12日（金）10:00～11:30、株式会社ユーラスエナジーホールディングス 

 ご担当者： 

 古山創さま・大迫梨絵さま 

 企業概要： 

 世界14か国で風力発電所を運用する、日本における再生可能エネルギーのリーディングカ

ンパニー。「クリーンエネルギーの普及・拡大を通じ、地球環境保全の一翼を担う」を企業

理念とし、風力発電所の開発・建設・操業までを一気通貫で行う。 

 取材内容： 

 事業概要、企業理念、日本と海外におけるエネルギー問題の比較、ビジネスという観点か

ら環境問題に取り組む意義、今後の展望についてお話を伺った。 

 特に印象的だったのは、再生可能エネルギー分野の製造・供給における日本の優位性が弱

まりつつあるという点だ。日本は、平野部が少なく風が吹く場所が限られているうえ、送電

線も少ない。したがって、1つの風力発電所を作るためにかかるコストが他国よりも大きく

なり、競争力が弱まっているというのだ。これは、「日本は環境ビジネスの先陣を切ってい

る」という環境分科会メンバーの固定観念を打ち破る、非常に貴重なお話であった。 

 そこで、再生可能エネルギー分野の日本企業は海外市場もターゲットとする必要が出てく

るが、そこには障壁も存在する。たとえば、すでに市場が成熟している欧米では期待する投

資リターンの達成が難しく、市場の成熟していないアジアでは現地の法律や制度の理解が課

題とされる。また、アジアの中でも中国のみに注目すると、規模の大きさから一定の資金力

が必要になることがネックになっている。ただし、まだ開発の進んでいない地方部には日本

企業が進出するビジネスチャンスが潜んでいることに留意すべきである。 

 我々は本取材を通して、再生可能エネルギー事業の現状と課題点、環境問題を議論するう

えで企業という視点を持つことの重要性を学んだ。 

 

・8月15日（月）14:00〜15:00、公益財団法人イオン環境財団 

 ご担当者： 

 西原謙策さま 

 財団概要： 
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 1990年イオン創業者の岡田卓也さんによって設立された、地球環境をテーマにした日本初

の企業単独の財団法人。国内外の多様なステークホルダーと連携し、植樹、助成、環境教

育、パートナーシップなどの活動を行っている。 

 取材内容： 

 講演では国内外での活動、主に中国での植樹活動について伺った。国内外の活動で共通し

て、地域の人々と共にボランティア活動を行っているというお話が印象的だった。特に海外

での事業は日本と現地のボランティアがともに植樹活動を行うことで、友好関係や森づくり

に加えて現地の雇用促進にも繋がるという。この講演を通して、技術や物質的な支援だけで

なく人と人同士での活動の積み重ねがより根本的な友好関係を築くのではないかと考察し

た。 

 

・8月24日（水）10:00～11:30、株式会社ピリカ／一般社団法人ピリカ 

 ご担当者： 

 土屋明子さま・劉子青さま 

 企業概要： 

 科学技術の力であらゆる環境問題を克服することを目指す会社。 一歩目としてごみ(特に

プラスチック)の自然界流出問題に注力し、ごみ拾い促進プラットフォーム「ピリカ」、ご

み分布調査サービス「タカノメ」、マイクロプラスチック調査サービス「アルバトロス」を

展開。国連環境計画のプロジェクトへの採用や環境スタートアップ大臣賞の受賞など、今注

目の企業。 

 取材内容： 

 事業内容、創業の経緯、東南アジアにおけるプラスチック流出状況、ビジネスという観点

から環境問題に取り組む意義、今後の展望についてお話を伺った。 

 印象的だったのは、企業の成果発表が世の中に多大な影響を与えているという点だ。もと

もと米の肥料にはプラスチックのカプセルが使われていたが、同社の調査結果が報道された

後、「2030年にはプラスチックを使用した被覆肥料に頼らない農業を目指す」と全農が宣

言。これは、代表の小嶌氏が「環境問題を解決するためには論文を書くだけでは不足だ」と

感じ事業を開始した経緯とリンクする。政府とも異なる、研究機関とも異なる、企業として

環境問題に取り組む意義と役割を環境分科会メンバーが再認識する機会となった。 

 国連環境計画と行った合同プロジェクトの結果も非常に興味深かった。調査を行った東南

アジアでは屋台形式の店が一般的であるため、食品包装の流出ごみが日本よりも多くなって

いた。地域が違えば生活スタイルが違う、生活スタイルが違えば流出するごみも違う。だか

らこそ、地域を問わず使える普遍的なサービスに加え、地域ごとの現状を調査する活動も重

要になってくるのだと考える。 

 我々は本取材を通して、環境問題が生じる過程を一本の川としたときに、上流にいる政府

や企業の取り組みだけでなく、下流にいる「人」に注目する重要性を学んだ。 

 

・8月25日（木）10:00〜11:30、一般財団法人石炭フロンティア機構 

 同機構総務部広報室の鎌田淳一氏をお招きした。同機構は石炭の資源・技術開発や広報な

どに取り組む「石炭のワン・ストップ機関」である。機構の紹介や石炭に関する基本事項の

他、世界で石炭が依然重要なエネルギー源であることや石炭を使用しつつ環境負荷を減らす

方法やその重要性についてご講演いただいた。後半は参加者から上がった、石炭火力発電を
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廃止するうえでの障害や、クリーンコール技術の移転に関してなど、石炭利用の将来の展望

について質問にお答えいただいた。 

 

 

◯大気に関する検討成果 

【はじめに】 

 本グループは中国側参加者３名、日本側参加者２名で構成されている。本会議では日本語

と中国語を使い分けながらディスカッションを進めた。 

 我々グループは世界共通の課題である地球温暖化に着目し、原因である二酸化炭素の過排

出に関して日本と中国の両視点からリサーチ・話し合いを行った。中間発表で日中学生会議

の顧問である阿古 智子教授から「日本」や「中国」といった主語の大きさを指摘され、以

降の討論では参加者一人ひとりの意見や考えに重点を置くことを心がけた。最終発表に向け

て、二酸化炭素の最大発生原因である石炭火力発電に議論の対象を絞り、 

１．日本・中国では火力発電を廃止するべきか？ 

２．中国がカーボンニュートラルを実現する上での困難点は何か。 

以上２点の問いを立て、意見交換を行った。 

 

【現状について】 

 2020年の石炭使用量は中国が世界の半分を占め、次いでインド、米国、ロシアとなってい

る。また、日本、韓国、台湾は自国の資源が少ないため輸入に頼っている。 

 各国のエネルギー使用状況については、いまだに多くの国で石炭に依存している。日本の

石炭使用は全体の34％、中国は72％を占めている。 

 以上のように現状では、先進国を含め多くの国で依然として石炭に依存している。 

 

 ここで石炭火力発電のもたらす環境問題について述べる。 

・石炭火力により発生する二酸化炭素量は天然ガス、石油に比べ多い。 

・窒素酸化物、硫黄酸化物などの発生量も石油、天然ガスに比べて多い。 

 これらの事から石炭火力発電は環境負荷が他のエネルギーに比べても高いといえる。その

ため石炭火力発電廃止の動きが世界で起きている。 

 

 一方、石炭には利点があり、それが廃止できない理由となっている。 

石炭の利点、石炭を廃止できていない理由： 

・世界中に遍在し、調達先が多いため地政学的リスクが低い。 

・価格が低く安定している。（近年価格が急騰しているが、それでも石油、天然ガスよりは

安い。） 

→エネルギーのいきわたっていない開発途上国を中心に、石炭火力発電の需要は依然高い。

また日本については、石炭火力による環境負荷が他国より低く抑えられている事実がある。 

・CCT（clean coal technology）が高く、脱硫などはうまくいっている。 

・石炭火力発電のエネルギー効率は非常に高く世界一である。そのため、エネルギーの無駄

は少ない。 
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【討論内容】 

１．日本・中国では石炭火力発電を廃止すべきか？ 

 火力発電は用いた発電は、安定した発電が可能である一方、地球温暖化を促進する二酸化

炭素や窒素酸化物、粉塵を大量に排出するというジレンマを抱えている。そこで本グループ

は、環境配慮のために日本と中国で火力発電を廃止することの是非について議論を行った。 

 

・日本 

 日本での火力発電の廃止に関する意見は賛否が分かれた。廃止に賛成した参加者は、2050

年までのカーボンニュートラル実現に向けて、有害物質を大量に排出する石炭火力発電に頼

らない仕組みを整える必要性を主張した。また、石炭は有限資源であることを踏まえると、

日本は先進国として積極的な利用は控えていくべきだという声も上がった。石炭は今後およ

そ100年で枯渇することが予想されているが、一部の発展途上国はコスト面から石炭を利用

しなければ国の発展を成し遂げられない現状がある。国際エネルギー機構によると、2015年

時点で電気を利用できない人口はサハラ砂漠地域だけで５億人に達する。日本は石炭火力に

頼らずとも発電が可能な先進国である以上、世界全体の事情を考慮して火力発電を廃止すべ

きだと述べた。 

 他方、反対派からは、2022年時点で日本全国には454棟点在している火力発電所を完全廃

止する場合、発電所での雇用や地方自治体の税収が大幅に減り、過疎化が進む可能性が指摘

された。さらに、日本で開発・普及が進むCCT技術の存在を挙げ、地球環境には大きな影響

を及ぼさないという主張も見受けられた。CCT技術によって日本の火力発電の効率化が進

み、火力発電から発生する有害物質の無駄な排出が抑えられているからだ。2015年時点での

世界各国の発電効率は35%から40%ほどだが、日本は長年40%以上を維持しており、世界の中

でもトップクラスの数値を記録していることも根拠として挙げられた。 

 

・中国 

 中国での石炭火力発電に関しては、廃止するべきではないとの見解で一致した。中国国内

での石炭が豊富さ、火力発電の代替となる再生可能エネルギーの不安定さなどが理由であ

る。四川省は発電の８割を水力発電に頼っているが、今夏の異常気象によって停電が相次い

で発生した例が印象的であった（四川省人民政府, 2022）。本会議に成都からオンラインで

参加していた中国側参加者の一人が停電によって本会議に接続できないという事態も発生

し、「できることなら安定した発電が可能な石炭火力に頼りたい」という当事者ならではの

声を聞くことができた。不安定な発電が持ち得るリスクを改めて認識し、環境保護と自分の

利益の両立について参加者それぞれが深く考えるきっかけとなった。また、中国からの二酸

化炭素排出量は年々増加しているが、増える速度は落ちているため、廃止する必要性が無い

との指摘も挙げられた。 

 中国は依然として石炭火力に発電を依存しており、新しい発電方法を導入するのは膨大な

時間と資金が必要となる点も本グループメンバーで再確認した。しかし、中国では再エネ技

術の発展が著しく、中国西部に広がる広大な土地や川が複数存在していることからこれから

再生可能エネルギーの利用割合を増やしていくのではないか、という主張もあった。 

 

２．カーボンニュートラルを目指す上での障壁は何か。 
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 次に「中国が2060年カーボンニュートラルの実現を目指す上での障壁は何か。」という事

について議論した。中国は2030年までに炭素排出量のピークアウト（碳达峰）し、2060年ま

でにカーボンニュートラル（碳中和）を実現することを目標としている。今までも数々の目

標を達成してきた中国政府であればカーボンニュートラルの目標も達成できると考える参加

者もいた。確かに政府による実行力の強さはカーボンニュートラルを目指すうえでも有利な

点である。同時に障壁もあるはずであると考え、目標の実現を目指すうえでどのような障壁

があるかをテーマに議論した。 

 第一に、ピークアウトからカーボンニュートラルまでの期間が先進国に比べて短いことが

挙げられる。カーボンニュートラルは、すでにピークアウトを迎えた先進諸国もいまだ達成

できていない課題である。中国の二酸化炭素排出量は依然増加しているため、カーボンニュ

ートラル達成のハードルは先進国に比べても高い。 

 第二に国有企業の多さが障壁になりうると考えた。市場からの投資を必要としない国有企

業では、企業による対策が進みにくいことが予想される。民間企業においては昨今、環境・

社会・企業統治を重視した投資であるESG投資を意識した経営をする必要がある。 

 例えば、日本の海運大手である日本郵船株式会社ではESG経営を行うことを明示し、温室

効果ガス削減目標も明確に示している。（同社HP「ESG経営」）一方、同じく海運大手で中

国国有企業である中国遠洋海運集団有限公司も環境対策は行っているが、数値目標やESG の

観点はない。（「中远海运集团可持续发展报告2020」）中国企業であっても民間業であるア

リババグループはカーボンニュートラルに向けた具体的な目標を明示している。（「2021阿

里巴巴碳中和行动报告」） 

 このように民間企業では取り組みの進んでいる環境対策が、国有企業では不十分であり、

国有企業の多い中国にとってカーボンニュートラル達成の障壁になりうる。 

 第三に中央政府と地方政府の連携の問題が挙げられる。中央政府が下す政策を地方の利益

を考えて、十分に実行していなかった地方政府もあった（劉月2020）ことからも、中央政府

と地方政府は一体ではないといえる。上述のような強い実行力があっても、それがすべての

地方で実行できるとは限らない。 

  

 以上のように、議論を通して中国政府のカーボンニュートラル目標には一定の障壁がある

ことが分かった。 

 

 

◯海洋に関する検討成果 

【はじめに】 

 海洋は通じていることから、海洋プラスチックごみ問題は世界共通の問題である。それは

比較的新しい、すなわち近年になってよく認識されるようになった環境問題である。さて、

新出の世界共通の海洋プラスチックごみ問題に対して、国際社会、日中両国の政府・企業・

民間組織はどのように取り組んできただろうか。どのように取り組んでいくべきだろうか。

海洋プラスチックごみ問題を例としてみることで、初期のフェーズにある環境問題への各ア

クターの取り組みの特徴、さらにはそれらの取り組みの進展の方向性をみたい。 

 

【国際社会の取り組み】 
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 国際社会の取り組みは、2010年代後半から本格的に始まったと言える。G7やG20などの場

で、海洋プラスチックごみ問題の深刻さが認識され、取り組みの必要性が確認されるように

なった。日本のイニシアチブによるものには大阪ブルー・オーシャン・ビジョンがある。20

19年6月にG20大阪サミットで提案された同ビジョンは、海洋プラスチックごみによる追加的

な汚染を2050年までにゼロにすることを目指す。G7やG20などの主要国の取り組みに加え

て、ASEANなどの地域レベルの枠組みにおいても同様の動きが見られる。 

 以上のように取り組みが盛んであるとはいえ、世界レベルの法的拘束力をもつ取り組みが

ないことが課題である。努力目標に頼ってばかりでは、なかなか問題は解決されないからで

ある。そのようなことを私たちが議論していたところ、国連による国際文書の作成が始動し

ていることがわかった。国連環境計画（UNEP）は、2024年までに国際的な法的拘束力のある

文書を作成しようとしているのである。新文書の効果は未知だが、国際社会の取り組みはよ

り実行力をもちつつある。 

 

【政府の取り組み】 

 政府の取り組みについて日中両国に目を向けると、2017年に中国政府が海洋ごみの輸入を

禁止したことは重要である。2010年に陸上から海洋に流出したプラスチックごみ発生量は、

中国が132〜353万ｔ／年と推計されており、世界で最も多い。２〜６万ｔ／年の日本は世界

30位だった。中国での発生量がこれほど多かった背景には、日本を含む世界各国による中国

へのごみ輸出があった。こうした国際的なごみの押し付けが解消されてこそ、各国は主体的

にごみ問題、海洋プラスチックごみ問題に取り組むようになると私たちは考える。ただし、

日中間の「押し付け」が解消されたとはいえ、日本と東南アジア諸国の間などでは「押し付

け」が続いている。 

 海洋プラスチックごみ問題に対する日本政府と中国政府の主体的な取り組みは、2019年と

2020年に相次いで打ち出された。日本の場合は、環境省が「海洋プラスチックごみ対策アク

ションプラン」を2019年5月に打ち出した。中国の場合は、環境部門である生態環境部と国

家発展改革委員会が共同で「プラスチック汚染防止のさらなる強化に関する意見」を打ち出

した。環境省の政策が海洋プラスチックごみ問題に特化して「海洋に流出したごみの回収」

などの項目も盛り込んだのに対して、生態環境部と国家発展改革委員会の政策は海洋汚染に

限定せず、プラスチック汚染問題を対象としたものであった。どちらの政策も具体的な目標

数値が不足しているものの、中国の政策には「2025年末までに」というように項目ごとの年

限が明示されている。そのような相違に加えて、日中両国政府のプラスチック関連政策にお

ける決定的な相違は、意識改革キャンペーンを行っているか否かである。日本では複数の省

庁が共同で「Plastics Smart」キャンペーンを展開し、「個人・NGO・企業・行政」の連携

を後押しして「プラスチックとの賢い付き合い方」を推進している。このように様々なアク

ターを連携させて人々の意識改革を推し進めることは、時間はかかるかもしれないが、海洋

プラスチックごみ問題を根本的な解決のために有効かつ不可欠であると私たちは考える。 

 

【企業の取り組み】 

 企業に関しては、海洋プラスチック問題に対して、代替素材・製品の開発や再利用技術、

一度自然界に流出したものの回収という様々な点から取り組む企業を取り上げて現状につい

て知り、考察した。まず、石油から製造される従来のプラスチックに代わるものとして生分

解性プラスチック（PHBH）が注目されており、世界各国で研究や生産が進められている。生
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分解性プラスチックは土や海中で微生物の働きによって分解され、最終的に水と二酸化炭素

になる性質を持っている。この素材を利用した製品製造や、生分解性プラスチックの課題解

決に向けた研究は日中両国でも複数の大企業がすでに行っている。中国では、研究・製造を

行う化学メーカーが大手eコマース企業と提携するケースがいくつか見られた。例えば、金

発科技有限公司はアリババと提携後に新工場建設や海外進出をし、生産能力が大幅にアップ

した。また京東商城では、扱っているブランドに対して包装に関する基準を設けるなど、大

企業ゆえの大規模な取り組みも行われていた。一方日本では、化学メーカーはコンビニエン

スストアや飲食チェーン店、化粧品会社など様々な分野の会社に商品を提供していた。さら

には漁業が盛んな日本では、卸売市場でその場でできる発泡スチロールリサイクルシステム

や、中小企業によるマイクロプラスチック調査サービスなどプラスチックが自然界に流失す

ることを防ぐための取り組みもいくつか見られた。最後に、日中比では大手化学メーカーの

一社あたりの生分解プラスチックの生産量は日本の方が多い印象であった。日本企業では19

90年代からすでに生分解性プラスチックの研究開発が行われており、将来のニーズを見越し

て研究を進めたことが関係しているのではないかと考察した。 

 

【民間の取り組み】 

 NPO・NGOによる取り組みとして出前授業や製品の企画・製作が行われているが、あまり大

規模には展開されていない。これは、海洋という大きな問題に取り組むには一定の資金力が

必要であるためと考えられる。国立環境研究所の調査によると、予算規模100万円未満のNP

O・NGOが最も多くなっている。また、活動テーマは「環境教育」が最多で、その次に「まち

づくり・地域活性化」が続いている。NPO・NGOの”非営利”という性質と環境問題のもつ”

広い”特質が上手く溶け合うためには、他のステークホルダーとの協力が必須であるのかも

しれない。 

 研究機関による取り組みとしては、九州大学と鹿児島大学が海岸に漂着したプラスチック

ごみの総体積計量システムを開発した事例や、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTE

C)が海洋マイクロプラスチックを準自動で分析するシステムを開発した事例など、大規模に

展開されている。これは、環境研究総合推進費に見られるように、政府から多額の補助金が

投入されていることが要因として考えられる。実際、環境研究総合推進費の援助を受けたプ

ロジェクトでは、予算規模2千万～4千万円未満のものが最多となっている。民間団体が海洋

プラスチック問題という大きな課題に取り組む際には、投資額の大きさが活動規模を決める

直接的な要因になっているのだろう。 

 

【おわりに】 

 海洋プラスチックごみ問題も例に漏れず、他の環境問題と同様に、問題解決の如何は天秤

に委ねられている。問題の解決と、それにかかるコスト・かけられるリソースの天秤であ

る。「問題の解決」の皿を動かすのは、何より人々の意識であると私たちは考える。したが

って、意識改革は急務である。一方で、「問題解決にかかるコスト・かけられるリソース」

の皿は、各アクターの努力によって着実に動かせるだろう。コストを減らしてリソースを増

やせばよいということではなく、民間を中心に、または民間を押し動かしてカネのサイクル

を回す必要がある。そうすれば、環境問題に取り組むためのヒト・モノも次第に充実するだ

ろう。日中両国では既に、環境のビジネス化が進みつつあり、各アクターの連携も進みつつ
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ある。今後そのような流れをさらに加速させることこそが、私たちの地球を守るために鍵と

なる。 
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⚫ 教育分科会 

メンバー構成 

日本側：曹可臻、楢本珠貴、常恵茗、李文佳、中谷純己 

中国側：王璐儿、张兆隽、杨钰楚、宾睿、梁昊佳 

 

はじめに 

文責：楢本珠貴 

 教育分科会は国連によって制定されたSDGs（持続可能な開発目標）の一つである、「質の

高い教育をみんなに」という大きな目標を掲げて活動を開始した。私たちは教育という分野

の幅広さを考慮し、教育の中でも言語教育とジェンダー教育という二つのテーマを選択し

た。教育分科会の参加者個人の興味・関心に基づき、分科会を言語教育とジェンダー教育の

二つのグループに分けた。「質の高い教育をみんなに」という教育分科会全体の目標を軸

に、言語教育とジェンダー教育のグループが各々のテーマに基づく最終ゴールを定めて議論

を進めた。 

 

［SDGsの目標］ 

2030年までに、教育を受けるすべての人が、持続可能な社会をつくっていくために必要な

知識や技術を身につけられるようにする。そのために、たとえば、持続可能な社会をつくる

ための教育や、持続可能な生活のしかた、人権や男女の平等、平和や暴力を使わないこと、

世界市民としての意識、さまざまな文化があることなどを理解できる教育をすすめる。 

 

事前活動 

中間合宿 

文責：李文佳 

中間合宿では、人数の関係により、2日目から本格的に議論をスタートした。最初に、分

科会共通の目標として、SDGsの四番目の目標、「質の高い教育をみんなに」を軸とし、どの

ように中間合宿では主にテーマ決めについて討論をした。それぞれ言語教育、ジェンダー教

育、平和学習のテーマについて挙げられていたが、最終的に、言語教育とジェンダー教育に

選定し、それぞれの目標決めとゲストの招待を次回のミーティング前までの課題とした。 

 

定例ミーティング 

文責：曹可臻 

 初回の顔合わせミーティングでは、zoom上で自己紹介やアイスブレイクをし、メンバー同

士の仲を深めることを目的とした。その後、教育分科会の議題テーマを設定し、分科会内の

ルール決めをした。 

 第２回では、それぞれが用意してきたフィールドワーク先、呼びたいゲストをメンバー間

で共有し、最終的なものを決定した。また、本会議期間までの一か月間の過ごし方、本会議

中の議論の仕方など、決定事項について決めた。 

 本会議期間中は、必要に応じてミーティングを開いて議論の軌道修正をし、適度にアイス

ブレイクを取り入れメンバー同士の更なる仲の深まりを目指した。 
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本会議での議論 

言語教育 

議論の目標 

文責：楢本珠貴 

私たち言語教育グループは、議論の最終目標を、「日中友好を担うBridge Builderを育成

する言語教育」と設定した。ただし、言語教育を受ける全員をBridge Builderに育成するこ

とは不可能なため、現状よりも多くのBridge Builderを育てることのできる言語教育どのよ

うにして作り上げることができるかについて議論した。Bridge Builderという言葉はしばし

ば日本語で架け橋と翻訳されるが、私たち言語教育グループはBridge Builderを「これから

の将来の日中両国の間に友好の橋を作る人」と定義した。日中間の架け橋を担う次世代の人

材、すなわちBridge Builderを育成することができる言語教育の実現を目指して言語教育グ

ループは活動をした。 

言語教育のグループでは、Bridge Builderになるために、言語とマインドセットが相互に

関わっていると仮定した。原因として、言語力が備わっていても、相手に興味を持とう、異

なる価値観を理解しよう、異文化を理解しようというマインドがなければBridge Builderに

なることはできず、その一方で、マインドを持っていても、言語力が不足していれば直接的

にコミュニケーションを取ることが不可能になり、Bridge Builderのような存在になること

は難しい。 

そのため、言語教育グループでは、言語とマインドの両方を養うことができる言語教育の

在り方について議論を重ねた。 

 

 
図1：私たちがイメージする「Bridge Builder」 

 

デジタル化の時代における言語教育の必要性 

文責：曹可臻 

私たちは議論する中で、「なぜ自動翻訳などの技術が発達している現代においても言語を

学ぶことが必要なのか」という疑問が生じた。そこで、私たちはこれに対する３つの理由を

考えた。 

 １．機械を通してではなく、直接話をすることによって、話し方や発声の強弱を聞き取る

ことができ、相手の雰囲気や感情を感じられる。 
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 ２．言語は文化の一部であるため、外国語を学習することで、異文化理解のマインドを養

うことができる。 

 ３．現時点では翻訳機の精度に限界があり、ニュアンスや言葉の詳細な解釈をするために

は人間の思考力が必要である。 

以上３つが、私たちが考えるデジタル化の時代における言語教育の必要性である。 

ターゲット層 

文責：楢本珠貴 

私たちは言語教育を通して日中のBridge Builderとなる人材の育成を目指すために、三つ

のターゲット層を設定した。ターゲット層としては、比較的言語の習得のスピードが速い年

齢の、日中の小学生から高校生までを対象とした。また、日中の学校で最も多くの人に学ば

れている外国語を選んだ。 

 １番目は、日本で小学校から高校まで第一外国語として英語を学習するグループである。

日本においては、小学校から高校まで英語を学習する学生が、全体の学生のうちの98.7%を

占めている。そのため、１番のグループが日本の学生の中では圧倒的な多数派となってい

る。 

 ２番目は、中国で小学校から高校まで英語を学習するグループである。こちらのグループ

も中国の学生の中では97.3%と大多数を占めている。 

 ３番目のグループは、中国で小学校と中学校では英語を学び、高校では英語の代わりに日

本語を学ぶ学生である。こちらは中国の学生全体の2.68%を占めている。2.68%という数字は

小さいが、中国の学生の全人口が多いこと、そして日本語という一つの言語が中国の３％弱

の高校生に第一外国語として学ばれていると考えると、３番目のグループも議論の対象とし

て重要だと考えた。 

 
6～12歳 12～15歳 15～18歳 割合 

① 日本 英語 英語 英語 98.7% 

② 中国 英語 英語 英語 97.3% 

③ 中国 英語 英語 日本語 2.68% 

表1：3つのターゲット層 

出典： 

・文部科学省 平成30年度学校基本調査（確定値）の公表について 

(https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/14

07449_1.pdf) 

・文部科学省 高等学校等における国際交流等の状況について 

(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/__icsFiles/afieldfile/2019

/09/19/1323946_001_1.pdf) 

・中国政府网 1193万考生迎来2022年高考 

(http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/07/content_5694363.htm) 
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ターゲットごとの現状・課題・解決策 

文責：曹可臻 

①日本における英語教育 

 日本の小学校では３〜６年生の３割は英語の授業が嫌いということから、３・４年生の外

国語活動で英語に慣れ親しめていないということが考えられる。そこで、私たちが考えた解

決策は、年に数回、日本にいる留学生などとの交流の場を自治体や民間の企業が提供するこ

と、海外の提携校との交流事業を行うことの２つであり、自治体が実施することを想定して

いる。 

 
図2：「英語に関する小学生の意識調査」 

続いて日本の中学校における現状、課題、解決策である。 

 言語の面では、英検３級、つまり中学卒業レベルの取得率が50%未満。マインドの面で

は、56%が英語に興味がない。または、テストで良い点をとるための勉強をしていることか

ら、英語学習に対して非常に消極的、受動的であるという現状に直面している。 

 課題は、インプットに比べて、アウトプットの量が少ないということが考えられ、グロー

バル・スタディーズを全国の中学校で導入することでこの課題を解決できると考えた。 

 グローバル・スタディーズを高校だけでなく、より若い世代である中学校でも導入を進め

ることにより、英語を実際に使用する機会が増えるとともに、異文化理解、他者を尊重する

心が育つことが期待される。 

 最後に、高校における現状、課題、解決策である。 

 言語面では、高校生で英検準２級を取得した割合が40%。マインド面では、道具的動機付

けが強く、統合的動機付けが薄い。つまり、受験のために英語を勉強し、国際交流や異文化

交流をする意思が弱いということに直面している。また、文部科学省からは、「何かができ

るようになったか」よりも「どれだけ語彙や文法等の知識を身に付けさせたか」を中心とし

た授業が行われているという指摘がある。英語学習の最終目的が大学受験になっているた

め、実践的な英語力が身につかず、異文化理解のマインドも育たないことが課題として挙げ

られる。 

 これに対する解決策は、姉妹校との連携、高大接続である。これにより、海外の学生との

つながりを持つこと、思考力・探究力・分析力を養う教育をより多く行うことが実現でき

る。 
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②中国における英語教育 

 中国の英語教育の現状を一言で総結すると、「应试教育」である。「应试教育」は、日常

会話など、実用性の高い知識より、テストでいい点数を取るための知識を教える教育を指

す。良い点数が取れるならもちろんいい大学に入学できるが、私たちが議論していた言語教

育が文化の交流に収容する視点から考えると、いくつかの問題点が存在している。以下で

は、２つの課題を示し、それらを分析して解決策を提示する。 

 まずは課題１である。中国の学校の英語教育について、試験問題の種類から分析すると、

一番重要視されているのが単語や文法を暗記する能力だと考えている。そのほか、読む能力

と聴く能力も重視されている。そのため、話す能力が考察内容としてのテストは外国語学校

以外の多くの学生にとって稀だと言える。英語を使って話す練習が不足であるため、成績が

良いにも関わらず、実際に英語を用いたいが、困難である。   

 次は課題２である。親も学校側も成績が重視する必修科目としての英語は、学生にとって

心身的な負担がかかりやすいと言われているため、英語を学ぶ際、過度なストレスも英語教

育問題の一つだと考えている。 

 そこで、私たちが考えた解決策は以下の２点である。１つ目は、卒業要件として、スピー

キングテストを導入することである。今の中国では、「高考」という大学進学試験がすでに

スピーキングテストを実施しているが、試験に受けるのが特定な学生や特定な地域に限られ

ている。試験の公平性と地域間の格差を考えると、スピーキングテストの合格を卒業要件と

して、オンラインシステムを導入し、オンラインでスピーキングを練習し、試験を受けるこ

とを推奨する。また、電子設備が不足な地域では政府が積極的に支援し、教育の格差を縮め

ることができると期待する。 

 ２つ目は新たな授業形態の実践である。アクティブ・ラーニング形態で授業やディベート

授業を行い、学生が授業の主体となって授業を楽しむことで、英語の授業により積極的に取

り組むことが期待される。 

③中国における日本語教育 

 まずは中国の現状および課題である。データによると、中国で日本語を勉強している人口

は世界第１位であり、大学で第二外国語として選ばれる確率は年々高まっている。 そのう

ち、高校3年間の日本語学習は１学期36時間で、３年間の学習で1,000語を習得する必要があ

り、英語と比べると語彙の量はより少ない。また、中国は「应试教育」に基づくため、学生

が日本語を学習するための要件が英語ほど高くない。これらにより、学生のリスニングと外

国語コミュニケーション能力の低下に繋がっている。 

 解決策としては、日本文化に興味を持ってもらい、語学学習への意欲を持たせ、徐々に日

本語能力を高めていくことが挙げられる。そのためには、「日本文化鑑賞」、「日本語討論

とスピーチ」、「日中文化比較」などの日本と関連する科目を高校で開講する必要があると

考える。また、冬休みや夏休みなどの長期休暇中は、日中学生交流会のような文化交流のイ

ベントを開催し、日中の学生の交流と友情を深めることも解決策として挙げられる。 
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日中の言語教育の共通点 

文責：李文佳 

第一に、日本、中国共に大学入試でスピーキングが評価されていない。 

日本の文部科学省はスピーキング入試の取り入れについて、消極的であり、2025年に導入

することは難しいと公表している。一方で、中国では、近年、各地方でスピーキングテスト

を積極的に取り入れているが、依然として全地域への普及が実現されていない。第二とし

て、日中共に受験英語のマインドセットが根強い部分がある。 

日本では、高校の際、大学受験の為に英語を勉強している学生が多い。そのため、大学入

学後、英語は必修科目から外れ、英語の勉強を途中で辞めてしまう学生を見受けられる。一

方で中国では、大学に入った後も英語を勉強し続けるが、資格試験のために勉強している傾

向が多い。これにより、両国ともテスト対策の英語になってしまっている。 

 

今後の課題 

文責：李文佳 

今後の懸念点として、以下三つの点が挙げられる。 

まず一つ目に、人材不足が大きな要因となると考える。現在、各地で教員不足が進行して

いて、質の高い教師が見つかりにくいという傾向に当たっている。そこで、教師資格をとる

ようにインセンティブな解決法を見出す必要性がある。第二に、日本の大学の英語は必修科

目ではないため、多くの学生は高校生のうちに学んだ英語を大学進学後に放棄してしまう現

状がある。中国の大学では、大学に進学しても必修科目であるが、受験目的での英語学習が

払拭できないため、道具的動機が多く見受けられる。よって、どのように英語の勉強を高校

で途絶えず大学でつなげるのかが今後の議論にも重要となる。三つ目に、各アクターへのア

プローチの方法についても探りたい。現場を変えていくには、各国の教育政策は教育委員会

や自治体、そして政府のサポートが重要となり、限られたリソースをどのように活かせる

か、より現実的なプランを考え、それぞれのアクターに提言する必要がある。 
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ジェンダー教育 

                            文責：常惠茗・中谷純己 

 

１）はじめに 

 ジェンダー教育分科会ではどのような教育が社会のジェンダー平等を解決するのかについ

て議論した。私たちの今回の議論の目標は女性の地位の向上だ。地位の向上とは具体的に女

性が経済的に自立し、弱者が弱者のままで尊重されることをさす。 

 当初我々はジェンダー教育とオンライン教育という二つの大きなテーマを設定していた

が、ジェンダー教育とは、①男女差の身に注目するのか、それとも②性的マイノリティにも

焦点を当てるのか、オンライン教育であれば、③ITリテラシーを高めることなのか、あるい

はコミュニケーションの円滑化を図るためなのかなど多くの解釈が出るため、テーマが大き

すぎるとの意見が出た。そのため日中両国でオンライン教育よりもジェンダー格差の方が深

刻であるとして、ジェンダー教育を一つのテーマとして絞ることとなった。 

 その他日本のSTEM領域（いわゆる理系分野）への女性の進出が少ないことを問題視してい

るとの意見があり、ＩＴ技術の進歩によって女性中心の事務職やサービス職などにおいて、

将来的な観点では雇用の減少や、喪失、低賃金化の懸念があり、中国の積極的な理系分野へ

の女性活用の観点からも、ジェンダー格差の是正と日本女性のSTEM領域への女性の進出を目

標として定めることとした。一方で女性のSTEM領域の進出となるとジェンダー平等の推進に

加えてSTEM領域全体の環境改善も必要不可欠であり、分野が多岐にわたっている。そのため

最終目標としては、ジェンダー教育とSTEM教育の両方の面から解決方法を探ることとした。 

 

２）現状分析 

今現在、日本での女性の地位は低い。ジェンダーギャップ指数では総合で１５６か国中１

２０位と他の先進国に比べて大きく遅れをとっており、４年生大学進学率においては女子5

0.7％、男子56.6％と男子の方が5.9％ポイント高い。これは学力の差ではない。息子は大学

まで娘は短大まででいいと考える親の性差別的な教育の結果である。また、賃金の面をみて

も女性の方が男性よりも低いことがわかる。また、非正規雇用の女性の所得はさらに低い。
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それにも関わらず、働く女性の１０人に６人は非正規雇用である。

 
図3：所定内給与額27 

また、文系と理系でも大きな差がある。年収で見ると、文系出身者が平均２０３、０２万

円で理系出身者は２６０、３６万円となっており、このことから文系出身者よりも理系出身

者の方が高い所得を得ていることがわかる。それにも関わらず、日本の女子の文理比率は文

系が８、理系が２となっており文系の方が圧倒的に多い。 

 

 
図4.5：文系と理系の年収の違い

28 

さらにはオンラインとSTEMの観点からIT人材の不足が挙げられる。経済産業省のデータに

よると、日本のIT人材の不足規模に関する予測では、2030年の人材不足は最大で約８０万人

とも言われ、さらなる人材の確保が必要となってくるわけであるが、“IT人材の1/4を占め

る女性IT人材についても、IT人材が不足する今後において、より一層の活躍が期待される状

況にある。”と結論付けている。 

 

 
27
 出典：男女間賃金格差について 令和4年 内閣府男女共同参画局 

28
 同上 
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図6：IT人材の不足規模に関する予測29 

３）問題提起 

これらの現状から女性のジェンダー平等を妨げている要因は主に２つに分けられると判断

した。一つが社会的な格差、もう一つが文化的な格差である。 

①文化的格差 

社会的格差が可視化されているのに対して、文化的格差は家庭に潜在的に潜んでいる格差

である。一つ目に、女性が家事が得意だからなどといった理由ではないにもかかわらず、日

本の家庭では家事の大半を女性が担っている。長い歴史の中で女性は家を守り、男性は外で

仕事をするという概念が今現在の形で残った結果なのである。 

 二つ目に文化的格差として娘の意欲の冷却効果というものがあげられる。例えば女の子な

のだから医者よりも看護師になったほうがいいとか大学にいかなくても専門学校に通えれば

いいなどと親が子供に教え、娘の意欲をくじくことである。これらは形のあるものではな

く、一種の固定的な概念に過ぎない。そこで私たちは家庭での教育によって「意識」を変え

ることにした。 

②社会的格差 

一つ目が女性の非正規雇用の多さだ。女性の非正規雇用が多く、経済的な自立が難しくな

り男性に依存してしまうため、結果的に女性の立場の低下を招いてしまう。日本では男性の

賃金が上昇するにつれ女性の主婦率が高くなる。もしも、このような状況で離婚してしまう

と非正規雇用の女性は少ない賃金で生きていかねばならずシングルマザーの貧困問題などに

もつながる。 

もう一つが女性の賃金の低さである。先ほども述べた通り女性、特に文系は男性や理系出

身の人に比べ賃金が低い。これはなぜなのか。脳が先天的に男性は理系分野が得意で女性は

 
29
 出典：経済産業省 IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果 
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文系分野が得意と決まっているのだろうか。東京大学名誉教授、女性学の専門家である上野

千鶴子教授の話では答えはＮＯだ。文系脳、理系脳というのは関係なく子供が育つ環境に大

きく影響されるのである。特に分岐点は中学からで理系分野の遊びや体験に多く触れていれ

ばおのずと理系を好むようになる。大学からではすでに遅いのである。このことから私たち

は高校の文理選択の際により多くの女子が理系を選び賃金の比較的高い理系の職業につける

ようにＳＴＥＭ教育を高校で促進することにした。 

 

４）講演内容と解決策 

上野千鶴子教授講演 

上野千鶴子教授講演内容： 

今のジェンダー問題ではしばしば、女性が家事を負担して家にいるという思考はよくない

が、一方で男女参画を推し進めて女性も平等に働けるようにしようといった意見が聞かれ

る。だが、それは本当に根本的な男女格差の解決になっているのだろうか。 

 

結婚市場への投資の方が労働市場への投資よりも効率がよいといわれていたひと昔前は、

娘に高い教育を受けさせて働かせるよりも結婚させた方が親にとっての利益が大きかった。

しかし、９０年代以降女子の実学志向が進み、少子化も相まって女子のみの家庭が増加する

と、親たちは娘に重点的に投資をするようになった。結果的に仕事での成功と家庭での成功

の両方が求められ、従来よりも女性の負担が増加してしまった。 

男女雇用機会均等法など様々な法律や条約が成立している日本では、いずれも罰則がなく

法的な拘束力にかける。さらにこれらの法律は女に男のような働き方を推奨するものであっ

た。私たちがはっきりしておきたいのはジェンダー平等とは決して女も男のようになりたい

というものではなく、弱者が弱者なりに尊重されるものである。ゆえにこのような法律はジ

ェンダー格差の根本的な解決には至ってない。  

負担が増えた女性たちは仕事と家庭を２つとも両立するためにどちらの時間も取るように

したのである。仕事は稼げなくてもフレキシブルに働けるところがいいと考え、非正規雇用

で働くようになる。男女共同参画白書令和４年によると、非正規雇用の職員が現職の雇用形

態についた主な理由として「自分の都合のよい時間に働きたいから」が３６６万人と１位、

「家事、育児、介護等と両立したいから」が２２３万人と３位になっていた。 

日本では、家事、育児、介護などのいわゆるケアを主に女性が担当しているが、海外での

夫婦共働きの場合ケアを委託するタイプは主に３つある。 

1.北欧モデルのケアの公共化 

2.アングロサクソンモデルのケアの市場化 

3.南欧モデルのケアの家族化 

北欧モデルは国が社会保障を充実させるため国民負担が高くなる傾向がある。アングロサ

クソンモデルでは安い移民労働力の存在が欠かせない。南欧モデルの場合、親戚や祖父母の

手伝い頼みのため核家族が多い日本ではあまり見られない。つまり、日本にはどの選択肢も

ない。 

そこで、それらの女性が行っているケア労働の分担を男性もさらに担えばよいと私たちは

考えた。夫は外で働き、妻は家を守るべきだという考えに対する意識変化の調査では賛成と
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答える人が年々減ってきているものの、いまだに妻の方が多くのケア労働を負担している。

これは働き方や社会の問題でもあるが、それよりも私たちは固定的な観念の問題であると考

えた。よって女性の地位向上のためには人々の意識を変えなければいけない。そのための教

育である。固定的な観念が子供のころに形成され、親からの教育による部分が大きいと考え

た私たちはどのような家庭教育が問題を解決するのか考えた。 

以上の結論として、ジェンダー教育のあり方に関する２つの案が提起された。 

（a）ジェンダー教育 

解決策１） 

男性のみに対する教育 

近年、娘には仕事も家庭も両立してほしいと考える親が増えて来てはいるが、娘の行く先

を案じてより家庭的な人生を歩ませるよう教育している親もいる。結果的にこれは娘の意欲

のクーリングアウト（冷却効果）につながってしまう。また、特にそのような教育をするの

は父親よりも母親のほうが多い。では、主婦的思想を持った母親の価値観を変えなければい

けないのだろうか。というよりも、私たちはそのような思想を持った女性を理想として求め

た男性の考え方を変えなければならないのではないかと考えた。ここでいう女性の価値とは

男性から見た価値であり、男性がより女性について理解し、女は家事を中心に負担すべきだ

という概念を求めないように教育したほうがよいと考えた。 

解決策２） 

男女両方に対する教育 

現状として男女間での伝統的な価値観の意識は統計的にも相違はない。世帯ごとの価値観

の継承による影響が大きくジェンダー教育が男性のみに施されたとしても解決には至らな

い。 

また、ジェンダー教育が無意識の差別の解消だけでなく女子生徒にとってもキャリアアッ

プの希望をあたえるものであるため、両性ともにジェンダーの価値観を変えるべきだと考え

た。 

さらに、STEM教育の観点からは以下の3つの解決策が提起された。 

（b）STEM教育 

①大学入試における理系科目の必修化と選択科目の再編成 

１つ目は理系科目の必修化と選択科目の再編成である。入試制度では、理系への興味関心

を高めるために、日本側からは文系でも化学と物理の中から一つを選び理系科目を必修化さ

せたり、文系対象の私立大学での入試科目にも理系科目を導入したりすれば政府から優遇措

置を得られるようにするといった意見が出た。一方で理系科目の必修化・科目数の増大に伴

って選択科目の取捨選択も行わなければならず、大学入試の改革には慎重性が求められる。

大学入試に至っても、女子高や女子大でも理系学部を増やし、女性の理系進学者数の母数全

体を増やすべきとの意見も出た。 
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②大学でのリベラルアーツ教育の推進 

大学の高等教育では、デジタル人材の育成のために、知識偏重の教育から、答えのない社

会課題に対して問題解決を図る抜本的な改革が必要である。アメリカでも採用されているリ

ベラルアーツ教育、具体的に言うならば課外活動での貢献や課題に対して実直に取り組んで

きた人を重んじる教育である。リベラルアーツ教育の推進によってデジタル人材の育成だけ

ではなく、多様性の推進も図られジェンダー平等の解決につながる。その他にも文理融合領

域を増やすという案が出てきた。例えば１次専攻が文系領域でも、２次専攻を理系科目とし

て取得できるようにするといったようなことだ。 

③企業と学校との協力・連携 

三つ目は企業と学校との協力・連携であり、これによって学校における社会的な実践の場

と明確な進路選択の準備が可能となる。具体的な政策としては、①女性を対象とした科学コ

ンクールの開催やデジタル起業を招待して行うキャリア支援、②デジタル分野の資格取得を

明確化することで、安定したキャリア形成の後押しを行うことだ。さらに特に中国では大学

に進学しない生徒へも高度な技術育成と企業の連携を強化していくことが必要だ。 

 

５）まとめ 

 女性の地位を高めるための文化的なアプローチとしては女性が経済的に自立し仕事と家事

を負担なく両立できるようにするために家庭での役割を女性に限定しないマインドを育てる

教育で根本的な意識を変えることが重要だと考えた。さらにはSTEM教育の観点からも日本の

STEM教育の強化と入試や大学での理系科目への興味・関心の増大、ジェンダー平等につなが

る環境整備が重要である。 
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写真1.2.3.4：教育分科会メンバー （上：対面参加者 下：オンライン参加者） 
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第三部 活動感想 

 

◆ IT分科会 上野祐香 

共同生活を通して調査や議論をし、得たものは知識だけでない。異なるバックグラウンドを

持つ者同士相互理解に努めた先にある達成感や学び、楽しさだ。この経験を活かして社会貢

献していくため、貴重な繋がりを続けていきたい。 

 

◆ サブカルチャー分科会 山下紗季 

今年は初のハイブリッド開催。世界規模のウイルスだって、私たち学生たちの交流は止めら

れない。オンラインで一緒に議論した中国側のみんなとも1日でも早く会いたい。学生なら

ではの体験をこの41期のメンバーでやり遂げたと思う。 

 

◆ メンタルヘルス分科会 徳永潤 

ホテルから会議室までの朝の道、電車を乗り継いで向かったフィールドワーク、脳がヘトヘ

トになるまで議論したあの夜。全てがひと夏の出来事であった。実に濃密な三週間を過ごし

たと思う。これからも大事にしたいと思える日中の仲間と出会えたことが、私は一番嬉し

い。 

 

◆ 環境分科会 勝隆一 

日中学生会議は目的ではない。より好い日中関係をつくるための手段である。充実した活動

を経て、私は目的の実現に向かい歩み続ける。さて、日中学生会議の活動は多くの「快諾」

に支えられている。渉外担当委員として活動し、それを痛感した。お一方お一方の「快諾」

に感謝したい。私自身「架け橋」として歩み、恩返しする。 

 

◆ 教育分科会 曹可臻 

実行委員として日中学生会議に関わってきた時間はとても濃厚だった。 

仲間と活動することの楽しさを身に染みて感じたとともに、自分自身の大きな成長も感じ

た。 

本会議で個性豊かな仲間と出会って過ごした時間は私の一生の宝物。 

今夏は私にとって濃い夏、最高の夏、忘れられない夏だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

第四部 終わりに 

 

1. 謝辞 

第41回日中学生会議はたくさんの関係者の皆様にご助力・ご支援いただき、無事3年ぶり

となる対面とオンラインのハイブリッド開催を実現することができました。 

日中学生会議の活動にご理解と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。日中学生会議を通じて構築した人的ネットワークをこの先も続けていくよう努めてい

きます。また、日中学生会議が今後も続き、日中の輪を広げていくことこそが日中友好への

貢献だと考えております。今後とも引き続き日中学生会議をご指導、ご佃撻くださいますよ

う、宜しくお願い致します。 

第41回日中学生会議実行委員一同 

 

2. ご助成（順不同） 

一般財団法人 MRAハウス 

公益財団法人 電通育英会 

公益財団法人 東華教育文化交流財団 

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 

 

3. ご後援（順不同） 

日本国外務省 

日本国文部科学省 

中華人民共和国駐日本国大使館教育処 

公益社団法人 日本中国友好協会 

 

4. 日中国交正常化50周年認定事業 

 

5. ご協力 

日中学生会議 OBOGの皆様 

クラウドファンディングに支援していただいた皆様 

 

6. ご助力（順不同） 

日本経済新聞 高橋哲史氏 

ANAホールディングス相談役 大橋洋治氏 

東湖株式会社 代表取締役 徐輝華氏 

プロスノーボードコーチ 佐藤康弘氏 

慶應義塾大学名誉教授 添谷芳秀氏 

カリフォルニア大学バークレー校教授 スティーブン K. ヴォーゲル氏 

フリーメディアプロデューサー 渡邊満子氏 

センスタイムジャパン社長 労世鉱氏 
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アクセスブライト社長 柏口之宏氏 

WWFジャパン海洋水産グループ 浅井総一郎氏 

慶應義塾大学環境情報学部教授 厳網林氏 

理化学研究所北京事務所長 染野憲司氏 

NEDO北京事務所長 黒田嘉彰氏 

株式会社ピリカ 

株式会社ユーラスエナジーHD 

会津大学副学長 趙強福氏 

前橋工科大学名誉教授・客員教授 鐘寧氏 

公益財団法人イオン環境財団 

公益財団法人ニッポンドットコム 

一般財団法人石炭フロンティア機構 

夏目英男氏 

吉川真人氏 

凸版印刷株式会社様 

東京大学名誉教授 上野千鶴子氏 

上海交通大学教授 金文峰氏 

神戸中華同文学校 

科学技術国際交流センター 国際交流事業部 副参事 秦舟氏 

WORLD ROAD代表 平原依文氏 

株式会社Mined創業者 前田智大氏 

早稲田メンタルクリニック院長 益田裕介氏 

東京都立精神保健福祉センター 松尾雄毅氏 

東京都済生会中央病院 健康デザインセンター長 白波瀬丈一郎氏 

外務省医務官 北村和久氏 

PAS心理教育研究所 小谷英文氏、中村有希氏 

東大病院精神神経科リカバリーセンター 近藤伸介氏 

广州岑存影业有限公司 吴氏 

苏州中擎阳光文化传媒公司 王氏 

Anichina CEO 遠藤貴司氏 

立教大学教授 定包英之氏 

神奈川大学教授 水川敬章氏 

講談社 

 

7. メディア 

毎日新聞 河津啓介記者 

読売新聞 山根祐作記者 

 

8. 顧問 

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 天児慧名誉教授 

東京大学大学院総合文化研究科 阿古智子教授 

近畿大学文芸学部 上田貴子教授 


