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周恩来と日本 

李 恩 民                           

 

Ⅰ プロジェクトの概要 日中若手歴史研究者会議『日中関係史 150 年―人と現場』 

 『国境を越える歴史認識』と『1945 年の歴史認識』の日中共同出版を実現 

 日中関係に影響を与えた世界的、地域的及び国内的要素はさまざまですが、人の活動は

それらの要素を状況に応じて活用したり、現実的な政策に転換したりする決定的な要素で

あることは言うまでもありません。従来の日中関係史のなかで、人物の果たす役割は時代

の特徴に応じて解釈されてきました。たとえば、戦争の歴史を語る時、軍人、政治家が如

何に戦争を助長したか、あるいは、少なくとも戦争を阻止することができなかったか。一

方、平和な時代を研究するとき、いわゆる「友好人士」の果たした役割は何か、などが強

調されてきました。しかし、一見時代の流れにそぐわない人々の思想と行動を、近代日中

関係史の文脈の中でどのように位置づけるのかという課題は、まだ本格的に検討されてい

ません。本プロジェクトは、日中両国の各分野の代表的な人物（グループなどを含む）を

取り上げ、ナショナルな利益の追求と、世界的な将来構想という二つの視点から彼らの思

想と行動を位置づけてみたいと思います。このような作業を通じて、国際社会における日

中関係の普遍性と特殊性を浮き彫りにしたいと思います。 

Ⅱ 周恩来と日本 

周恩来、1898年 3月、江蘇省淮安県生まれた。日本、フランス留学を経て中国革命に身を投じ

る。1949 年 10 月、中華人民共和国を毛沢東らと共に創立、その時から 1972 年 1 月死去までの

27 年間にわたって世界で人口が最も多く、政治が最も複雑な一大国の総理を勤め上げ、1949－

1958 年までの９年間は外交部長も兼務した。政策決定をする政治家自身が、往々にして権力の

虜になり、その場その場での人気と保身が最優先になる。周恩来はそれが全くないと断言できな

いが、外交を一身に背負い、試行錯誤しながら孤立の中国を国際社会の大舞台へ導いた。 

 中国近現代史において周恩来ほど世界的に絶賛される政治家はいない。カリスマ的な政治家、

外交家であると定評される。日本の評価も同じである。実務的な能力が抜群に優れていて内政と

外交における膨大な問題を的確に解決できる大政治家、日本に好意を持つ思いやりのある稀な

外交家など。しかし、2002年、アメリカ国立公文書館が 1971年10月の周恩来・キッシンジャー（極

秘訪中した米大統領補佐官）会談記録を公表した時から、状況は変わり始まった。当時、日本の

マスコミは、会談のなかで周恩来がキッシンジャーの「日本の視野は狭くて部族的だ」の話に乗り、

「島国ですからね。とても変わっている」 と発言したことをクローズアップし誇張的に報道した。① 

                                                   
①報道は『毎日新聞』2002 年 2 月 12 日、『サンデー毎日』2002 年 7 月 21 日などの記事を参照。

報道時の和訳にも問題はあると思われる。確かな和訳は毛里和子、増田弘監訳『周恩来 キッシ

ンジャー機密会談録』196 頁（岩波書店 2004 年）を参照。中国語の原文はまだ公表されていない

が、通訳による英文訳は次の通りである。 

Dr. Kissinger: Mr. Prime Minister, I will give you our frank assessment. There is not a total 

unanimity of view in our government, but let me give you the White House view which over a 

period of time tends to dominate. If I can begin, according to my habit, with a philosophical point. 

If I can contrast China with Japan as a society, China by tradition has a universal outlook but 

Japan has had a tribal outlook.  
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そのため、一部の日本人は周恩来が日本人に決して本音を語らないのではなかったのかと、疑

念を抱くようになった。 

果たして周恩来の対日外交はどのように展開され、日本観は何だったのか。本章はまず周恩来

と日本各界各層代表団の団長との対話・交際、即ち人的ネットワークを通して対日外交をどのよう

に展開していたのかを分析する。同時に、崇拝されている大政治家周恩来を本来の人間の姿に戻

し、一政治家として国際情勢を読み間違ったり対外政策の判断に躊躇・頓挫したりした事例も明ら

かにする。 

一 外交指導者としての周恩来の人脈 

１ 日本との出会い： 受験の失敗 

1917 年 10 月、19 歳の周恩来は、官費留学生の待遇が受けられることを目指して私費で日本

留学。これは彼が最初に踏んだ異国の地であった。周恩来は東京にあった東亜高等予備学校に

入り、日本語の学習をしながら、東京高等師範学校と東京第一高等学校の入学試験準備を始め

た。しかし当時日本語があまり進展しなかった。1918 年３月はじめ、東京高師の試験を受けたが、

不合格。7 月初めに東京一高の試験を受けたが、またも不合格となった。心理的にはかなりの打

撃があり、日本で経済の生活も大変困窮していた。 

受験準備の間、周恩来はロシアの十月革命を知り、社会主義学説に遭遇。そして河上肇の『貧

乏物語』、幸徳秋水の『社会主義の精髄』等も読み始めた（全て理解したと考えないのが妥当であ

ろう）。1919年 3月、21 歳の周恩来は母校南開大学が大学部を創設するという情報を得て、帰国

を決意。同年4月、東京を離れ帰国の途中、東京第三高等学校（京都大学）に学んでいる同級生

を訪れ、共に嵐山や円山公園等を見学し、複雑な感情が詠まれている。彼自身は日本留学を

「放蕩すること一年余り、不覚にも落第した」と回顧する。② 

留学時に、周恩来は限られた数人の日本人、例えば長島善雄、保田龍門（1891－1965）、元

木省吾と交際があったが、交流の主な相手は南開学校の同窓生と同級生であった。当時、南開

学校の卒業生で日本留学しているのが東京だけでも 30 人余り。一番仲の良かった人は、同級生

の王樸山（東亜学校、1930年 34歳で病死）、張瑞峰（早稲田大学）、同窓生の張鴻誥（東京高等

師範学校、のち東京第一高等学校に転入）、呉瀚濤（京都第三高等学校）、及び外の地方出身

者王希天（東京第一高等学校）らであった。同時期に、日本で留学している羅振玉（1911－1919

在日）、郭沫若（第六高等学校卒、1918年九州帝大進学）、彭湃（1917年成城学校予科に入学、

1918年 9月早稲田大学に入学）などとは全く連絡しなかった。1918年 6月下旪、訪日中の孫文、

胡漢民、朱執信、戴季陶らとの接触もなかった。 

周恩来の日本での留学目標は達成できなかったが、国際政治や社会運動への理解を深めて

いくなかで、次第に自身の政治信条を形成していった。日本留学は彼にとって人生の大きな岐路

であり、日本社会に興味を持つ大変重要な時期であったといえる。 

                                                                                                                                                     

PM Chou: They are more narrow. It is also quite strange. They are an island mass. Britain too is 

an island mass. 

Memorandum of Conversation: Kissinger and Zhou, "Korea, Japan, South Asia, Soviet Union, 

Arms Control," 22 October 1971, 4:15 -8:28 p.m. Source: Nixon Presidential Materials Project, 

National Security Council Files, box 1034, Polo II - HAK China Trip October 1971 Transcript of 

Meetings. 

②王永祥、高橋強編『周恩来と日本』、145頁、白帝社、2002年（中国語版『日本留学時期的周恩

来』、中央文献出版社 2001年）。 
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２ 人脈の形成 

19 歳時に日本留学から日本人との交流を始めた周恩来は、国共内戦と日中戦争の関係で総

理に就任まで日本共産党の野坂参三、重慶の在華日本人民反戦同盟本部会長鹿地亘以外の

日本人との交流はそれほど多くなかった。1949 年以降、日本に対して「以民促官」、民間の交流

をもって政府間の接触を促すという方針を打ち出し、日本に対して事実上の全民外交を推進し、

幅広い人的ネットワークを構築した。 

統計によると、1950 年代から 1975 年 6 月まで、周恩来が会見した中国を訪問した日本の政治

要員及び各党派、団体の責任者、民間人などは合計３百余団体、延べ数千人にのぼっており、

20 数年間に会見した外国の賓客のなかでは、回数も人数も最も多い国であった。③ 周恩来は各

界の代表との会談で日米同盟問題、アジア平和問題、自衛隊問題、台湾問題、領土問題、歴史

遺留問題、日中間の政治経済文化学術交流などについて非常に率直で、非常に和やかに語っ

ていた。時には日本与野党、各種市民運動団体、世論への気配りも忘れなかった。同時に、周恩

来は諸外国のなかで日本社会の全体構造に対して最も興味を持っていた。会談の席で、彼は日

本の政局から成田空港建設反対運動やその指導的役割を果たした敬虔なキリスト信者で画家彫

刻家である戸村一作（三里塚空港反対同盟委員長）まで、強い関心を示し、意見を求めていた。

したがって、周恩来と日本の研究は、彼の名で出した声明などへの分析ばかりではなく、彼と日

本人との対話・会話の内容を中心に分析するのが、重要である。 

分析方法：周恩来はどのような日本人に会ってどのような話を交わし、どのようなことを聞いたの

か、を統計して分析する。 

二 50代の周恩来： 対日外交の模索・進展・頓挫 

【論旨】この時期、周恩来は 50代。国務院（1954年 9月まで政務院と称す）総理兼外交部長を

務め、新中国の内政外交を全面的に担っていた。 

前期： 新政府としては明確な対日政策は確立できず、同盟国と協力する姿勢からアメリカの日

本長期占領反対への転換。「向ソ一辺倒」の外交方針から出発、「中ソ友好同盟相互援助条約」

（1950 年 2 月）を締結、占領下の日本政府を講和の相手にせず、具体的な対日講和案を検討し

た痕跡もない。その前後にして、中国共産党は基本理念から野坂参三の議会闘争路線を批判、

日本国内における共産党による革命の可能性を検討、しかし周恩来は基本的に「党務」関係の

交渉には関わっていない。④ サンフランシスコ講和会議後、たとえ吉田内閣が北京を平和条約

の交渉対象として選んだとしても、北京は吉田内閣を相手にしなかったであろう。 

後期： 1952 年 6 月、第一次貿易協定より民間経済外交始動、1955 年 12 月、対日工作委員

会の設立を以って民間外交を全面的に展開。鳩山内閣による日ソ国交正常化交渉の実現、中ソ

対日宣言の発表等（向ソ一辺倒外交方針の一環として）で楽観的な対日外交判断が現れる。周

恩来総理が「無条件」で日中国交正常化交渉を提案⑤、鳩山総理訪中を歓迎、中国国内の世論

作り、ジュネーブ総領事館でやり取り、しかし 1957年 6月の岸信介訪台・1958年 5月の長崎国旗

                                                   
③金沖及「日本語版序文」、金沖及主編、劉後南、譚左強訳『周恩来伝 1949－1976』上、

岩波書店 2000 年。 
④日本共産党との交渉は主に劉少奇副主席、鄧小平書記長らと行った。例えば、1956 年 3

月、宮本顕治（中央委員会書記長）の率いる日本共産党代表団訪中時に、毛沢東主席らと

会談していたが、周恩来は出席していなかった。 
⑤周恩来の日中国交無条件回復提案に関する論評報告」、外交史料館外交記録文書 A－0133、

0247－0251 頁。 
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事件をもって周恩来の「以民促官」外交が初めて頓挫。日中間の経済文化交流等は全面的に断

絶。歴史的事実を客観的に見れば、周恩来には判断ミスの責任の一端がないわけではない。同

年、周恩来は外交部長兼任を辞して総理職に専念、陳毅が外交部長に就任。翌年、毛沢東は大

躍進政策破綻の責任を取って主席の座を劉少奇に譲る。 

三 60代の周恩来： 対日民間外交の力行と認識の変化 

【論旨】この時期、周恩来は 60 代。国務院総理の職に専念するはずだが、1967 年陳毅外交部

長失脚後、外交の現場でも主役を勤める。前回の失敗から学んで外交原則（政治三原則・政経

不可分原則・貿易三原則等）を打ち出す。池田内閣と佐藤内閣前半期に、商社貿易、LT 貿易の

展開、常駐事務所の相互開設、常駐新聞記者交換の実現、技術交流が着実に進められている。

文化大革命の嵐のなかで、外交的判断のミスも目立つ。代表的な事例は「日本軍国主義は既に

復活した」（1970 年 4 月周恩来と金日成の共同宣言）との判断と関連する外交行為。その後、国

際情勢の変化、日本国内の世論と動向を鑑み、行き過ぎた外交を是正して日中貿易四原則を以

て経済往来を推進。1972年１月の陳毅の死を受けて姫鵬飛を外交部長に任命。 

四 70年代の周恩来： 対日外交の大転換 

【論旨】この時期、周恩来は 70 代。1972 年 5 月 18 日、周恩来は膀胱癌と明確に診断された。

その以降、彼は渾身の力を振り絞って、人生最後の道程を歩き切り、対米・対日関係の劇的転換

を徹底して中国外交の難題を解決しようとした。日中国交正常化、日中航空協定をはじめとする

諸実務協定の締結。日中関係を敵対の関係から正常な国家関係（善隣関係）へ導いてこの世を

去っていく。 

結語 周恩来の遺したもの 

主な先行研究（出版年順） 

李恩民『中日民間経済外交 1945－1972』、人民出版社、1997年 

外交部外交史研究室編『周恩来外交活動大事記 1949－1975』、世界知識出版社、1993年。 

金沖及主編『周恩来伝 1898－1949』、人民出版社・中央文献出版社、1989年。 

（日本語版：狭間直樹監訳『周恩来伝 1898－1949』上中下、阿吽社 1992 年） 

中共中央文献研究室編『周恩来伝年譜 1849－1976』、中央文献出版社、1997年。 

金沖及主編『周恩来伝 1949－1976』、中央文献出版社、1998年 

（日本語版：劉後南、譚左強訳『周恩来伝 1949－1976』上下、岩波書店 2000 年） 

李恩民『転換期の中国・日本と台湾：1970 年代中日民間経済外交の経緯』、御茶の水書房、

2001年 

李恩民『「日中平和友好条約」交渉の政治過程』、御茶の水書房、2005年 

王永祥、高橋強編『日本留学時期的周恩来』、中央文献出版社、2001年。 

（日本語版： 王永祥、高橋強編『周恩来と日本』白帝社 2002 年） 

毛里和子、増田弘監訳『周恩来 キッシンジャー機密会談録』、岩波書店、2004年 

 

外交文書のなかの会談記録（中日文、蒐集中） 

「周恩来総理との懇談」 外交史料館外交記録文書 A－0133、0122－0148頁。 

「周恩来の日中国交無条件回復提案に関する論評報告」 外交史料館外交記録文書 A－0133、

0247－0251頁。 

 


