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１．はじめに

　1996年末「中国青年報」が青年を相手に行った世論調

査では，76.4％が「日の丸を見ると日本の侵略の残酷

さを思い出す」と回答した。1997年北京航空航天大学

でのアンケート調査では，29％が日本に対して悪い印

象，19％がきわめて悪い，41％が普通という結果が出

た（アレン S・ホワイティング　2000：pvii）。ここで，

日本についてのイメージは「悪い」，「極めて悪い」と

感じている者が48％を占め，約５割近くの中国人は日

本について悪いイメージを持っていることが伺える。

　本論文を進めていく中で用いる国家に対する「イ

メージ」と「認識」ついては，ホワイティンの概念を

紹介する。イメージとは，「国民，国家，民族のあら

かじめ規定されたステレオタイプで歴史，経済，自己

イメージの選択的解釈から生まれるものを言う。具体

的『操作的』にはイメージは相手側が一般的にいいか

悪いか，強いか弱いか，味方か敵かを決めるものであ

る」（ホワイティング　2000：28）である。また，認識

とは，「相手側の声明，行動，出来事などをあらかじ

め存在するイメージによって，枠をはめられ規定され

た，選択的な識別のことを意味する。文献で多く出て

くる言い方を使えば，イメージは外界の世界が見られ

認識される枠とレンズを提供するのである」（ホワイ

ティング　2000：28）である。

　劉志明（1998）『中国のマスメディアと日本イメー

ジ』は，中国のマスメディアが中国人に日本のイメー

ジ形成と変化に与える影響，世論調査のデータ解析を

通じて，中日相互イメージの構造およびその変化の原

因と，中日間の文化交流・人的交流が中国の人々の日

本に対するイメージの形成と変化に与える影響を検討

した。本論文と関連がある人的交流という部分では，

日本に留学した留学生１と就学生２の帰国後の調査を

初めて行った。この中で，帰国した元日本留学生と就

学生は，日本での留学生活は大変だったが，振り返っ

て見るとプラスに考えているということ，また留学生

は就学生よりポジティブに日本と日本人について考え

ていることだった。だが，ここでは帰国した元留学生

と就学生が研究対象で，在日中国人留学生の来日前の

対日観については触れていなかった。

　馬立誠（2003）は，「我が中国よ，反日行動を慎め」

という論文の中で，日本の謝罪問題はすでに解決済み

で狭あいなナショナルリズムを捨てなさいという主張

をした。発表の後に多くの反論が執筆され，ネット上

で馬氏を「売国奴」と罵る声が起こるなど中国国内に

論争を巻き起こし，日中関係の現状に強い影響力を誇

示している。

　ライフデザイン研究所（1994）『中国人留学生の日
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本人観』は，首都圏を中心とする日本の各大学に在籍

している中国人留学生を対象にした調査報告書であ

る。この調査報告の研究地域は首都圏を中心にしたも

ので，この調査報告の中には中国人留学生が来日前の

対日観の生じる原因については触れていなかった。

　そこで筆者は，首都圏を離れて，名古屋大学に在籍

している中国人留学生の来日前に日本についてどのよ

うなイメージをもっていて，その原因はどこにあるか

を調べることにした。そのため，筆者は以下の内容で

アンケート調査を行った。⑴基本的な質問に関して

（年齢，性別，中国国内の出身都市，現在の所属，来日

年数と回数，日本語のレベル，留学費用，住居，アル

バイト経験の有無と職種，日本の留学生活における悩

みなど），⑵来日前の対日観について（日本人との接

触，日本について全体的なイメージ，日本についての

プラスとマイナスのイメージ，日本人イメージ，その

イメージを抱く理由など）である。

　以下は調査概要である。

ⅰ　調査期間：2006年７月20日から10月６日まで。

ⅱ　調査対象： 名古屋大学に在籍している中国人留学

生。

ⅲ　配布部数： 合計500部，140部を回収し，（回収率は

28％）。140部回収したうち，123部が有

効回答になり，有効回答率は87.6％で

ある。

　　　　　　　 有効回答に入ってない17部は，名古屋

大学在学中の中国人留学生ではない方

の回答だった（言語学校の学生が10部，

留学生の家族が４部，会社員が３部で

あった）。

ⅳ　調査対象の属性と背景

・性別と年齢

　 　回答者の性別は，男性が52人（42％），女性が71人

（58％）である。

　 　年齢層は，20歳以下２人（２％）；21歳以上25歳以

下が30人（24％）；26歳以上30歳以下57人（46％）；

31歳以上35歳以下27人（22％）；36歳以上40歳以下が

６人（５％）；41歳以上が１人（１％）である。

・中国の出身地

　 　回答者の出身地は，21省と３自治区と３直轄市か

らだった。東北３省から来た留学生が123人うち，

42人で（34％）ある。東北３省といえば，黒龍江省

（10人，８％），吉林省（15人，12％）遼寧省（17人，

14％）を指している。

・回答者の現在の所属

　 　回答者の現在の所属は，大学院正規学生，学部正

規学生，研究生，短期留学生，日本語，日本文化研

修留学生，教員研修留学生などの身分で名古屋大学

に在学している。大学院正規学生回答者123人のう

ち，89人で72％を占めていて，一番多かった。

・滞在年数

　 　今回の調査対象で滞在年数が来日一ヶ月未満の人

もいれば，12年滞在している人もいた。来日年数３

年以内の人数が73人で全体の59％，４年以内の人は

88人で全体の72％を占めている。

・日本語能力状況

　 　本調査で，123人の80人（65％）が日本語能力試

験１級を持っているし，17（14％）人が２級，12人

（10％）が３級，２人が４級，その他が11人だった。

・奨学金受給状況

　 　回答者の奨学金授与状況は，私費留学生が89人

（72％），日本政府奨学金18人（15％），中国政府奨学

金３人（２％），その他13人（11％）であった。その

他には日本の民間，研究科の特別奨学金，などをも

らっている状況であった。

２．中国人留学生が来日前に抱いた日本と日本
　人のイメージ

２．１　中国人留学生が来日前に抱いた日本のイメージ

　在日中国人留学生は来日前に日本についてどのよう

なイメージを持っていただろうか。アンケートはまず

日本と日本人に対しての総合的なイメージから入り，

次に日本に対してのプラスとマイナスのイメージにつ

いてより詳しい項目を選択するようにした。

　来日前の日本の総合的なイメージについては，好感

派が24％，反感派が11％，中間派が65％，という結果

だった（図１）。これは1996年末「中国青年報」が青年

を相手に行った世論調査と1997年北京航空航天大学で

のアンケート結果と比較してみると，今回の調査では

名古屋大学に在学している中国人留学生は来日前に日

本に対してのイメージが厳しかったとは言えにくい。

　中国人留学生の多くは来日前に「日本は先進国であ

る」，「日本の多くの人が豊かな生活を送っている」と

日本に対してプラスに考えているようだ（図２）。ま

た「その他」の欄に，「マナー意識が強い」，「環境が
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n=123　アンケート調査結果により筆者が作成（2006年10月６日現在）

図１　日本のイメージについて

n=123　アンケート調査結果により筆者が作成（2006年10月６日現在）

図２　日本のプラスイメージついて

n=123　アンケート調査結果により筆者が作成（2006年10月６日現在）

図３　日本のマイナスイメージについて
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いい」，「日本料理がおいしい」，「日本の技術は先進的

である」，「ドラマが好き，特にア二メ」，「医療発達」，

「社会治安がよく犯罪率が低い」，「日本人は真面目だ」

などのことも書かれていた。

　一方，中国人留学生は日本のマイナスイメージにつ

いては，一般的に「日本は物価が高い国」であると感

じる上に，「日本は軍国主義な感じがする」，「外国人が

住みにくい」などが目立っていた（図３）。また，「そ

の他」の欄には以下のことが書かれているが，いずれ

も原文のまま引用した。「歴史的感覚が悪い」，「日本文

化は封鎖（閉鎖的である）的な感じがした」，「虚偽」，

「日本人は排他的であり，裏表がある」，「日本人とは話

しにくい」ということが書かれてあった。

　つまり，在日中国人留学生は来日前に，日本に対し

て，経済力が強くて，医療などの技術面では優れてい

ること，日本のアニメなどポピュラー文化には興味を

もち，日本の治安に対して比較的にプラスに考えてい

るようだ。反面，「物価が高い」という生活に密着した

ことを除くと，歴史認識が弱い，日本の軍国主義，日

本は外国人が住みにくいなどのマイナスのイメージを

持っていた。

２�．２　中国人留学生が来日前に抱いた日本人のイ

メージ

　中国人留学生が来日前に日本人についてどのような

イメージを抱いていただろうか。

　「責任感がある」，「ない」という12組の対照的な24個

の項目にどちらか答えるようにした。その結果，すべ

ての項目について解答した人とある項目だけを選択し

た人，また２つの選択肢以外と答えた人もいた。筆者

は，ある項目だけを選択した回答をその項目を選択し

たと認定し，「人による」とか「真ん中にいる」という

選択した回答は「その他」という項目でまとめた。

⑴ 　対照的項目の中で大きくプラスとマイナスに受け

取れることをわけて紹介する。「責任感がある」，「勤

勉」，「協調性がある」，「仕事の効率が良い」，「忍耐

強い」について中国人留学生は日本人をより肯定的

に考えている人が多かった。一方，「男尊女卑」，「冷

たい」，「上下関係が厳しい」，「戦争がち」（アンケー

トでは「好戦的」と言う意味で使われている），「友

だちになりにくい」については否定的に考えていた

人が多かった。

⑵ 　同じ組においてはっきりとした区別がつかったの

は「信頼感がある」か「ない」についてと，「自己

中心的」と「気配りをする」についてであった（図

４）。この四つの項目について，中国人留学生は来日

前に日本人に対してどっちらを判断したほういいか

わからなかったようだ。

　中国人留学生が来日前に日本人について持つイメー

ジは，肯定的なものがあれば否定的なものもあるし，

さらに，中間にとどまっているイメージもあった。

３．来日前の対日観形成における背景

　では，このような対日観が生じる背景を知るために

まず，日本と中国の長い歴史の中での関係を見ること

にしよう。以下ホワイティングの紹介を筆者は「６つ

の段階」に分けてまとめ，その上筆者がまとめた第７

n=123　アンケート調査結果により筆者作成（2006年10月６日現在）

図４　日本人のイメージについて（来日前）
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段階を合わせて説明する。すなわち⑴1894～1945年，

⑵1949～1971年，⑶1972～1977年，⑷1978年～1981年，

⑸1982～1989年，⑹1990年代である。その上筆者がま

とめた⑺2000～現在までの両国間の関係を合わせて，

1894年からの日中両国間の歴史を７つの段階に分けて

見ることにする。

⑴ 　1895～1945年：この期間の第一次大戦では日本が

勝ち，第二次大戦では負けた。「中国が日本を見る

歴史的な基準は1894～1895年の日清戦争である。そ

れ以前の西欧諸国との不平等条約は，強制的に中国

に外国商業への開港を迫り，外国市民に対する治外

法権を設定した。しかし，日本は直接中国の領土を

奪ったからだ」（2000：49）。そして第二次大戦時の

1937～1945年の間，日本の侵略による中国人の被害

はここで全部をあげることはできないが，「南京大

虐殺」はよくとりあげられている。それによって受

けた侮辱，怒り，憎しみ，残忍さなどは人を通じて，

またマスメディア，学校教育の中で次世代に伝えら

れ，過去からの否定的な遺産が現在に至るまで友好

関係を築くことにマイナスの影響を与えたのであろ

う（2000：52～59）。

⑵ 　1949～1971年：「1971年以前の中国における日本に

対するイメージは，すべてが否定的であった。劇，

小説，子供向けの絵本までも，残虐な日本兵を描い

た」（2000：303）。また，中国の教育事業はこの時期

に「左」傾思想の影響の下で，各種の学校は労働を

学習代わりにして，重大の影響を受けた。文化大革

命（1966～1976年）の時期，教育は今までにないほ

ど破壊され，麻痺状況に陥った。そのため，当時少

なかった中国の知識者たちはみな，勉強も研究も中

断し，田舎に追い出され，農業に従事させられた。

よって，この時期中国が日本を全面的に知ることは

難しかったこともあって，その上に研究，調査など

はまともにできなかった。ちなみに，この時期の日

本は1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博

が開催されるなど高度成長期を迎えていた。

⑶ 　1972～1977年：1972年「日中共同声明」を発表し

てから，子供の絵本の中で戦争のことを描くものが

少なくなった（2000：303）。この時期に，日本は中

国が近代化を目指すモデルにもなって，全体的に日

本のイメージは悪くなかったといえる。

⑷ 　1978年～1981年：1978年「日中平和友好条約」を

結んでから，日中関係は特に政治において互恵を目

指し，政府間，民間共に交流は一時平和的な時期で

もあった。中国では改革開放政策に取り組み，近代

化に向けてその一歩を踏み出した。

⑸ 　1982～1989年：1982年，日本の歴史教科書問題（中

国に対して，侵略したことについてこれまで使われ

た表現から変わったということ）と，1985年の中曽

根前首相の靖国神社参拝などの原因による中国で大

学生たちの反日デモが起こった。1987年の「光華寮」

判決問題３などこれらの事件は忘れかけていた歴史

の記憶を思い出させて，日本に対するイメージをマ

イナスに導いた。

⑹ 　1990年代：この時期には政府と民間の態度が対照

的に現れた。中国政府は1989年の「天安門事件」後，

日米摩擦を利用し，日中関係を改善しようとする戦

略的三角外交を企てたが，中国大衆レベルでは日本

の侵略に対する反発が強くなった。尖閣諸島につい

て不一致の認識はいまでもしばしば，両国でニュー

スに取り上げられている。

⑺ 　2000～現在まで：2000年から2006年10月安部政権

が誕生する前までには，日中関係は大変低調な時期

を経た。2003年の「八・四事件」（日本軍遺棄化学兵

器遺漏事件），さらに2004年８月，中国サッカーファ

ンの反日行動，2005年の５月さらなる大規模な反日

デモと日中関係は日々悪化しているように考えられ

る。

　 　しかし2006年10月８日・９日，新政権誕生直後の

前安倍首相が中国と韓国を訪問したことで，今まで

冷え込んでいた日中関係改善に大きな期待が込めら

れていたが，2007年９月12日の突然の辞任で日中関

係は波紋が広がった。でも，その後の福田政権にお

いても日中両国の交流を促進することで，首脳会談

を積極的に取り組んでいて，2007年12月26日，福田

首相が中国を訪問し，2008年５月６日10年ぶりに中

国の首脳が日本を訪問した。

　これからの日中関係はどうなるべきだろうか。また

どうなっていくだろうか。両国に関心がある誰もが，

このような質問を抱えているだろう。そして，その質

３ 日本が京都大学「光華寮」の所有権を台湾に支持したことで「二つの中国を作り出す」という批判があり，これは，日中平和条
約に違反することであると大きな騒ぎになった。
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問に正面から，考えざるを得ない人は，まさに在日中

国人留学生あろう。在日中国人の来日前後の対日観を

比較し，日本に来ることによって変わってきた対日観

が，その留学生が日本で見つけた宝物であると言えよ

う。むろんプラスに変化した対日観もあれば，マイナ

スの場合もあるだろう。どちらにしてもそれは，その

人が日本に来て自分も目でみて，耳で聞いて，体で感

じた直接的な感じであって，決して間接的なものでは

ないため，人生のひとつの大事な経験であろう。中国

人留学生は来日後と来日前の対日観はどのように変

わっただろうか。つまり本国で持っていたイメージか

らプラスに変化したかそれともマイナスに変化したか

を調べることが，筆者の研究の目的でもあり，ここで

は，その第一歩の来日前に抱いた対日観とその原因分

析を紹介することにある。

　では，中国人留学生来日前の対日観が生じる原因は

どこにあるだろうか。

４．来日前の対日観が生じる原因

　ここまでは日中両国の長い歴史の中で日中関係を見

てきたが，これからは中国人留学生が来日前に抱いて

いた日本と日本人に対するイメージは，どのような影

響を受けて生じていたかを見ることにする。

　調査の結果によると，マスメディアの影響が一番大

きく123人のうち101人，その次は教育を通じてという

のが，66人いた。また，「その他」の欄には，来日前に

日本人と接したことがある留学生が23人いた。この人

たちはマスメディアや授業を通じて日本人を見ただけ

ではなく，人との交流を通じて日本や日本人を見たこ

とであるとも言える。それ以外にも戦争経験者や家族

親族から日本人に関することを聞いたと答えた人もい

た（図５）。

４．１　メディアの影響

　日本のプラスとマイナスイメージにもたらす中国の

メディアの影響について劉志明は次のように述べてい

る。「中国の民衆が日本イメージの形成において，テ

レビは新聞などの活字メディアよりもっと大きな役割

を果たしている。とくに報道番組，映画・ドラマにお

ける戦争に関連する情報は，人々の対日感情の悪化を

増幅させ，日本人に対するネガティブイメージを形成

することに大きなインパクトを果たしている。（中略）

一方日本から輸入された映画・ドラマが，中国民衆に

対日理解の深まりを大きく促進していることも事実で

ある」（劉　1998：４）。

　また，中国のマスメディアの特徴についてホワイ

ティングは次のように言っている。「中国のマスメ

n=123　アンケート調査結果により筆者が作成（2006年10月６日現在）

図５　日本，日本人イメージの源泉について４

４ 「教育を通じて」ということは，主に学校教育を指している。そのほかの欄に家族親戚からの影響が挙げられていることで，こ
こでは家庭教育を指す。
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ディアの最大の特徴は権力との一体性である。新聞，

ラジオ，テレビなどメディアはすべて共産党と国家の

特占支配の下に置かれていて，党の管理，指導のもと

で，宣伝活動を行っている。対日報道は，他の報道と

比べてタブーや敏感な問題が多い（ホワイティング　

2000：15）。（中略）戦争責任問題や二つの中国問題

（台湾問題），歴史教科書問題など，日中にかかわる問

題について各メディアが勝手に報道することはできな

い」（ホワイティング　2000：29）。

　ホワイティングと劉が指摘したように中国のメディ

アは中央支配を強く受けているため，番組の内容に

よって放送できるかどうかが決められる。本調査の回

答からもよくわかる。河南省出身の25～30歳の男性

は，「国内には反日の番組が多く，青少年に日本悪いと

いう印象を残りやすいです」と，遼寧省出身の25～30

歳の女性は，「中国にいる人は日本と中国のメディア

を通じて情報を得るので，日本ついてのメディアの影

響は在日留学生よりその役割は強いです」と答えた。

　メディアが青少年に及ぼす影響は非常に大きい。

2004年の夏，筆者が一時帰国したときのことだった。

筆者が６歳５の子供に日本のことを話すと，その子は

すぐに「小日本鬼子」（日本人を憎んでいう言葉であ

る）と反応した。まだ学校教育を受けていない６歳の

子供が，どうして日本に対してこのように感情的にな

れるのであろうか。原因として，家庭教育とテレビを

中心としたメディアの影響が考えられる。学校教育は

まだ受けていないので今のところその影響力は測れな

い。家庭教育といっては，各家族によって違うため一

概に言いにくい。しかし，テレビというメディアは中

央統制で，同じ時間に中国全土に放送している。その

ため，どこに行ってもテレビさえあれば子供はむろん

大人でも同じ番組を見られるためメディアの影響力に

ついては一般化することは可能であろう。

　中国が製作した50年代から70年代までの日本関連の

映画・ドラマの作品を見ると『地下道戦』，『地雷戦』，

『鉄道遊撃隊』などがある。その内容は，残虐であり，

あらゆる悪事をし尽くした日本軍が，最後には共産党

が指導するゲリラと民衆にやられるストーリーであ

る。その中の日本人は「悪者」としての映画やドラマ

は80年代から90年代，2000年を過ぎた現在でも，記念

日前後や夏休みと冬休みには定番の番組として繰り返

し放送している。盧溝橋事件記念日（７月７日），建軍

記念日（８月１日），第二次世界大戦終戦記念日（８

月15日），柳条湖事件記念日（９月18日），建国記念日

（10月１日）の前後，そして７月20日前後から８月30日

までの夏休みと１月20日前後から２月末までの冬休み

である。

　また，「1993年国家教育委員会などが，100本の愛国

主義の映画を指定し，小学生から高校生まで，１年間

に少なくとも５～６本以上の映画を選んで見なければ

ならない。この100本の映画の中，日本関連の映画が14

本で，その中12本が抗日戦争に関連するものである」

（劉　1998：77）という事実がある。

　「テレビが与えるイメージは視覚的にも聴覚的にも

強烈なため，受け手自身の独自のユニークなイメージ

を開拓することができず，その支配されるイメージに

よって，自立した思索能力がむしろ無力化してしまう

現象すらおこりかねない。また時として，あたかも自

分自身がテレビの中のドラマの主人公か，親しい人間

であるかのように錯覚するのは，受け手が自己実現と

テレビのなかのドラマや登場人物の存在，さらにその

人物と自己との関わりを混同したためであり，これが

一層こうじると妄想にまで発展する場合もある」と平

林は言及した（平林　進　1990：209）。

　学齢期前の子供たちは，学校に行かないため，上述

した記念日や長期の休みでは，子供でも大人でもこの

ような映画が見られることであって，テレビの普及に

伴い現在，子供たちはこのような映画をテレビで見る

チャンスが増えていることである。知恵を利用して日

本軍を騙し，勝利に導くなどの内容の映画を放送し，

番組の主人公が子供であるため，子供たちに好かれて

いる。また，男の子はおもちゃのなかでも銃で遊ぶの

が好きで，子供の頃は英雄になるのが偉いと思う傾向

が強いため，このような子供向けの抗日戦争の番組を

好んで見ることもある。また，上述べてあるような映

画製作時代から見ると，今の30代から50代までの大人

もそのような内容の映画やテレビを見て成人になった

人が多いだろうと考えられる。つまり，日本に来たこ

とがない中国人は平林が言っているように，映画の主

人公になれるなどの錯覚や，日本人と接したことがな

５ 中国は毎年９月１日が新学期の始まりで６歳児はちょうど入学前である。



名古屋大学留学生センター紀要  第６号

－ 1 2 －

い中国人に日本人と言えば映画やドラマで見たような

パターン化したものになりかねない。

　中国では，メディアを通じて日中間の歴史のことを

繰り返し放送しながら，「前事不忘，後事之師」（前事

を忘れなければ，後事の師となる），「以歴史為鏡子」

（歴史を鏡とする），「以歴史為教訓」（歴史を教訓にす

る），「為了不再発生同様的事，首先要武装自己」（これ

から同じことが起こらないようにするには，まず，自

分を武装する）という言葉はメディアや次の節で説明

する教育の現場でもよく聞くことができる。

　ここまで見ると中国は日本を否定的ばかりに見せが

けているように聞こえがちなのだが，そうでもない。

中国のテレビ報道では，日本に対して否定的観念ばか

り伝えたともいえない。「中日両国間の長期にわたる

歴史的な友好の中では，これらは一時的な不幸な時期

であった。中国人民は一貫して善と悪を区別し，過去

と現在を区別できるだけの理性と分別がある。われわ

れは，少数の軍国主義者と広範な日本人とをはっきり

と区別している。」（ホワイティング　2000：74）という

肯定的な考えは公式な場でしばしば発表されており，

民間でも話されているとホワイティングはまとめてあ

る。これも確かである。

　しかし，「日中両国人民は，日本軍国主義者の中国

侵略によって両国人民にもたらされた大きな災害によ

り，両国人民が受けた残酷で苦難に満ちた教訓をしっ

かり記憶しなければならないという否定的な発表も繰

り返されているのも事実である。どちらかいうと否定

的ほうが多いようである」とはいっている（ホワイティ

ング　2000：74）。よって，マスメディアの報道が家族

や親族から聞く以外に，戦争についての直接体験を持

たない青少年への強い影響を与え，それが積み重なる

ことで日中関係に悪い影響へ導くのではないかホワイ

ティングは憂慮しているが，６歳の子供との話を聞い

て筆者もこれからの日中関係はどうなっていくだろう

かと心配している。

４．２　教育の影響

　前節では，中国人留学生の来日前の対日観の形成に

ついてメディアの影響を見て生きたが，今節では教育

がもたらす日中関係への影響を考察する。本調査では

来日前のイメージは学校教育を通じて形成されたと答

えた人が66人，半分を占めていた。ここでは中国の初

級中学の歴史教科書６に基づき，分析を行う。

⑴ 　中国の教育制度は，基本的に6.3.3.4制度で，初

等教育，中等教育，高等教育に分けられている。初

等教育は小学校教育を示し６年制で，６歳から11歳

まで教育を受ける。中等教育は初級中学と高級中学

に分けられるが，初級中学校は３年制で12歳から14

歳まで，高級中学校は15歳から17歳まで教育を受け

る。高等教育は一般４年制大学７を示していて，18

歳から21歳までである。ここで小学校６年と初級中

学校３年の教育は日本と同じく義務教育になってい

る。

⑵ 　中国の教科書編集方針８は，「本書は生徒の素質

を高めることに力点を置き，生徒に祖国を熱愛する

こと，中国共産党を熱愛すること，社会主義事業を

熱愛すること，４項の基本原則９を堅持するための

教育を施すことを旨とした」である（勝岡　寛治　

2001：122）。

⑶　歴史教科書における抗日戦争の記載

　 　1932年から1945年までの現代中国における抗日戦

争についての数十ページに渡る記載の中，満州事変

（九・十八事変）と盧溝橋事変（七・七事変）と『南

京大虐殺』について歴史教科書はどのように記述し

ているかを見ることにする。

満州事変の記述

　一九三二年，資本主義世界は深刻な経済危機に陥

６ 中国（中華人民共和国）の現行中学歴史教科書（人民教育出版社歴史室編著『中国歴史』４冊から成る，かなりの大部である。
全訳した日本語版は平成13年７月現在まではない。ただし，現行教科書の実験本（試用本）の第三冊・四冊（近現代史）の日本に
関係した部分だけを対訳した『「対訳」世界の教科書に見る日本　中国編』は平成５年国際教育情報センターから刊行されている

（勝岡　寛治　2001：122）。
７ ３年制の大専という日本の短大に当たる大学もある。学部によって修業年限が５，６年になるものもある。例えば，医学部とか
建築学部などである。
８ 歴史教科書４冊あり，各冊の巻頭に置かれている「説明」に書かれている。
９ 「四項目の基本原則」とはマルクス・レーニン主義，共産党主義，社会主義路線，プロレタリア専制政治の四つの基本原則を指
す（勝岡　2001：123）
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り，日本帝国主義は経済危機から逃げようとして，中

国侵略の速度を速めた。駐中国東北部の関東軍は一九

三一年九月十八日夜，南満州鉄道の柳条湖で線路の一

部を爆発し，中国軍の仕業だと偽った。日本軍はこれ

を口実に，東北軍駐屯地の北大営を爆撃し，瀋陽を占

領した。これが即ち九・一八事変である。（勝岡　寛治　

2001：153）東北辺境防衛軍司令官の張学良は，蒋介石

の命に従い，部隊に抵抗しないよう命令を出した。東

北軍10万人あまりは山海関内に撤退し，日本軍はまる

で無人の地を進むかのようであった。半年と経たない

うちに，東北三省一〇〇万平方キロ余りの美しい国土

はすべて敵の地に落ちたのである。東北の三〇〇〇万

の同胞は，日本軍の鉄蹄の下で虐げられ，ありとあら

ゆる恥辱を嘗めたのである（勝岡：124）。

盧溝橋事変の記述

　一九三七年七月七日夜，日本侵略軍は，北平南西の

盧溝橋に向けて進行し，長い間企んでいた全面的な中

国侵略戦争を起こした。中国軍隊は奮って抵抗し，全

国的な抗日戦争はこのときより勃発した。七日夜，日

本軍は盧溝橋付近で，軍事演習を行った。日本軍は一

兵士の失踪口実に，宛平県内の捜索を強引に要求し，

中国守備軍の拒絶にあった。日本軍はただちに，宛平

に向け，発砲した（勝岡：161）。

「南京大虐殺」の記述

　日本の侵略者の赴くところ，焼・殺・淫・奪が行われ

た。日本軍は南京占領後，南京人民に対し，血なまぐ

さい大虐殺を行い，驚くべき大罪を犯した。南京で平

和に暮らしていた市民は，ある者は射撃の的にされ，

ある者は銃剣の対象となり，またある者は生き埋めに

された。戦後の極東国際軍事裁判によれば，南京占領

後六週間以内に，武器を持たない中国の国民三十万に

以上虐殺した，とのことである（勝岡：161）。

⑷　教師用学習指導書の記載

　 　盧溝橋事変（七・七事変）と『南京大虐殺』につ

いての教師用学習指導書にはどのように書かれてい

るだろうか。盧溝橋事変については「生徒には盧溝

橋事変が日本の中国侵略全面戦争への突入の始まり

であることと，事変勃発以降，日本は絶えず戦争を

拡大していったことを強調して教える」と（古森義

久　2003：222），「『南京大虐殺』については血に満

ち満ちた事実のより日本帝国主義の中国侵略戦争で

の残虐性と野蛮性を暴露せよ。教師は授業の中でと

くに小文字の記述での日本軍の残虐行為の部分を生

徒に真剣に読ませて，日本帝国主義への深い恨みと

激しい怒りを生徒の胸に刻ませよう。南京大虐殺の

時間的経過と日本軍に殺された中国軍民の人数を生

徒に覚えさせよ」と書かれてあった（前掲：179）。

　 　この内容は義務教育の一環としての基礎知識であ

り，16歳以下の学校に通う生徒たちにみな教えられ

る。日中戦争の時代を経験したことがない16歳以下

の生徒たちは，日本が中国を侵略し，残虐なことを

起こした歴史についてテレビ以外にも教育を通じて

知識として知らされている。これについて，大沢は

次のように言っている。「学校教育の場で『反日』の

思想，感情が植えつけられるばかりで，戦後，平和

主義の下で経済的繁栄を遂げた，自由民主主義的な

国家である日本の現在の姿を教えることがない」（大

沢　2006：97）。

　 　勝岡は「中国の歴史教育にとって，日本の利用価値

はあくまで『抗日戦争』まででしかないらしく，『抗

日戦争勝利』とともに日本は用済みになってしまう。

中国の歴史教科書には，第二次大戦後の日本および

日中関係の記述は完全に欠落しているのである。（中

略）一九七二年の日中共同声明にも，一九七八年の日

中平和条約にも中国の教科書は触れていない。」と指

摘している（勝岡　2001：168）。ここで，筆者が和訳

した中国高等学校歴史教科書を調べた結果，1972年

の日中共同声明のことを二行で触れていたが，1978

年の「日中平和友好条約」については触れていなかっ

た（人民教育出版社歴史室　2004：849）10。

　中国の歴史教科書で戦前と前後の日中関係の記述の

比重がアンバランスであるため，生徒たちの日本観形

成に影響を与えることが考えられる。

４．３　日本人との接触による影響

　在日中国人留学生の来日前の対日観の原因を分析し

て中で，メディアの影響と教育による影響が大きいと

彼らは答えた。これは，日本に来たことがない，日本

人と接したことがなかった中国人（まだ日本に来てい

なかったため，中国人と言う）への分析であって，こ

こからは，来日前にすでに日本人と接触したことがあ

る中国人（つまり，この人は後ほど日本に来て，在日

中国人留学生という呼び名になる）についてはどのよ
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うな対日観を持っているのであるかを見てみる。

　今回の調査で，在日中国人留学生の来日前の日本人

との接触頻度を見ると，来日前に日本人と接したこと

が「あまりない」と「ない」と答えた人がそれぞれ

36％，34％で合計すると70％だった（図６）。つまり，

中国人留学生の７割が，来日前にあまり日本人と接し

たことがなく，持っていたその日本と日本人に対する

イメージはほぼメディアと学校教育を通じて得たこと

になると言えよう。一方，来日前に日本人と接触頻度

が「非常に多い」，「多い」と答えた中国人留学生が約

３割いるが，日本に対しての全体的なイメージで「悪

いイメージ」を持っていなかった。それに対して「あ

まりない」と「ない」と答えた７割の中には，日本に

対して悪いイメージを持っていた人がいた（図７）。つ

まり，来日前に日本人と頻繁に，もしくは深い付き合

いがあった中国人留学生はより客観的に日本を感じて

いたとも言えよう。

５．おわりに

　今回の調査で，中国人留学生は来日前の日本の総合

的なイメージについて，中間派が６割以上，好感派が

２割以上，反感派が１割ほどを占めていて，日本に対

して，経済力が強くて，医療などの技術面では優れて

いること，日本のアニメなどポピュラー文化には興味

をもち，日本の治安に対して比較的にプラスに考えて

いるようだ。反面，「物価が高い」という生活に密着し

たことを除くと，歴史認識が弱い，日本は軍国主義で

ある，日本は外国人が住みにくいなどのマイナスのイ

メージを持っていた。日本人については，「責任感があ

る」，「勤勉」，「協調性がある」，「仕事の効率が良い」，

「忍耐強い」について肯定的に考えている一方，「男尊

10 『全日制普通高級中学教科書（試験修訂本・必修）中国近代現代史上，下冊』は教育部が2000年に公布した『全日制普通高級中学
課程計画（試験修訂稿）』と『全日制普通高級中学歴史教育大綱（試験修訂版）』の規定に基づき，1999年全国教育工作会議の精神
に従って，二省一市で試験した『全日制普通高級中学教科書（試験修訂本・必修）中国近代現代史上，下冊』基礎の上に修正した
ものである。このたびの修正の指針と考え方は，「教育は現代化（近代化）に向かい，世界に向かい，未来にむかわねばならない」
という戦略的思想に従い，教育は必ず社会主義現代化建設のために服務し，必ず生産労働と組合すべきであり，徳育，智育，体育，
情育，が全面的に発達した社会主義事業の建設者と後継者を養成する方針を貫徹して，全面的な教養教育を推進することを趣旨と
し，全面的に教育の質を高めるものである。普通高級中学の教育は９年義務教育と前後につながったさらに一段高い基礎的教育で
ある。新大綱に依れば，中国近代現代史は必修課程であり，高級中学１年生に開設し，毎週３時限で，あわせて105時限，１学期
に上冊，２学期に下冊を使用する。以下は編集執筆体裁についていくつの説明があるが，その中閲読について簡単に言及する。そ
れは９個ある説明の３番目である。『教科書の文章は２種類の書体に分けた。宋体字（訳文は明朝体）が本文とし，基本的な要求
である。楷体字（訳文では左右のケイを施した部分）は閲読ための文章で，本文の説明・補足・発展あるいは分析である（人民教
育出版社歴史室　2004：335－336）。

n=123　アンケート調査結果により筆者が作成　（2006年10月６日現在）

図６　日本人との接触頻度 図７　接触頻度による日本のイメージ
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女卑」，「冷たい」，「上下関係が厳しい」，「戦争がち」

（「好戦的」という意味で使われている），「友だちにな

りにくい」というは否定的なイメージもあった。

　また，約７割以上の中国人留学生が日本人と接する

機会がなく，持っていた上述のイメージの形成原因

は，マスメディアの影響によるものが一番多く，その

次が学校教育であった。マスメディアの報道と中国の

歴史教科書に書かれている日本に関する記述，家族や

親族から聞く以外に，戦争についての直接体験を持た

ない青少年に強い影響を与え，それが積み重なること

で中国人の対日観を左右していることが言えよう。さ

らに，今回の調査では来日前の日本人と接する機会や

頻度も日本観形成に影響があることで，ある程度来日

前に日本人と接したことがある中国人留学生は日本と

日本人についてメディアと教育以外の日本と日本人を

知ることで，日本に対して客観的に見ることができた

と言えよう。

　中国人は戦後の日本を（1945年８月15日以降）あま

りにも知らない，日本人は戦前の中国（1945年８月15

日前）をあまりにも知らない。両国民が知らないこと

が多い状態が，これからも続いていくのでは，両国の

関係はなかなかうまく行かず，次々と問題を繰り返し

今までの未解決な問題が絡み合って複雑になっていく

しかない。

　両国においてどうしたらまず知ることができ，交流

を深めることができるだろうか。中国にいる中国人，

特にこれから日本に留学を考えている中国人に日本と

日本人を全面的に知らせる必要がある。そのために

は，中国にいる日本人と在日中国人留学生という人的

資源を大いに生かせて，今の日本，今の日本人を知ら

せることができるようにするということである。

　第一，中国にいる日本人人脈を積極的に活躍する。

具体的に以下のことが考えられる。ⅰ）小，中，高，

大学などで，一学期一回ほど，日本人留学生が一日講

師として活躍できるようにする。ⅱ）各地域に進出し

ている日本企業が社会貢献の一環として，現地地域と

の交流を深める事業を行えるように，中国にいる日本

人と中国人が積極的に接することが出来るように，地

域の交流の輪をもっと広げ，特に子供と学生たちにテ

レビではなく現代の日本人と接することでテレビと全

然違うイメージに実感できるようにする。来日前にリ

アルな日本や日本人を知ることができるためには，中

国で日本人と接する機会がより多く設けたほうが良い

と考えられるが，戦前の中国のことを知っている日本

の知識人であればもっと望ましい。なぜなら，中国の

侵略戦争によって残した後遺症が深いため，不幸な歴

史を知らないままでは，中国人と信頼関係を作りにく

いからである。

　第二，日本に留学した経験がある中国人，もしくは

現在留学している中国人を大いに生かすことである。

日中関係の未来は，在日中国人留学生が文化，技術交

流の大きな役割を果たしているためである。中国で日

本人と接することはどうしても限界があるため，日本

で留学し，かつ日本社会に接したこともある中国人留

学生は，来日前の日本観と来日後の日本観を比較する

ことで，今まで自分が思っていた日本，日本人のイ

メージと違う発見が見つかり，なおかつ，それが良い

発見，新しい発見，進歩的な発見があって，それはそ

の人個人の人生財産でもあり，それをさらに次の世代

伝えることができるような活躍な場を設けることであ

る。

　それでは，本調査対象においての中国人留学生の来

日後の対日観はどうなっただろうか，これついては，

第二段階で紹介することにする。
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