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1979年の国際政治は，元日の米中国交樹立によって幕を開けた．１月２８日には都小平副首相が訪米し，

カーター（JamesEarlCarter）大統領と会談する．都は帰途の２月６日に訪日し，７日に大平正芳首相と

会談している．

１０日後の２月１７日には中国軍が，雲南や広西からベトナムに大規模な攻撃を開始した．中越戦争が勃

発したのである．ベトナムは徹底抗戦を声明し，戦闘は３月１６日まで続いた．ベトナムがソ連との関係

を強めていたこともあり，中ソは国連安保理で相互に批判した．大平内閣の園田直外相は，中越両国に平

和的解決を申し入れるよう佐藤正二駐中大使と長谷川孝昭駐越大使に訓令した（鹿島平和研究所編『日本

外交主要文書・年表』第３巻，原書房，1985年，327,1027-1033頁)．

中越戦争が起こったにもかかわらず，大平内閣は対中円借款を始めた．大平首相と大来佐武郎外相が

１２月５日に訪中し，華国鋒総理や部小平らと会談している．とりわけ大平は６日，1979年度に500億円

の円借款を供与すると表明した．大来外相と黄鎮文化部長は同日，日中文化交流協定を締結した．

本稿では，２月の大平・都小平会談と１２月の大平・華国鋒，大平・都小平会談について，日本外務省の

記録を紹介したい．史料の出典は,情報公開請求によって入手した外務省開示文書2010-268,269である．

それによると都小平は２月，ベトナムへの「懲罰」を大平に示唆していた．

インドシナの問題，特にヴイエトナムのカンボデイアに対する大々的な侵略は，中国にかかわる問題

であるばかりでなく，日本を含めたアジア太平洋地域，さらには国際情勢にもかかわる問題であり，

これはソ連の世界戦略の重要な側面となっている．もつとも，これをうまく処理しなければヴイエト

ナムが直ちに中国を侵略して来るであろうなどとは考えない．しかし，必要な制裁を与え，懲罰を加

えなければヴイエトナムはラオスを押え，カンボデイアを占領した後ＡＳＥＡＮ諸国に対し脅喝を行

うこととなろう．ソ連はヴイエトナムを利用し，ＡＳＥＡＮに手を伸し，同地域のフインランド化を

目指しており，注目を要する．

また，大平は１２月６日，円借款について都小平にこう述べた．
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〈資料〉

大平・郡小平・華国鋒会談記録
一一1979年2，12月一一

服 部 龍 二

1979年の国際政治は，元日の米中国交樹立によって幕を開けた. 1月28日には部小平副首相が訪米し，

カータ- (James Earl Carter)大統領と会談する.部は帰途の 2月6日に訪日し， 7日に大平正芳首相と

会談している.

10日後の 2月17日には中国軍が 雲南や広西からベトナムに大規模な攻撃を開始した.中越戦争が勃

発したのである.ベトナムは徹底抗戦を声明し，戦闘は 3月16日まで続いた.ベトナムがソ連との関係

を強めていたこともあり，中ソは国連安保理で相Eに批判した.大平内閣の園田直外相は，中越両国に平

和的解決を申し入れるよう佐藤正二駐中大使と長谷川孝昭駐越大使に訓令した(鹿島平和研究所編『日本

外交主要文書・年表』第3巻，原書房， 1985年， 327， 1027-1033頁). 

中越戦争が起こったにもかかわらず，大平内閣は対中円借款を始めた.大平首相と大来佐武郎外相が

12月5日に訪中し，華国鋒総理や郡小平らと会談している.とりわけ大平は 6日， 1979年度に 500億円

の円借款を供与すると表明した.大来外相と黄鎮文化部長は同日，日中文化交流協定を締結した.

本稿では， 2月の大平・郡小平会談と 12月の大平・華国鋒，大平・部小平会談について，日本外務省の

記録を紹介したい.史料の出典は，情報公開請求によって入手した外務省開示文書2010・268，269である.

それによると部小平は 2月，ベトナムへの「懲罰」を大平に示唆していた.

インドシナの問題，特にヴイエトナムのカンボディアに対する大々的な侵略は，中国にかかわる問題

であるばかりでなく，日本を含めたアジア太平洋地域，さらには国際情勢にもかかわる問題であり，

これはソ連の世界戦略の重要な側面となっている.もっとも，これをうまく処理しなければヴイエト

ナムが直ちに中国を侵略して来るであろうなどとは考えない. しかし，必要な制裁を与え，懲罰を加

えなければヴイエトナムはラオスを押え，カンボディアを占領した後ASEAN諸国に対し脅喝を行

うこととなろう.ソ連はヴイエトナムを利用し， ASEANに手を伸し，同地域のフィンランド化を

目指しており，注目を要する.

また，大平は 12月6日，円借款について都小平にこう述べた.
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中国の現代化の努力に対しわが国もできる限り協力したいという立場より本件について検討してき

た.中国が西側諸国と広く交流することをかん迎する.わが国としては欧米との協調，アジア，就中

ASEAN諸国とのバランス，国ぜとして軍事協力は行わないとの方針で，先般コクボク副総理を通

じ要請のあった案件について検討してきた結果，病院を含む7つのプロジェクトに対し，わが国の財

政をも考慮して協力することとした. 6つのプロジェクトについては 1979年度分として 500億

円，金利3%. 10年すえ置き，その後20年償かん，調達方式は原則アンタイである.病院につい

ても日中友好の象徴として協力したい.具体的なことは今後日中実務者間で話合いたい. 6案件につ

いては中国側の見積りでは 15億ドルであるが，明年度以降の供与額はプロジェクトの進ちよく状況，

わか国の借かん全体ののび等をふまえ毎年度確定していきたい.

「欧米との協調，アジア，就中ASEAN諸国とのバランス.国ぜとして軍事協力は行わないとの方針」

とは，対中経済協力 3原則のことである.すると郡小平は.i日本政府が本件を検討する場合，各方面の考

慮を行うことは理解出来る.もち論われわれの希望をいえば，プロジェクトは多く，金額も多いにこした

ことはない. しかしこれは第 l回目である.中国の本件円借関係者は満足していないかも知れないが，わ

が個人からみれば結構だと思うJと歓迎した.

大平訪中について日本外務省アジア局中国課は. i中国側の大平総理個人に対する信頼及び期待感が大

きかったJ.i同総理が日中正常化当時の外務大臣であったことは，人事移動の殆んどない中国の当局者た

ちは皆知っており，親中派としての大平総理に対する親近感は，中国人独自の，また伝統的でもある人と

人とのつながりを重んじるやり方もこれありいやが上にも昂まっていた」と分析している.

大平は政治協商会議の講堂で約 1時間. i新世紀をめざす日中関係一一深さと拡がりを求めて」と題し

て講演し. i日中関係の将来の展望を格調高く唱い上げ」てもいた. iわが国の総理が中国の聴衆に対し直

接呼びかけたのは，長い日中関係の歴史においても最初の出来ごとと思われ，日中関係をより密接な確固

たるものとしていく上において同総理のスピーチは歴史的な役割を果たしたものと評価されるJ.

以下の史料紹介に際し，数字の半角と全角，促音や劫音などについては原文通りに翻刻した. 1カ所だ

け黒塗りされているところは. {2行不開示》のように表記しておきたい.明らかな改行の誤りなどにつ

いては，手を加えたところもある.

【2010・268・1)

I 首脳会談

(1) 総理一一部副総理テタテート会談(記録)
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2 月 7 日(水 )8:15~9:15 於官邸

先方部副総理

方毅副総理

丁民日本処処長



服部:大平・部小平・華国鋒会談記録

王妓賢副処長(通訳)

当方大平総理

佐藤総理秘書官

小原事務官(通訳)

1. 冒頭大平総理より次のとおり述べた.

(1 ) 先ず今次訪米が成功を収められたことに心からお祝い申し上げるとともに，帰途わざわざ日本に立

ち寄られたことに感謝する.総理就任後早々にお会い出来て光栄に思う.

日中両国は各方面における交流が頻繁となり相互理解が深まっていることは同慶にたえない.自分

もかかる関係を更に深めるため努力したいと思う.このように日中関係は順調に発展しており，フイー

パ一気味の感すらあるが，これを着実に発展させるためお願いしたいことがある. I四つの現代化」

を実現するという貴国の政策の総括的な大綱についてお知らせ願いたい.個別のプロジェクトについ

ては官民を通じて相談されているが，これらを包摂した大綱をお知らせ願い 双方の政府が情報を良

く浸透させおくことが望ましい.この点御配慮願いたい.何故にかかる申し入れを行うかといえば，

結局のところ力を持っているのは両国の政府であり，政府が最終的に決断を下す場合が多いので，常

に十分な情報を与えていただくようお願いする. (これに対し部副総理は「結構で、ある」旨返答した.) 

(2) 両国首脳の交流については，華国鋒総理が訪日されるよう待望しており その実現方閣下の御配慮

をお願いする.自分も訪中招待を受け光栄に存じているが 政治日程等を長く検討の上都合の良い時

期に是非訪中したい. (これを受けて部副総理より，まずこの機会に華国鋒総理，中国政府の名にお

いて大平総理が出来るだけ早い時期に訪中されるよう改めて招待申し上げたく，右が実現されれば中

国人民より熱烈な歓迎を受けるに相違ない旨述べるとともに，華総理も喜んで、訪日招待をお受けする

が.その訪日時期は大平総理訪中後になると思うと述べた.) 

(3) アジアにおいては，多くの半島ではかねてより常に問題が発生しているが，インドシナ半島，朝鮮

半島においてもその例外でなく多くの問題が起きている.インドシナ半島では大きな緊張があるが，

日本政府としては貴国がこれに慎重に対処され，当該地域に平和と安定がよみがえるよう願っており，

また，貴国の力によりそのようになるものと確信している.日本としては かかる立場から取り組む

所存であり，今後両国政府聞において常に相談することを期待する.

(4) 朝鮮半島においては，南北の対話が持ち上っているようであるが，宣伝の域を出ていない. しかし，

かかる兆しが出ていることは歓迎すべきことであり，対話が実現するよう期待するとともに，それが

可能となる国際環境作りのため協力しなければならないと考えている.そこで，わが国は北朝鮮との

聞に漸次接触を持ち，経済，文化の交流を続けているが，韓国は経済面だけでも貴固と関係を有した

いとの希望を有しているので，この機会に貴国のお考えをうかがいたい.これが実現すれば当該地域

の平和が前進するものと思う.

2. 続いて部副総理より次のとおりの発言があった.

(1) 訪米の帰途立ち寄ったのは，ひとつは訪米の模様を通報申し上げたかったからである. もうひとつ
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は大平総理が総理就任されたのでお会いするのは友人として当然であり，特に新たに直面する問題が

多いので，二国間問題，アジア・太平洋情勢，国際情勢につき両国指導者が意見を交換することは有

益であると考えたからである.訪米の模様の通報のみならず，インドシナに発生している問題につい

ても意見を交換したい.

(2) 朝鮮半島の情勢についての大平総理の御発言はカータ一大統領と会談した際の同大統領の発言内容

と似かよっている.また先回訪日した際貴固とこの問題について意見を交換したが，現在良い兆しが

見え始めたことは事実であり，北側より具体的な提案がなされ，南側の回答待ちの状態にあり，一般

には南側もこれに積極的な反応を見せるであろうとの推測が行われている.この面では，日本，中国，

米国とも推進的役割を果すことが出来よう.

米側と会談した際，米軍が撤退するほうが良いと再度強調し，それはアジア太平洋情勢に悪影響を

与えず，アメリカの軍事力を数百キロ後退させるだけであって，アメリカ自身，身を引くことが出来，

また南北の対話にも役立つと述べ，さらに双方の対話は中断しているが，金日成主席は南北双方とも

政府のみならず各党派を入れた形の対話を考えていると述べた.同大統領は朴正照政権にとって(米

軍撤退)は受け入れ難い点であるが，尽力してみようとのことであった.

南北軍事衝突の危険'1主については，前回の訪日の際福田総理に申し上げた通り，右危険性は存在せ

ず，米軍撤退後も存在することはないと考える.北側は最近においても軍事行動をとることなく平和

的に相談しようと提案している.さらにつけ加えれば，南と北の軍事力の比率において南が弱いとい

うことは決してなく，従って，米軍撤退は対話を促進するものと考える.

南が中国と少なくとも経済関係だけでも保ちたいとの問題については現状においてはそうすること

はかえって不利であり，中国としては別の角度，つまり南北の対立に介入せず，超然とした立場から

努力したい.この方が北に対する働きかけの可能性を大きくするものと思う.

(3) インドシナの問題，特にヴイエトナムのカンボディアに対する大々的な侵略は，中国にかかわる問

題であるばかりでなく，日本を含めたアジア太平洋地域，さらには国際情勢にもかかわる問題であり，

これはソ連の世界戦略の重要な側面となっている.もっとも これをうまく処理しなければヴイエト

ナムが直ちに中国を侵略して来るであろうなどとは考えない. しかし，必要な制裁を与え，懲罰を加

えなければヴィエトナムはラオスを押え，カンボディアを占領した後ASEAN諸国に対し脅喝を行

うこととなろう.ソ連はヴイエトナムを利用し. ASEANに手を伸し，同地域のフィンランド化を

目指しており，注目を要する.ソ連が2年振りにアジア安保体制を提起しているのは偶然で、はなく，

同体制は実質的にはフィンランド化であってソ連がコントロールしようということにほかならない.
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中東問題も解決されておらず，イラン，アフガニスタンでもすでに問題が発生し，パキスタンにお

いても近く問題が発生する兆しがある旨カーター大統領に申し上げた.米側は，サウデイ・アラピア

にも問題が発生する恐れがあるとの懸念を表明していた.今次訪米に際し，米国の多くの政治家に対

し，ソ連はキューパ事件の際教訓や制裁を受けなかったので，猪突猛進するようになっており，米は

イランに対し有力な行動に出た方が良い旨述べておいた.現在でもまだ何らかの行動はとり得るであ

ろうが，かなりおくれてしまった.ソ連の覇権主義に対しては強い行動をとり，一貫して制裁的態度
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で臨むべきである.

現在，ヴイエトナムは，われわれの身辺で狂気じみた行動をとり，ラオスを押え，ホーチミン・ルー

トをヴイエトナムに利用せしめ. 1 0万.20万の兵力を派兵してカンボディアに侵入し，また l年

余以来中越国境で絶えず紛争を起し，エスカレートさせている.ソ連は，インド洋方面では中東，南

西アジアに勢力を伸ばし，東ではヴイエトナムを利用しているが，両者聞には重要なマラッカ海峡が

ある.東南アジア各国がヴイエトナムのカンボディア侵攻を憂慮しているのには理由がある.ヴイエ

トナムのかかる行動は，軍事的性格を持つソ越条約に基づくものであり，ソ連は太平洋艦隊を増強し，

貴国の北方2島に軍事基地を設置するなど，その世界戦略は急ピッチで進んで、いる.ソ連は一部の地

域で失敗したが，その他の地域で利益を得ている.ソマリア，エジプトではその夢を実現出来ず失敗

し，インドでもガンジ一政権時代とはやや変って来てうまくいっていないが ソ連はその他では至る

処で利益を得ている.

この問題につき国連は良好な反応を見せており 世界でヴイエトナムの行動を支持しているのはソ

連一味を除いて全くいない.南西アジアを利用し，ヴィエトナムと組み合わせたソ連の南下政策は一

部の国に変化を与えており 例えば インドはガンジ一政権当時より周辺諸国との関係改善を計りつ

つある.

注目すべきことはデサイは カンボディア新政権側より承認を求めてくればこれを承認する考えで

ある旨述べており，かかる事情から考えて効果的な措置をとって，インドのような反応がASEAN

にも出て来ることを防がなければならない.

ヴイエトナムを利用したソ連の行動は中国にかかわるばかりでなく， 日本にもかかわり，特にその

ルートは日本の生命線であろう.例えばイランより，貴国は石油の 20%を入れている.その他，こ

のルートが日本にとって重要なる理由はいくつかあろう.それをここでいちいち申し上げる積りはな

しミ

われわれは，訪米前に真剣にこの問題を考えた.西方のキューパが猪突猛進するのに何らなす術が

なかったことにかんがみ もし東方のキューパ すなわちヴイエトナムに何らなす術がなければ悪い

結果となるので，アメリカその他の国が必要な懲罰を加えるべきである. もちろん制裁は限度がある

べきであり，また当然のことながら北からの反応を考えない訳ではなく，少しの危険もないわけでは

ない.かかる危険は中国が負担する.このような懲罰を加えることは中国にとって必要であるばかり

でなく，アジア・太平洋地域にとっても必要で、ある.

(4) これを受けて大平総理より次の通り述べた.

御意見参考となった.深遠な洞察とお考えを示しいただき感謝する.わが方としてはヴィエトナム

に対し，かねてより申し上げた通り平和的行動をとらない限り 経済協力は考えられないと警告して

いるところ. AS EAN各国の懸念を頭におき，また，中国のお考えを念頭におきつつ対処する積り

である.

(5) 最後に，部副総理より次の発言があった.

自分(都)はカータ一大統領に対し，三つの点に概括して中国の考えを述べた.ひとつは，中国は
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再三警告を行っているが中国は言ったことは必ず実行するということであり， もうひとつは，中国の

行動は深く思いをめぐらし熟慮した上でとるものであり 最後に中国人は無謀に愚かなことをしない

ということである.

[2010・268-2] 

(2) 総理 部副総理全体会議(要録)

2月7日(水)9:10-9:45 於官邸

出席者はテタテートに加え次のとおり.

先方黄華外交部長

符浩駐日大使

章文晋副部長

浦寿昌特別補佐官

衛永清札賓司長

趨鏡謹二等書記官(記録)

当方園田外務大臣

田中官房長官

加藤官房副長官

高島外務審議官

柳谷アジア局長

佐藤総理秘書官

谷野中国課長

内田首席事務官

橋本課長補佐(記録)

テタテート会談に続く全体会議の部分の会談概要次の通り (9時 10分より 45分まで，テタテート及

び外相会談のメンバーに官房長官他が参加). 

1. 部副総理より，米国訪問に関し大要次の通り述べた.

(1) 一言で言えば，訪米は成功であった.カータ一大統領との会談は率直に，誠実に行われ，同大統領

によれば， I建設的，積極的かつ成果に富んだもの」であった.

(2) 会談では，全世界の事柄について触れた.全ての問題につき意見の一致を見たわけではなく，また

そうであってはならないが，絶対的多数の問題については一致したと言える.一部の問題，例えば人

権問題については話し合う必要はないと考え，到着早々私から話さないことにしたい旨述べた.

(3) 力点をおいて話し合った問題は一つあり，デタントの問題である.国際場裡ではデタントを云々す

るが，緊張は緩和されていない. 78年は77年より緊張しており， 79年は 78年より緊張するの
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ではないか.

ソ連覇権主義者との競争において米国は勝ち負けいろいろあるが，エジプト，ソマリアの変化は勝

ちである.また，アンゴラの場合，侵入したキューパ軍は抵抗に遇ったが，これに関しては，中・仏

両国が夫々道義的及び軍事援助をし非難されたが，カータ一大統領等に対しては，中国側より，米も

非難されるような情勢であればよかったと述べた.

(4) キューパは制約を受けていないため，猪突猛進であり，実際はソ連が操っている.このため南イエ

メンのような事件が起り，アフリカの角の問題も未解決である.

米国に対し，中東で米国が効果的な措置をとらなければ危い.米国が人口 300万のイスラエルに

注意して 1億のアラブ人に注意しないのはおかしい.サダトの提案のような措置をとらねば危い.

ソ連の一連の行動が制約を受けなかったために現在のイランのように問題が起る.米国はサウデイ・

アラビアについて心配していると述べたが，これらの諸事情は夫々独立したものではなく，連鎖反応

である.

(5) インドシナ，パキスタンについても意見交換を行い米国に対し，真剣に「パ」を援助すべし，と述

べたところ，米側はプットの生命に関心を寄せている旨述べたので，こちらから種々働きかけておい

た.今般の訪米前に李先念が訪「パ」した際，ハク将軍はプットの生命の危険はない旨述べたので，

米側に対し，その旨をまた「パ」が米国の真剣な援助を必要としている旨述べた.米国は今までイン

ド，パキスタン援助に際し，人口比で行ってきたようであるが，インドは5億，パキスタンは5千万

だからそれではいけない.

(6) ヴイエトナムの問題に関しては，米国は事態の拡大がよくないと述べ，我々は，米国の意見には留

意するが，この問題については独自に処理すると述べた.自分はカーター大統領との会談終了後，公

の場でも議会においても 次の3点を述べてしめくくった.

第1に，中国は言ったことは必らず実行すること，

第2に，中国は問題を処理するに際して熟慮すること，

第3に，中国は無謀な行動はしないこと，の 3点である.

(7) カンボディアの問題については，民主カンボディアは自己の兵力を保っており，損失を被っていな

い.我々としては，より多くの国がそれに対し援助を与えるよう希望する.

ヴイエトナムについては，日本がASEAN諸国と歩調を合せて，ヴィエトナムに対する援助を一

時停止していると聞いているが，更に一歩進んで民主カンボディアに対し第三国を通じ，あるいは直

接に援助されるよう希望する.

(8) その他米中両国間の問題に関し，双方の法的問題，資産，最恵国待遇問題等につき意見交換を行つ

た.実務協定も結ぼれた.中国が米国と密接な関係を持つことは，日本や欧州、!との関係に影響を与え

るものではない.

2. これに対し，大平総理より次の通り述べた.

閣下一行の米国訪問により世界政治に決定的影響力を持つ米中両国の間で理解が深まったことはよろ

こばしい.また，米中間に実務関係が進展することは結構である.世界情勢に対する部副総理の深い洞
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察と深い配慮，中国の対処ぶりは承った.御説明に感謝する.わが国としては，今後共この地域の平和

と安定のために独自の立場から精力的に努力したい.その間中国との聞では かかる問題に関し絶えず

意見交換を行うとともに，今後両国首脳の相互訪問のみならず，各界，各層の往来・交流を深め，相互

の関係と理解を深めたいと考える.

3. 次いで，園田大臣よりカンボディアへの援助の問題につき，次の通り述べた.

カンボディアに対し，わが国として応分の援助をしたいとの気持に変りはない.但し，ポル・ポット

の評判がアジアでもう一つよくない.中国は(国家としての)カンボディアを援助しようというのか，

ポル・ポットを援助しようとしているのか.

4. これに対し，部副総理より，ポル・ポット政権の政策全体について全て賛成ということではないが，

現在はかかる事柄にかかわずらう時ではない.中国側はまたシハヌーク殿下を北京にお招びした.殿下

は政治には関与しないと述べたが全て北京に帰ってからまた考えることとしたい.ポル・ポットは「民

族的愛国戦線」を組織したいと述べており，この点に注目してほしい.

[2010・268・3]

中国情報第31 191号

総番号第 16 1 9号

部小平副総理の訪問(評価)

昭54.2.8

ア中

中国の部小平副総理夫妻は 米国訪問の帰途方毅副総理夫妻黄華外交部長夫妻等と共に 6日から 8

日までわが国を訪問し，大平総理との会談(外相会談も並行して行われた).福田前総理，田中元総理と

の会談等を行ったところ，今般の訪問の評価次の通り.

1. 全般的印象

(1) 部副総理は今回訪問(実質上7日1日だけの立寄り訪問)の目的を同副総理の訪米について日本側

に伝えるためであると説明していたが，中国側の意図は日本側の内閣交替に伴ない新総理と直接会っ

て話すこと及び米中正常化後も日中関係を堅固なものに保っておくことにあったものと見られる.会

談においては都は話題を専ら，国際情勢に集中し.rソ連の世界制覇の動き」及び「ソ連に使そうさ

れたヴイエトナムのやり方」に対し中国は勿論米，欧州，日本がより効果的に対抗して行くべき旨を

強調し，とくに，昨今の中越情勢についてはヴィエトナムに対しては制裁を加えねばならぬと強い言

葉を用いて注目された.

(2) これに対し，日中二国間関係については先方は首脳の相互訪問に触れたのみで，当面の懸案である

経済，経済協力の分野への言及も全くなかった.また中国側から経済計画等内政の重要施策の方向づ

けに関する説明も一切なかった.

(3) 部副総理は 6日羽田到着時風邪気味で相当疲労の色が濃かったが，同日専ら休養したためか翌 7日
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は精力的に日程をこなし，相変らず元気なところを見せていた.主な行事である冒頭の三つの会談の

他，日本側からの要請に応え，いずれも最近訪中した安井参院議長及び三宅衆院副議長と短時間面会，

更に中国側からの発意で入院中の保利前衆院議長を見舞うなど相かわらず人間関係を重視する中国の

やり方がうかがわれた.

(4) 部副総理がメモ一つなしに，また，同席者に対し相談することもなく縦横に発言していたことは，

お題目的な形での毛主席 華主席への言及がなかったこととも関連し，印象深かった.これに比し，

同行した方毅副議理は，会談において全く沈黙を守り，部の傍に存在することのみに終始した(科学

技術関連の発言も全くなし).黄華外交部長は機嫌よくしばしば発言し 米国訪問の成功に気をよく

している風が伺われた. (同部長はこの他にもわが方通訳に対し，車中等で，日本の警察の優秀さ(警

備に関し)，中国の外国語通訳陣の能力への疑念表明等を種々発言している.) 

2. 国際情勢

(1) (中越関係)

わが方より ASEAN諸国の懸念にも言及しつつ中国側の自制を要望したのに対し，中国側は，米

側からも同様の働きかけを受けたとしつつヴイエトナムの行動を制約しなければならないとの強い決

意を述べ， (イ)中国は言ったことは必ず実行する， (ロ)中国は熟慮した上で行動する， (ハ)中国人

は無謀な行動はしない，の三点を述べた.

またこの関連で部副総理はキューパの前例を引きつつ(ヴイエトナムを)罰する，制裁するなどの

強い表現を用いた(カータ一大統領にも同趣旨の説明あり).今後の中国が具体的にどのような働き

を見せるかは明確にならなかったが，中国側がヴイエトナムに対しある種の制限的行動(含軍事行動)

をとる可能性も決して少なくないとの印象を受けた.

(2) (カンボディア問題)

中国側はポルポト軍の損害が軽微であり，戦闘能力が保全されていることを強調し，中国側として

引き続き援助すること及び各国の様々な形での対カンボディア援助供与 対越援助の停止の必要性を

説いたが，わが国に対し差し出がましい言い方ではなく協力を求めるとの態度であった.なお部の発

言より中国側が将来シアヌークを活用することを考えているふしがうかがわれた.

(3) (朝鮮問題)

わが方より南北対話の実現について日・中両国がなし得ることがあるべき旨，また韓国としては中

国との交流を望んでいる旨伝えたところ 中国側は南北対話に関し良い兆しが見え始めているとしつ

つも南北対話，米軍撤退について北鮮の立場を支持する趣旨の発言を行い，また現時点で中国が韓国

と関係を持つことは難しい，中国としては南北対立に直接介入せず，かたわらから尽力したいとの考

えを明らかにした.中国側の発言は北朝鮮に対する配慮を反映して慎重であり，当面中国の動き得る

余地の乏しいことを物語っていると思われる.

この点に関 L，中国側が今回は， 日本と北朝鮮との関係緊密化を希望するとの趣旨(昨年 10月第

2回福田・部会談)を述べることをしなかったことは，中国は北朝鮮を， 日本は韓国を良く知ってい

ればそれで、十分で余計なことをする必要はないとの趣旨とも考えられる.
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(4) (米中関係)

米中関係については，米中間には戦略的に多くの一致点があることを強調し，随所で米がソ連に対

するより強硬な態度を示すことを望む旨を繰り返していた(イラン パキスタンに言及).また部副

総理は，米中実務関係の進展は，中国の日本，欧州、比の関係に影響を与えるものではない旨強調して

いたのが印象的であった.

(5) (対ASEAN関係)

田中元総理より. ASEAN諸国の対中警戒心に鑑みて，中国はASEAN諸国に喜ばれる外交政

策を執って頂きたい， との趣旨を述べたのに対し，部副総理は，自分(部)のASEAN諸国訪問は

理想的成呆はあげなかったが(部自身がこのように述べたことは注目される).ファン・パン・ドン

越首相の如く実行できない保証を言って歩くことはしなかったので (，ファン・パンイドンは魂を売

ったJとの発言あり)中国は本当の事を言うと信じてもらえたと思う旨述べるとともに，同元総理よ

り，中国の対タイ共産党支援に言及したことに関しては，熟慮して言葉を選んだ上. ，中国と ASE

ANには共通の言葉が増えて来ており，中国は今後とも ASEANとの友好関係を発展させてゆきた

いJ旨党関係を抑えても国家関係を拡大したいとの意味ともとれなくもない発言をした.

3. 日中関係

(1) (政府ベースの重要性)

総理より日中経済関係，経済協力の問題を念頭に置きつつ政府ベースの情報伝達の重要性を指摘さ

れたのに対し部は結構であるとのみ述べ，同様の園田大臣よりの発言に対し黄華外交部長は，日中間

には様々のルートがあり云々と述べたにとどまった.先方がわが方の考え方，問題の所在を理解した

か否か疑問であるが，今後わが方としては機会あるごとに今次会談におけるやりとりに言及しつつ本

問題について先方の注意を喚起してゆく必要があろう.

(2) (両国総理の相互訪問)

大平総理，華総理の相互訪問が確認されたが，中国側は今回大平総理訪中後華国鋒総理が訪日する

こととしたい旨述べ，初めて大平総理の訪中が先ず実現することを望んでいる旨明らかにした.

(3) (日中経済協力)

資金協力の問題等現在日中当事者間で大きな懸案となっている案件については先方より全く提起な

く，園田大臣より黄華部長に対し日中経済協力に中小企業の参加の重要性を指摘したのに対し，先方

はこれに原則的に賛成する旨述べていたにとどまった.

(4) (華僑問題)

外相会談において先方は善隣学生会館の土地問題，横浜華僑起訴問題，在京華僑学校の問題等在日

華僑に直接かかわるいずれも困難な問題を提起越した.右は当面華僑対策の矢面に立っている在京大

使館の入れ知恵もあろうが，いわゆる統一戦線工作との関連で対華僑工作を重視していることの表わ

れと見られ注目された.

4. なお. 7日総理主催晩餐の際部副総理がスピーチの中で同議長の名前に言及したこと，黄華外交部長

より灘尾議長に対し台湾問題に関し種々問いかけを行ったこと，また晩餐終了後部副総理より同議長に
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対し訪中を慾議したこと等にみられるように，中国側は，灘尾議長に対しかなり積極的に働きかけたよ

うにみうけられた.これに対し，灘尾議長よりは，衆院議長としての立場から適宜応答され，台湾問題

に関連しては，自分がとやかく申すべきではないが，問題の平和的解決を希望しているとの趣旨を繰返

し述べられた.

[2010 -269 -1] 

総番号 (TA) R098286 5120 主管

79年 月06日o1時 20分中国発ア中

79年 12月06日02時 30分本省着

外 務大臣殿 吉田大使

総理訪中(華総理への表けい訪問) (A) 

第 26 1 2号大至急

往電第 2600号に関し

大平総理は. 5日午後4時半より約 15分間随員約 30名とともに華総理を人民大会どう(接待庁)表

けい訪問されたところ，その模様次のとおり.

l.先ず華総理より次のとおり述べた.

(1)大平総理一行の訪中を心よりかん迎する.

大平総理は先般. 80年代の日中関係をけん実でゆるぎないものとする太めの道を切り開くため訪

中する旨述べられたが，これに感謝の意を表明する.飛行場からの車中で述べられたように，これに

補足させていただくと. 80年代のみならずもっと長期にわたる友好協力関係としたい.中日友好協

力関係は，全世界の平和と安定に役立つからである.

(2 )われわれは，大平総理の訪中を，非常に重要視している.われわれは大平総理の訪中によって，

80年代，更に長期にわたる中日友好関係の基礎が固められることを希望している.

2. これに対し，大平総理より次のとおり述べられた.

(1)われわれ一行の訪問に当たり，華総理自身飛行場まで出迎えいただき心から感謝する.今回は前

6年ぶりの訪中であるが，い大な中国を訪れることをたのしみにしていた. 80年代より更に長期に

わたる展望というお話に全く同感の意を表明したい.

(2 )中国は大きな国であり，知っている様でありながら知らないところが多い.このような中国を更に

知り，善りん友好関係をきづくために今回の訪中がとり進められたことは，同けいにたえない.

政府間で率直に意見交換することは，早きに失したものではない.両国が知り合うこの機会を十分生か

して両国の友好関係を固めるべく念願している.
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3. ここで華総理より大平総理にパンダ(ホワンホワン)の写真を手交するとともに，このホワンホワン

は日本人民に大切にされ中日友好にこうけんするであろうと述べると，大平総理より，謝意を表明され，

日本の子供達がきっとよろこぶであろう，またランランを失ってかなしいカンカンがよろこぶであろう.

おれいとして中国側が選ばれたサル(注.オランウータン)及びシカ(注:ヤクシカ)を送ることとし

たい旨述べられたのに対し，華総理がこれに謝意を表明した.

4. 以上で表けい訪問を終了し，場所を安キ庁に移し 第1回首のう会談に入った.

(了)

写手交済 (6日02時40分)

総番号 (TA) R 098367 5 1 30 主管

79年 月06日03時55分中国発ア中

79年 12月06日05時43分本省着

外務大臣殿 吉田大使

総理訪中(第 l回首のう会談) (A) 

第26 1 5号極秘大至急

往電第 26 1 2号に関し

冒頭往電の表けい訪問の後，人民大会どう安キ庁で第 1回首のう会談が2時間にわたり行なわれたとこ

ろその模様次のとおり. (先方出席者は，往電第261 1号のとおり)

l.先づ華総理より，今回は第 l回目の会談でテーマはあらかじめ決られたとおり国際間題としたい旨述

べた後，中国のれいぎ上また習慣上客人より発言願いたいとして大平総理の発言をうながした.

2. これに対し総理は次のとおり発言された.

(1)わが国の外交政策及び国際情勢についての見方について話したい.先ず，日米関係であるが，政治

信条，社会，経済体制を同じくし，二国間関係として史上類例をみない程良好な関係になっている.

わが国としては，のう密な関係をもっ友邦として日米関係を最も大切にして維持したい.戦後日本の

安全と復こう， 自立経済の達成は，米の大きな援助と協力に負うものである. しかし，現在の米国

は，ヴイエトナム戦争， ドルの下落等によりせき日の勢いがない. 日本としては，米に依存する形か

ら米のパートナーとして協力しなければならない時代に来たと考えている.同時に経済まさつも起き

ているが，このまさつを解決しながらパートナーとして米に協力して行くというのが日本の立場であ

る.米国が世界の指導国家として信頼できる安定勢力としてこうけんしてもらわねばならない.昨年

は， 日米聞の経済まさつの解決に努力したが，本年は，イラン問題に関し，早急にこれを平和りに解

決するためわれわれとして何が出来て何が出来ないか， 目下く慮しているところである.

(2 )日中国交正常化以来7年経過した.平和友好条約及び実務協定を締結することに成功した.貿易も
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着実にのび，人事交流も活発になり，相互信頼が深まったことは同けいにたえない.今回の訪中も日

中関係をよりよいものとし，より広がりのあるものにしたいと考えたからである.

(3 )貴国の現代化計画も一部について，コクボク副総理訪日の際に応分の協力を求められたが，政府部

内で検討しようやく成案を得た.既にコクボク副総理にお伝えした通り 8プロジェクトのうち. 6プ

ロジェクトについて協力することとしたく 細かいつめは実務当局に行なわせることとしたい.

(4 )これは政府借かんであるが両国間には両間ベースの話が進んでいる.飛行場からの車中で話した通

り，ボッ海湾石油開発の問題に関し， 日中間の話合いがまとまったことは同けいにたえない.長期貿

易取極も締結され.パンク・ローンも成立しているので政府間のみならず民間をも通じ経済協力を行

いたいと考えている.

(5 )かつて訪中し，故シュウ総理とお会いした際，両国の友好協力関係は両国のみならずこの地域の安

定とはん栄に役立たなければならないといわれた.日中両国が友好協力関係を持つことはアジア地域

の安定にとって大きな要件となっている.

(6 )もともと半島というところは火やくこの如きものである.例えばバルカン，朝鮮，インドシナの半

島のように過去において紛争のたねとなった.日中両国が何を行い 何を行わないかは政治的影響を

及ぼし，この意味から先ず朝鮮半島の問題について述べる.朝鮮半島の統一問題はひとえに朝鮮民族

の問題である.現実は不幸にして二つのオーソリテイの下で対立する状況にある.数年前に南北対話

は成果を挙げるものと期待したが， 目下のところ不幸にして見るべきものがない.南北対話のために

よいかん境を作りあげてやる必要がある.貴国は北と親しい関係にあり， 日本は南と関係がある.米

も貴国も日本もソ連も半島の安定のため何をしてよいか，何をしないかを考えていかなければなら

ず，この点について貴国の判断をうかがいたい.

(7)インドシナ半島については緊張が続いており，カンボディアも極めて困難な状況にある.われわれ

はか細い関係は有するが，この地域に影響力を有する貴国を意見を聞きたい.

(8 )日本と ASEAN5カ国とは比較的よい関係に発展している.太平洋地域全体は大変離しい状況に

あるが，資源は資源として貿易は貿易として機能的に強化されるようにと考えている.ニュージーラ

ンド，カナダ，米，メキシコ等は資源，貿易関係で共通の意識があり 密接な関係を維持している.

またオセアニアについては多くの国が独立している.

(9 )日ソ関係については， 日本は領土問題を解決し平和条約を結ぶとの基本方針を変えていない.領土

問題の解決の気配がみえてないことは遺かんである. しかし，経済，貿易，文化その他の実務関係

は，けん実にのびており基本的問題になることはない.最近，ソ連は，北方領土に軍事力を増強して

おり，わが国はこれに重大な関心を持っている.なぜこの時期にそれが行なわれているのか不明であ

るが，ソ連は行動により平和をおびやかしている.

(10)世界経済はむずかしい状況にあるが，経済全体を拡大させることが日本の利益にもなり世界の利益

にもなる.このため，日本としても先進国なみの協力を行なうことをめざしている.資源，石油の問

題で制約が生じ通貨もむずかしい状況にある.

(ll)華総理は，西欧4ヶ国を訪問されたが，訪問後如何に情勢をみられるか，またモスクワで行なわれ
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ている中ソ会談に対する見解をうかがいたい.

3. これに対し，華総理より次のとおり述べた.

(1)大平総理より日本の外交政策について詳細な説明があり，これに感謝する.世界情勢の発展に対す

る中国側の見方については， トウ副総理が訪米の帰途大平総理に話したので御存知と考える.その際

国際情勢は，全般的にみるとおん和でなく激動，動乱の方向に向かっているとトウ副総理が申し上げ

たが，それ以来9ヶ月経った現在，情勢はまさにより激動し，より緊張している.

(2 )具体的現われとして，イスラエルーアラブ聞の問題が未解決のまま米・イランの問題が発生し，拡

大の徴こうをみせている.サウデイアラビアにも問題が起きている.石油の産地である中東，ペル

シャ湾に動乱が発展すると西欧に対する石油輸入のきょういが大きくなる.米・イランとの関係がか

ん和するきざしもないまま，リビア パキスタン等にある米大使館がやき打ちにあっている.中国

は，この地域の情勢の発展に重大な関心を寄せている.先般訪問した西欧4ヶ国もこの地域に不安を

いだいていた.

(3 )インドシナ問題に閑し，越はカンボデイアにかん期攻勢をかけている.これは単にカンボデイアの

問題ではなく. ASEAN5ヶ国特にタイ，マレイシアへのきょういの問題であり，そのはい後にソ

連の世界戦略がからんでいる.

(4 )ソ連は西欧に対し SS20ミサイルを配置するなど装備を強化している.西欧諸国は，従ってこの

きょういに対処するため自衛力を強化すべきであると考えている.西欧諸国はかかる緊張の源は中東

にソ連が手を出していることにあるとみている.それは欧州へのう回包囲の体制となっており，ソ連

は戦わずして勝つとの考え方をもっている様である.ソ連が産油国を有する中東という「弱いふく

部」に攻勢に出ることは，西欧へのう回をねらったものである.

( 5)越のカンボデイアへの侵略も，ソ連の支援がなければ大ぴらには出来なかったであろう.ソ越条約

第6条は実際上，軍事同盟の性格を有している.越はこの条約の保険がないとちょ突もう進はしなか

ったであろう.越がラオス，カンボディアを手中に入れると ASEANに進み，大西洋と太平洋の

ルート，特にマラッカ海きょうをにぎれることとなる.ソ越が同海きょうをおさえることは，中国へ

のきょういでもあり，米， 日へのきょういでもある.ソ連のアジア安保の手助けともなる.

(6 )ある国際研究所が80年代の展望として 85年が危険な時期として予想されているが，われわれも

これに注目している.この予想にはそれなりの根拠があり，例えば85年には核兵器の面でソ連が米

に対しゅう勢になるかもしれない.

日本の研究家の中にも同様のことを言う人がいる.

(7)われ々は 80年代に第三次世界大戦が起こる可能性があるが，全世界の協力によりこれを遅らせる

ことも出来るとみている.
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( 8 )朝鮮半島の問題については既にトウ副総理より大平総理に述べた.ボク・正キが最近ころされた

が，これは，南朝鮮の社会，政治的危機がひどくなっている証拠である.北朝鮮はこのような南朝鮮

の出来事に自制的態度をとっている.このように，朝当半島の危機は，北の南下によるものでないこ

とは，事実が証明している.

南朝鮮にこの出来事が起ると，金日成主席は，団結，協力，統一のスローガンを打出し，どこでも

だれとでも会談したいと提案している.

米国の友人に北の南下を心配する向きもあるが，この心配は不要で、ある.金日成主席は，自主的平

和統一のスローガンの下に平和的に朝鮮を統一しようとしている.われ々の知るところ，統一後も独

立した非同盟の中立政策を続けるとしている.われ々は金日成主席に賛成を表明している.われ々の

希望としては，中国と日本で南朝鮮の民主化を促しては如何かと考える.この点については，米国の

友人とも相談したい.大平総理の言われるように，かれらによいかん境を造りたく，また南北対話を

促進し南北の統ーを促進したいと考える.このことは，中国 日本にとってまたアジア・太平洋地域

の平和と安定にプラスになる.

(9 )インドシナ問題については， トウ副総理が， 日本で大平総理に自衛反撃について述べ，またそれに

は限度を設けると述べた.インドシナの問題は 越の問題だけでなく 越ソのは権主義者の拡張と侵

略につながる.中国が無為無策であってよいか いかになすべきかと考えた結果の限定ある自衛反撃

であった.限定を設けなかったら，ランソン攻略後の南進は容易なことであった. 自衛反撃がなかっ

たら，カンボデイアのてい抗勢力はとっくに排除され，越は，タイ，マレーシアに手を出したであろ

っ.

(10)越は，カンボデイアに 20万の軍を有しており，現在かん期攻勢を展開している. しかし，カンボ

デイアの人民戦争では，人民の支持があるので，越がてい抗勢力を徹てい的に消めつさせることは易

しくない.

(11) ASEAN諸国は，越のカンボデイア侵略に反対し，撤兵を要求しており，態度は明りょうであ

る.国連総会でASEAN案は可決された.政治的解決を行うには，情勢は未じゅくである.中国は

民主カンボデイアの闘争を支持し，またASEAN諸国を支持する. もし越がタイを侵略すれば，中

国はタイの側に立つ.

(12)越の侵略を受けた後のカンボデイア人民の生活はくるしく，西欧諸国を含め多くの国々がカンボデ

イア難民の救済について述べている.私も訪欧の際その場で賛意を表明し 協力したいと述べるとと

もに，中国へ来たい難民があればかん迎すると述べた.

私は同時に救済のルートについて越またはヘンサムリンを通じるとかれ等の手に渡ってしまうか

ら，タイのルートを通じるのがよいことを提案した.欧州の国々は，私のこの提案に賛意を示した，

米は一時越との関係正常化を行おうとしたが越によるカンボデイアへの侵略をみてこれを遅らせた.

われ々はこれに賛成である. 日本も対越援肋をとう結したが，われ々はこれにも賛成である.

4.以上でかん迎えんの時間が近づいたため，明6日，続行することとして本日の会談を了した.

(了)
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写手交済 (6日06時 10分)

[2010・269・2]

総番号 (TA) R 09877 9 5 1 8 1 主管

79年 月07日00時50分中国発ア中

79年 12月07日02時35分本省着

外務大臣殿 吉田大使

総理訪中(第2回首のう会談) (A) 

第2632号暗秘大至急

往電第 2615号に関し

テータ・テートに続き第2回首のう会談が6日人民大会どう新キョウ庁で約 1時間半にわたり行われた

ところ，その模様次のとおり(双方同席者は事前の予定通り). 

1.華総理より昨日の第 l回会談で国際問題については大分話したし，中ソ会談についてはトウ小平副総

理との会談で出たので省略したいと前置きの後，西欧4カ国訪問の成果につき要旨次のとおり述べた.

これら諸国とは国際問題の認識について広範囲にわたり意見の一致を見た.例えば中国は西欧諸国が

連合して強大になることを望み，西欧諸国も中国のはん栄と強大化が世界の平和に大きなプラスになる

と認識し. 4つの現代化に積極的に協力する旨述べている.

ただ中には西独のように中国との貿易が発展している固とより一層の貿易拡大を希望している固とが

ある.多くの国が中国に借かんを供与するといっているが，中国としては支配能力を考える必要がある

ので殆んど使っていない.中国は西欧諸国とあらゆるレベル あらゆる分野で協力を進めていきたい.

これには各国の政府も民間も賛成している.また西欧諸国は中日平和友好条約の締結と米中関係のじゅ

立をよろこんでいた.今回の訪欧の成果に満足している.

2.次いで2国間問題に移り，大平総理より.(イ)中国現代化に対するわが国の協力.(ロ)いれい訪中団，

(ハ)アワまる.(ニ)日中資源エネルギー問題.(ホ)特恵供与.(へ)対中技術協力.(ト)留学生交換.(チ)

科学技術協力協定. (リ)文化交流. (ヌ)日本語教育に対する協力について略々わが方において準備お

きの発言要領に基づきわが方立場を述べられたのに対し 先方は次のとおり述べた.

(1)中日国交正常化，特に中日平和友好条約の締結以来両国関係は大きな発展を遂げ，政治，経済，文

化，科学技術等の分野の相互交流は盛んになり中日関係は新たな段階に入ったが，かかる順調な発展

に満足している.
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したい.

( 2 )大平総理はいくつかの具体的問題に言及されたが 経済協力についてはその前途は洋々としてい

る.昨日車中で申し上げたように中国は資源はほうふだが科学技術と工業レベルが低いのでその資源

は未開発，未利用のままである.他方日本は右レベルは中国よりも高いのでお互いに補い合うことが

できる.中国は日本経済がさらにはん栄することを希望しており 一方大平総理及び多くの友人は中

国の 4つの現代化に協力したいと述べられた.両国間の協力により 4つの現代化が実現され， 日本経

済が発展することはアジア，ひいては世界の平和と安定に役立つと考える.

(3 )これまでは中日間には民間のカケハシが大きかったが，国交正常化，中日条約締結以来政府間にハ

シがかけられた.中国はその大きなハシも重視している.政府及び民間のカケハシによる両国関係の

これまでの発展に満足するとともに 将来も洋々たる前途がひらけることをうれしく思う.大平総理

は訪中に当って 80年代の日中関係をけん実なゆるぎないものにきづきたいと言われたが，自分とし

ては 80年代にとどまらず，より長期にわたる基礎を固めていきたい.昨ばんのえん会で大平総理が

言われたようにいかなることがあっても両国関係はゆるぎない立派なものに発展させていきたい.

3.華総理はさらに以下具体的問題についてお答えしたいとして次のとおり述べた.

(1)経済協力について大平総理より先程 リュウタン 水口を除いたプロジェクトに積極的に協力する

こと. 79年度に 500億を金利 3%.償かん期間は 10年すえ置き後20年で供与し調達方式は

原則的にアンタイとする旨うかがったが，中国は日本の意見をそん重する.これはトウ副総理が大平

総理に話したように政府間協力の最初の成果である.具体的なことは関係者間で交渉することとした

しミ

(2 )いれい団の問題については日本の遺族の心情及び大平総理の要請にかんがみ，いれい団の派遣に原

則的に同意する.具体的方法は外交チャネルを通じて話合うこととしたい.

( 3 )アワまるそう難者の遺こつ，遺品の返かんにつき謝意があったが，これからも引続き返かんした

い.中日友好関係からそうすべきであると考えている.関係部門の最近の話では遺品がさらに回収さ

れる由なので近いうちにおとどけしたい.引渡しの方法は関係部門間で話せばよいと思う.いずれに

せよ引続き御協力したい.

(4 )資源の共同開発について貴総理よりボツ海湾の石油共同開発の交渉妥結に対ししゅく意が表された

が，昨5日本件合意書が5日に調印される旨述べたが，日本の友人から貴総理の北京滞在時に調印し

たい旨の希望があり本6日午前に行われた.

本件合意書では 25.000平方キロが共同開発の対象とされているが，石油てん然ガスかんたん開

発公司の話では中国海域の有効開発面積は 8平方キロメートルあ貴由である. 日本のほか英，仏，イ，

米とも共同開発の話合いが行われ既にたん査は始まっている.イタリアは現在米国とーしょに南海の

開発に参加しているが，単独でやりたいと申し込んできている.中日協力もボツ海について合意をみ

たので他の区域の開発についても話していきたい.

(5 )石たんの開発については日本の友人に 4つの計画(年間採くつ能力 1200万トン)につき話を進

めている.欧米， 日本の友人，さらに大来大臣も言われていることは石たんのおう金時代が来るとい
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うことである. 73年の石油危機以来石たんはますます重視されてきている.石たんの開発について

は西独との協力が比較的進んでいる.石たんガス化は西独及び米と相談している. (各省のまい蔵量

の話の後)既にルーマニア ユーゴー 仏英と開発に関する契約を結んだ.日本の友人は長期安定

供給を望んでおり，詳しい話はコクボク・大来会談で話しでもよいが，大規模鉱山の開発につき補償

貿易等の方式による協力を進めたい.具体的プロジェクトを決めておけば将来日本への安定供給がで

きる.その他中国は非鉄金属等の資源もほうふにある.

(6 )特恵供与につき感謝したい.

(7)技術協力は政府ベースでも民間ベースでも積極的に進めたい.ただここでは具体的な話は省略した

し¥

(8 )いりょう面の協力に関し中日友好のシンボルたる中日友好病院計画については共同新開発表にも書

かれることになついているが賛意を表したい.ここで原則が決まれば具体的な話は関係部門に委せた

し冶

(9 )科学技術協力協定の早期締結の必要性については全く賛成である.来年早々にも相談したい.

(10)文化交流の重要性についての貴総理の説明に賛成であり 日本語教育の 5年間にわたる計画の提案

に賛成し感謝する.中国と日本は文字がーしよなので両国にできることはたく山ある.

4.大平総理より上記発言に謝意を表された後，華総理との 2回の会談は， 日中関係の一層の発展の上で

有益かつ重要であった，両国の友好関係は一方が強要するのではなく互いに分ち合うものであり，明年

5月の華総理の訪日を国民あげてお待ちしている，終りに明7日の政協会どうでの講演の機会を与えら

れたことに感謝するとともに東京でお会いできるのをたのしみにしている旨述べられた.

これに対し華総理は. 2回の会談に対する大平総理の評価に全く賛成であり，多くの問題につき双方

の理解が深まり一致した観点を見出しえた.個々の具体的問題処理について両国のかん境が異なるため，

なおソゴが生ずることもあるが，故シュウ思来総理が言われたように小異をすてて大同を求めていきた

い.両国の友好関係が必ず順調に発展していくことを確信している.明年5月の訪日は親類を訪ねるよ

うなたのしみである.

(了)

写手交済 (7日2時 55分)

総番号 (TA) R 0 9 8 8 0 7 5 1 84 主管

79年 月07日02時55分中 国 発 ア ジ ア 局長

79年 12月07804時 12分本省着

外務大臣殿 吉田大使

総理訪中(第2回首のう会談少人数会談)
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(限定配布)

往電第 26 1 5号に関し

服部-大平・郡小平・華国鋒会談記録

6日午後3時30分より 30分余りにわたり行なわれた大平，華国ホウ少人数会談の概要次のとおり.

(同席者 中国側コクボク副総理，コウ華外相，日本側大来外相，ヤナギヤ・アジア局長)

l.大平総理より，本日朝のトウ副総理との会談は，大変有益であったと述べられたのに対し，華総理よ

り自分も同感であり内容はすでに聞いている よって同じ話はくり返さないことにすると述べた.

2.大平総理より，下記(1) (2)はトウ副総理に申し上げたことだが重ねて貴総理にも申し上げてお

きたいとしつつ次のとおり述べられた.

(1) トウ副総理よりインドシナ半島に関する中国の認識及び戦略につき世界的視野からのお話をうかが

い大変参考になった.わが国としては国際紛争はあくまで平和的手段で解決されるべきとの立場であ

り，インドシナ紛争についてもこのような態度で貴国及び関係国に申し入れている.また，わが国の

対越援助については約束は守らねばならぬが，いつ実施するかは日本が自主的に情勢を判断して決め

たい.

(2 )日本と台湾との関係については日中国交正常化の際，民間レベルの関係を維持することにつき中国

側の理解を得て今日まで続けて来た.わが国としては実務関係を政策的に拡大しようとは思わない

し，日中共同声明のわく組を侵すつもりもない.ただ実務関係が「自然増」の形で分量が増えていく

ことは理解してほしい.いずれにせよ 何か重大なことをやるときは事前に中国政府に相談する.

(3 )朝鮮問題につき貴総理は昨日南北対話の促進のため国際かん境づくりに努力することは中国も賛成

であると述べられたが，この点両国の立場は共通である.次に貴総理は，韓国の民主化に言及され，

これが対話促進の最大の要件であるといわれたが 日本政府はそれぞれの国の進路はそれぞれの国が

自主的に決め第三国はこれをじゅん守するべきものと考えており，韓国政府はそれなりに民主化に向

けて努力していると考えている.また北朝鮮の南下は万々ないとの見解を示されたが， 日本もそれを

強く希望しており，今後とも貴国側から北朝鮮に対レ必要に応じ自制をかんしようしていだだければ

心強いと考える.

3.次いで華総理より次の通り述べた.

(1)日本が対越援助を一時停止したことを中国はしよう賛した.ヴイエトナムが他国を侵略している時

期にこれに援助を与えることはASEAN諸国のようにヴイエトナムにおびやかされている国々にと

っては不ゆかいなことと思う. もとより約束したことをいつ実施するかは日本自体の決めることであ

るが，日本はASEAN諸国と良好な関係にあることだからASEAN諸国の意見を求めて進められ

るのがよいと考える.

( 2)日台関係について貴総理が話してくれたことをうれしく思う.貴総理は日中共同声明のわく組を守

り， 日台関係は民間レベルの実務関係であり，ただ「自然増」は理解して欲しいといわれたが，それ

はもち論理解出来ることである.また貴総理は重大なことは事前に通報し相談するといわれたが，こ

れを聞いて大変うれしく思う.このような話が出来るのは中日両国関係が非常にうまくいっているこ
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とのあらわれと考える.

(3)朝鮮半島に関し，中国，日本，米国はお互いに朝鮮に影響力を及ぼし，対話の促進，自主的，平和

的統一実現のかん境を作りあげたいと思っている.北朝鮮が武力で南下することは絶対あり得ないと

信じている.なお，金日成は平和的統ーが実現したあかつきには非同盟，中立の朝鮮が成立すると述

べているが，これはアジアの平和に役立つことであり，そうなればソ連が手を出そうとしても難しく

なるだろう.

(了)

写手交済 (7日4時40分)

[2010-2的ー3]

総番号 (TA) R 098699 5 1 67 主管

79年 月06日21時40分中国発ア中

79年12月06日23時27分本省着

外務大臣殿 吉田大使

総理訪中(大平一トウ会談) (A) 

第2629号暗秘大至急

6日午前標記会談が行われたところ，冒頭表けいに引続き行われた会談の模様次の通り.

l.政府借かん

(1)まず大平総理より以下の如く発言された.

中国の現代化の努力に対しわが国もできる限り協力したいという立場より本件について検討してき

た.中国が西側諸国と広く交流することをかん迎する.わが国としては欧米との協調，アジア，就中

ASEAN諸国とのバランス，国ぜとして軍事協力は行わないとの方針で，先般コクボク副総理を通

じ要請のあった案件について検討してきた結果，病院を含む7つのプロジェクトに対し，わが国の財

政をも考慮して協力することとした. 6つのプロジェクトについては 1979年度分として 500億

円，金利3%. 10年すえ置き.その後20年償かん.調達方式は原則アンタイである.病院につい

ても日中友好の象徴として協力したい.具体的なことは今後日中実務者間で話合いたい. 6案件につ

いては中国側の見積りでは 15億ドルであるが，明年度以降の供与額はプロジェクトの進ちよく状況，

わか国の借かん全体ののぴ等をふまえ毎年度確定していきたい.詳細については本日午後華総理に正

式に申上げ同意を得たい.

(2 )上記に対しトウ副総理は以下の如く発言した.

日本政府が本件を検討する場合 各方面の考慮、を行うことは理解出来る.もち論われわれの希望を
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いえば，プロジェクトは多く，金額も多いにこしたことはない. しかしこれは第 1回目である.中国

の本件円借関係者は満足していないかも知れないが わが個人からみれば結構だと思う.われわれか

ら条件をつけるとすれば，これは第 1回のことであり，今後の問題はこれから考える.これをきっか

けとしたらよいということである.リ先念 コクボクはいろいろな意見をいうかも知れないが，なん

といって日本政府の考え方をそん重すべきと考える.

2. 中ソ会談

(大平総理より，従来の経緯と今後の展望を質したのに対し 「トウ」は以下の如く述べた. ) 

モスクワでの第 1ラウンドは終った.結果からみると双方が自分の立場を説明したにすぎない.

ソ連の要求は貿易，科技協力，丈化交流等の「小さな問題」の解決及び国家関係の原則といったちゅ

う象的な「文書Jに合意するといったことである. しかしこれでは実際的意味がない.中国側の具体的

考え方は中ソ聞の障害を取除くということである.中ソ国境に 100万の軍隊を集結させ中国にきょう

いを与えておいて，空きよな「文書」をつくっても意味がない.中国は国境のソ連軍をフルシチョフ時

代の規模まで減らし，またモンゴルのソ連軍の引きあげを主張した.インドシナ連邦という考え方や，

そこにソ連の軍事基地をつくることはアジア 太平洋地域へのきょういとなるものであり，それは取除

かなければならない旨主張した.

ソ連はもち論右に同意していないが，これらの解決がない限り，中ソ関係は改善しない.

自分が米国訪問した時米国は SALTIIの議会通過に一生懸命であったが その際自分は中国の立場

として(1)会談では反対しない. (2)合意することに反対しない. (3) しかし合意文書をつくるだ

けでは実際的解決にはならない，旨述べた.中ソ聞において空どう化した文書に調印しでもソ連，中国，

世界人民をあざむくものである.国境会談も全く進展がないが. 1 0年あまり続けてきた.

われわれは話合い自体には反対しないので現在の中ソ会談は今度は北京で話合うこととした.

4.台湾問題，中国情勢，ヴイエトナム問題については追電する.

(了)

写手交済 (6日23時40分)

総番号 (TA) R 098693 5 1 66 主管

79年 月06日21時55分中国発アジア局長

79年 12月06日23時09分本省着

外務大臣殿

総理訪中(大平一トウ会談)

第2630号極秘大至急

(限定配布)

吉田大使
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往電第2629号に関し

標記会談中，台湾に関する部分次のとおり.

1.大平総理より，若干デリケートな問題であるが，と前置きの上以下のように発言された.

国交正常化の際，当時進行している日台問実務関係の存続をわが方が希望し，中国側は右を理解する

という了解であった.中国側はわが国が日台関係を積極的に発展させていくことを認めず，またわが国

も意図的に発展させることはしないということであった. しかし世の中の進展に従い「自然増J(中国語・

自然的増加)というものがあり，人の往来，貿易も増大している.われわれは両国間において不信がな

いよう気をつけているが，この点を中国側において理解をしてもらいたい.

2. これに対し「トウ」は次のように述べた.

台湾についての政策は変更ない.われわれは台湾のそ回復帰を目標としているが，この目標達成のた

めには現実を十分考慮している.台湾のそ国復帰後も政治制度，生活様式等は変える必要なく，また諸

外国の台湾に対する投資もそのまま続けてよい.条件はただ lつであり，台湾は中国の一部であり， 1 

つの地方政府であるということである.日本が台湾と民間レベルでの実務関係をもつことは問題ない.

ただし日台関係は政府間の関係ではないということであり，この点だけはぜ、非注意して守ってほしい.

(このくだりはトウ小平はその後も 2，3度くり返し述べていた.) (いずれにせよ台湾との関係で重要な

問題があったらあらかじめわれわれに言ってもらいたい.)われわれの希望はむしろ日本人が多く台湾

と行き来し，そ国統ーのために協力していただきたいということである.この方面では日本にも米国に

もしていただけることがあると思う.

日本と台湾の関係のうち航空問題以外われわれはあまり意見を出していない.米国は台湾に武器を供

与しており，われわれは意見があるが日本にはそういうことはない.

3.大平総理より更に， 日台関係を政策的に意図的に拡大することは考えていない.ただ「自然増」があ

ることは理解いただきたい.日台関係はあくまでも民間ベースのものであり 政府ベースの関係は中華

人民共和国との聞に限るということは今後ともこれを守っていく旨述べられたところ， Iトウ」はうな

づきながら「結構である」旨述べた.

(なお会議後外交部アジア司テイ民日本課長は中国課長に対し「あれでよい.今後日台聞における民

間の自然増的なものには中国は異議をとなえないということだ」と述べていた.) 

(了)

写手交済 (6日23時20分)

総番号 (TA) R 098823 5 1 88 主管

79年 月07日03時 15分中国発ア中

79年 12月07日04時41分本省着

外務大臣殿 吉田大使
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総理訪中(大平総理 トウ小平会談) (A) 

第2637号極秘大至急

往電第 2636号に関し

中国情勢及びインドシナ問題に関する部分次のとおり.

1.中国情勢

(1)大平総理より，中国自身中国の将来のすがたをどう考えているか，近代化，民主化をどういうフ

レームワークで行おうとしているかについて質問されたのに対し. 1トゥ」は以下の如く述べた.

(イ) 14つの現代化」は最初，故毛主席，故シュウ総理が提しようしたものである. 目標は中国のま

ずしく立ちおくれている状態を変えることにある.つまり人民の生活を向上させること及び国際社

会でも中国にふさわしいこうけんを行いたいということである.立ちおくれているとパカにされ

る.現にソ連は中国を見くだしている.

(ロ) 14つの現代化Jは中国式のそれである.今世き末になっても中国の個人所得はまだまだ非常に

低いものであろう. 1 000ドルに達するまでにはなみなみならぬ努力が必要で、ある.すべての家

ていで車を持つことを考えているのではない.ただし 14つの現代化」が達成されたあかつきに

は，第三世界のよりまずしい固に対しより多くの援助が可能となろう.

(ハ)中国が国際的に競争相手となるのではないかと心配する向きがある. しかし 14つの現代化」が

達成されでも，いわば「小こう状態」の現代化であるから心配はいらない.逆に現在のような状態

では外資導入，技術導入をしてもその償かん能力に問題が出てくる.また(中国がゆたかになり)

国内の市場が大きくなることによって現在輸出に向けざるを得ないものを国内向けとすることがで

きる.

(2 )以上に対し大平総理は，わが国の近代化は中国より早く，ある程度の成功をおさめたが，振り返っ

てみると試行さく誤のくり返しであり，都市政策，かん境保護政策等で後遺しようを残してしまっ

た.中国はかかる前車のテツをふまないよう 友人として希望しておきたい旨述べられた.

2. インドシナ問題

(1) 1トゥ」よりインドシナ問題について述べたいとして以下の発言があった.

(イ)中国はベトナム問題を中国の利益からではなく 世界の戦略的かく度から考えている.仮にベト

ナムが東南アジアを支配しでも中国へのきょういはそれほど大きくない.それに中国はまずしくと

も大きな国であり，自給自足が可能である.

(ロ)ベトナムがインドシナ連邦を実現するということはソ連がそこに軍事基地を設けることである.

たとえ南の方から中国が攻撃を受けても南の 3省で結構相手にすることができる.従ってベトナム

のソ連基地からのきょういは中国に対するものではない.日本はきょういを受ける方であろう.米

国もまたきょういを受けける方ではないであろうか.なぜならばソ連はアジア・太平洋とインド洋

で海，空軍の増強を計っており，その聞にマラッカ海きょうがあるからである.従ってソ連のかか

る戦略的な基地の建設を粉さいしない限りとんでもないことになる.この点については日本は意見
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を異にするかも知れないが，友人として日本政府に真けんに考えてもらいたいと申上げたい.

(ハ)カンボデイアについては最終的には政治的解決が必要となろう.ただしその時期は未だ到来して

いない.政治的解決の前提はヴイエトナムがカンボデイアから引きあげることである.カンボディ

アの問題はカンボディア人自身が決めればよく，ポルポトがだめならシハヌークであれ，だれであ

れカンボディア人が選べばよい.

(ニ)もちろん，この前提は現在は実現できないが，ベトナムの現在の困難(生活条件の悪さ，物不

足，低賃金，食りょう不足)が更に悪化すれば，政治的解決ができる可能性もあろう.

(ホ)中国は一度教訓を与えた.これを失敗とみる向もあるが，これによってベトナム軍が60万から

100万に増強されたのはわれわれの成功であった.それだけベトナムの負担が増大したからであ

る.ベトナムはソ連からの l日200万ドルの輸けつにたよっている.モンデイール米副大統領に

よれば今年のソ連の対越援助は7億 5000万ドルにのぼる由であるが，日用品等は少ない.よっ

て，カンボジア，ラオスへの侵略はベトナムにとって大きなに物となる.かかるに物はベトナムが

ソ連にせ負わせておけばよい.かれらがかかえきれなくなった時が，政治的解決の時かもしれな

し¥

(へ)現在ベトナムはかん期攻勢をかけているが，民主カンボジア勢力が消めつすることはないと思

う.民主カンボジアがその 20%の力を保持できればよい. (ここで中国の抗日戦争の時の軍の縮

少の経験につき言及)

(ト)現在西欧に民主カンボジアの承認をとりけす動きがあるが，中国は賛成できない.

(チ)以上がインドシナに対する中国の考え方であるが もちろん日本の具体的政策は日本の決める問

題である.

(2 )上記に対し大平総理は，わが国としては従来より，あらゆる国際紛争は話し合いで解決すべきであ

ると考えていること，対越援助は約束をしてあるので行うが，時期については検討していること，こ

の点については中国は意見があろうが，日本政府の立場として聞いてもらいたい旨述べられた.

(了)

写手交済 (7日4時59分)

【2010-269 -41 

大平総理の中国訪問

(意義と評価)

昭54.12.10

中国課

大平総理大臣は，大来外務大臣他と共に 12月5日から 9日まで中国を公式訪問し，華国鋒総理と 2回，

部小平副総理と 1回会談した(この他大来一谷牧会談，大来 黄華会談が開かれた)ところ，今般の太平

訪中の意義と成果につき次のとおりとりまとめた(日程，一行リスト末尾別添). 
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I 全般

1. 全般的な意義と成果

(1) 隣国であり大国である中国との良好にして安定した関係を維持し発展させることはわが国外交の大

きな柱の一つであるが， 日中の最高首脳が対話の機会をできるだけ多く持つことはこのために極めて

望ましく必要なことである.今般の大平訪中は，来年5月に予定されている華国鋒総理の来日をパッ

ケージとして行われ，かくして日中の最高首脳の相互訪問と直接の対話が実現した.大平訪中の第一

の意義はここにある.

(2) 会談において日中両国の首脳は 日中共同声明 日中平和友好条約の原則と精神に基づいて日中間

の平和友好関係を進めていく旨確認したが，日中両国が自国の独自の対外政策において日中関係，中

日関係を位置づけそれを相互に理解したことにより， 日中関係を国際社会の中に位置づけて考えると

いう認識が双方に極めて高まり，一時期のように日中がそれぞれのエゴイズムから二国聞の関係のみ

を追求するといった趣きは退潮した.即ち日中関係は今や大人の関係=安定的協力の時代に入ったと

言うことができるであろう.

(3) 両国首脳はアジアを中心とする国際情勢に関し隔意のない意見交換を行った.中国側は，国際情勢

一般，インドシナ，朝鮮，中ソ，欧州、1.中東等に関し従来よく知られた立場をくり返し，特に注目さ

れたところはなかったが，中国は総論においては現代を「激動の時代」ととらえつつも，各論におい

ては西側諸国との協力関係を強調し，平和な国際環境を必要としている(全人代における華国鋒報告)

ことを如実に示していたことは印象的であった.また一時期のように口を極めてソ連を非難する態度

はみられず，全般に大固としての衿持を保ちつつ国益に沿って冷静に対処するとの態度が見られたこ

とも印象深かった.こうしたいわば共通の見方の出来る範囲がますます広まった反面，他方，インド

シナ問題，朝鮮問題，対ソ態度等において両国の立場の相違は相当明らかになったが，わが国と Lて

は，日中平和友好条約交渉以来くり返し中国側に述べてきたわが国の外交方針を更に高いレベルで確

認することによりこれを中国側に認識させることに相当程度成功したものと考えられる.中国側は特

にインドシナ問題等において自国の立場を明確にしつつもこれを押しつける態度はとらず友好第ーと

の姿勢がうかがわれた.

(4) 会談を通じて二国聞の諸問題の進展が図られたことも今回の総理訪中の大きな成果であった. 日中

間のハイレベルの接触は特に昨年の条約署名以前は政治問題が中心であり，話が実務的な関係の進展

になかなか結びつかなかったが，その後中国が対外的に聞かれた政策をとるに従い，経済・文化面で

の交流，接触が深まり，今回の訪中においては これらの面で成果をあげうる条件が整っていたとい

うことができる.会談においては，わが方より，中国の近代化の努力に対しわが国としては出来る限

りの協力を行っていく考えであること，但しその際，西側諸国と協調し，他のアジア諸国なかんずく

ASEAN諸国とのバランスを考慮し，また軍事面における協力は行わない方針である旨明確にした.

中国側はこれに対し「日本側が対中協力を検討する場合 各方面の考慮を行うことは理解できる」と

の態度(郡小平)であった.中国の近代化に対するわが国の協力としては，経済面においては，政府
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借款の供与(意図表明)，特恵の供与(意図表明)，資源開発に関する意見交換(特に渦海の石油開発

に関しては 6日基本合意書に署名をみた)，技術協力(政府ベース，民間ベースとも拡大)，などがあり，

文化面においては，文化交流協定の署名 (6日)，日本語普及特別計画に対する協力などの具体的な

成果がもたらされた.政治面では，華国鋒総理の訪日の日程(明年5月27日から 31日まで)が決

まったこと，慰霊訪中団の訪中について原則的に合意を見たこと，阿波丸の遺骨・遺品等の引き渡し

継続について確認されたこと，日台関係を民間ベースの実務関係として継続していくことにつき確認

したこと，外交事務当局定期協議の開催について合意をみたこと 青年交流に関し先方より積極的発

言があったこと等をあげることができる.

2. 主要行事

(1) 首脳会談は，第 l回 (5日16時55分から 18時50分まで 1時間 55分)，第2回 (6日15 

時30分から 17時55分まで2時間 25分)とも華国鋒総理がこれにあたり，第2回会談の冒頭に

は小人数によるテタテート(約30分間)も行われた.

(2) 総理と部小平副総理との会談は， 6日10時30分から 12時25分まで 1時間 55分に亘って行

われた.

(3) 大来外務大臣は， 6日20時 15分から 22時 15分まで2時間黄華外交部長と会談した.同外務

大臣はまた， 7日14時30分から 15時40分まで 1時間 10分の間谷牧副総理と会談した.

(4) 宴会としては， 5日華国鋒総理主催の歓迎宴会， 6日郡小平副総理主催の昼食会， 7日李先念，谷

牧副総理主催の昼食会， 7日大平総理主催の答礼宴(華総理出席)， 8日子明濡陳西省革命委員会主

任主催の歓迎宴等が行われた.

(5) 大平総理は 7日午前9時30分から 10時30分まで政協札堂において「新世紀をめざす日中関

係ー深さと拡がりを求めて」と題する講演を行った.

(6) その他の主要行事としては，文化協定の署名 (6日午後第2回会談の直後)，共同新開発表の発表

(7日15時)，内外記者会見 (7日16時から 17時 10分まで)などがあった.総理一行は8日正

午北京を発って西安に向かい9日14時西安発，上海経由にて同日夜20時30分帰国した.

3. 中国側の歓迎ぶり

(1) 今回の大平総理訪中にあたり，中国側は華国鋒総理が徹頭徹尾ホスト役を果たした.同総理はまず

一行の到着にあたって北京首都空港に自ら出迎え 迎賓館までの行程を総理の車に同乗した他， 2回

の宴会にそれぞれホスト・ゲストとして出席，同様2回の会談においても中国側を代表して出席した.

文化交流協定の署名は両総理の出席を得て行われた.華総理は大平総理の北京出発に際し空港で見送

った.

(2) 中国側要人としては，まず郡小平副総理が会談と昼食会を行った他太平総理の北京出発に際しては

迎賓館で見送った.李先念，谷牧両副総理は7日昼食会を開いて大平総理をもてなした他，谷牧副総

理は2回にわたる首脳会談に同席，また大来外務大臣と別個に会談するなど実質面で活躍した.
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以上に加え，方毅，姫鵬飛両副総理が歓迎宴の場等に姿を見せた.部穎超全人代副委員長は一行に

同行した二階堂顧問 (7日)及び国会議員 (6日)とそれぞれ会談した.このような要人の出席ぶり
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は外国要人の訪中に対する中国側の歓迎ぶりと比べ異例のことである.

(3) 大平総理の訪中において人民日報は連日大きな紙面を割いてこれを報道し，ラジオ，テレビも日本

の紹介番組を事前に盛んに流すなど極めて大々的にこれを扱った.また 12月3日より 2週間労働人

民文化宮において日本紹介展が行われ(展示物はおおむね日本側より提供)一般民衆の関心を集めた

ことも総理訪中の雰囲気をもり上げるのに一役買ったものと考えられる.中国側より新聞代表団.T

V取材チームを招へいしたことも積極的に評価されてよいと思われる.

4. 中国側の態度

(1) 中国側の態度として上から下まで一貫して見られたことは，長期的な展望に立ち日中関係を重視す

るとの方針を明確に打ち出した点である.中国側としては，近代化推進にあたり対日期待は極めて大

きくこの期待の大きさに比べれば日本側の反応はもの足りないといった内心の不満は相当あったもの

と見られる(この不満が将来浮kしてくる可能性については常に注意を要する)が，中国側としては

この際大局的な見地に立ち日中関係を確固たるものにしておきたいと考えたのではないだろうか.そ

れがあらぬか. (2行不開示〉日本側が困るような問題は出さず(覇権についてはソ連とヴイエトナ

ムを一般的な形で非難したのみ).また国際情勢に関しでも，韓国からの外国軍隊の撤兵，対越第二

次制裁の可能性等に言及するところがなかったのは注目された.これらの諸点について統一的に説明

するのは容易ではないが とにかく日本側と論争するのではなく建設的な話し合いをしたいとの中国

側の基本的方針があったととってよいのではなかろうか.

(2) もう一つの要因は，中国側の大平総理個人に対する信頼及び期待感が大きかったことである.同総

理が日中正常化当時の外務大臣であったことは 人事移動の殆んどない中国の当局者たちは皆知って

おり，親中派としての大平総理に対する親近感は，中国人独自の，また伝統的でもある人と人とのつ

ながりを重んじるやり方もこれありいやが上にも昂まっていたものと見られ，これに対し日本側が積

極的姿勢で臨んだことが今次訪中の成果を大きなものとした要因の一つであったと考えられる.

5. 政協札堂における総理スピーチ

総理は 6日午前9時30分から約 1時間政治協商会議の講堂において「新世紀をめざす日中関係 深

さと拡がりを求めて」と題する講演を行った(スピーチ自体は通訳を入れて 50分).講演会にはウラ

ンフ政協副主席等要人多数，各団体代表 在留邦人等約1.000人が出席した.中国を訪問する外国

要人がスピーチを行ったのは，先のモンデール米副大統領の北京大学における講演(本年8月)がある

のみであったが，今回の総理の講演は 場所も政協札堂と格式が高く 内容的にも日中関係の将来の展

望を格調高く唱い上げた極めて意義深いものであった.同スピーチの要点は. (イ)日中平和友好関係へ

の新たな誓いを述べ. (ロ)中国の近代化に対しわが国としては三原則に立ちつつ積極的に協力する旨明

らかにし，次いで. (ハ)日中関係を世界の国際関係の中でとらえ，これを排他的なものとする考えはな

いこと.(ニ)両国間のより活発な交流を通じて友好・協力・相互理解を促進すべき旨を述べたものである.

わが国の総理が中国の聴衆に対し直接呼びかけたのは，長い日中関係の歴史においても最初の出来ごと

と思われ， 日中関係をより密接な確固たるものとしていく上において同総理のスピーチは歴史的な役割

を果たしたものと評価される.
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E 先方発言中注目される点

主要会談における話題及び意見交換において注目された点 気付きの点等とりまとめ次のとおり.

1. 全般

(1) 華総理は，万般の問題についてよく informされており，ムラなく危げなしに話していた.どんな

問題についてもメモを見ず自ら発言し 自信のあるところを見せており 欧州訪問後国際問題にも強

くなったところを見せていた.個人的色彩は相変らず余り出さないが，終始ニコニコしてゆっくり話

し(大来大臣) トップリーダーとして大きく成長しつつあるとの印象を受けた.同人はまた日中関係

については冒頭の車中会談から経済，特に資源問題にしばしば言及し， 日中両経済の補完的関係を強

調していた.また日中は r80年代といわず，未来永劫に仲良く jと述べ，長期的展望に立った日中

友好関係をしきりに強調していた.今般の訪中を通じて大平総理と華国鋒総理の聞には「個人的に話

せる関係」が作られたと考えてよく わが国外交のアセットが又一つ加わったと評価してよいと思わ

れる.

(2) 部副総理は今回は余り前列に出てこなかった(会談 宴会等に同席せずにこれは郵が華と同席す

ることを肯じないというよりは，華に対する配慮であったろうと思われる.片や華国鋒は例えば会談

において盛んに郵の日本立ち寄り(本年2月)の際の発言ぶりや，大平一部小平会談における部の発

言ぶりに言及し，郵と自分の考え方の類似性を強調する言葉づかいであったが，右は，実力者部に対

する配慮の表われと見られ，華・郵聞の相互依存関係は定着しつつあるやに見うけられた. (話し合

いの機会を通じて華・部聞の何らかの差異を感ずることはなかった.) 

2. 国際情勢

国際情勢に関する話し合いは従来になく率直かつ友好的な雰囲気の下に行われたが，先方の考え方，

立場は特に新味なく，むしろその表現が一昔前の絶叫調ないし言いっぱなし風から，冷静な説得調と言

いうるまでに変わってきた点(例えば日本側の主張に対しすぐ反論したり決めつけたりしない，ソ連等

第三国に対する非難も口を極めて悪口を言うのではなく 平和と安定を乱す要因として批判するという

口調であった)が注目された.具体的問題について従来と変わった点を強いて上げるならば，華国鋒が

朝鮮問題に関し「南北両朝鮮の対話や平和統ーのために好ましい国際環境を作るとの大平総理の考え方

に賛成である」と述べた点であり，中国の朝鮮問題に対する考え方(まだまだ韓国の実状にうといもの

と思われる)が徐々に変化しつつある兆しとして注目された.

(1) インドシナ問題
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先方の発言ぶりは一口で言えば従来と変化はなかった.先方は，ヴイエトナムの動きの背後にソ連

の世界戦略があるので中国も戦略的に対処していること，中越紛争は自衛反撃であったこと，カンボ

ディア人民の抵抗は小規模でも長く続くこと.rカ」問題の政治解決の時期は未だ到来していないこ

と，ヴイエトナムがタイを侵略すれば中国はタイの側にたつこと，等の諸点を述べた.大平総理より，

あらゆる国際紛争は平和的手段により解決さるべきこと(即ち中越双方に自制を求める趣旨).また

対越援助については約束は守らなければならないが，時期については情勢を見つつ自主的に判断す
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る旨述べられたのに対し 中国側は I(ヴイエトナムの経済困難を指摘しつつ)荷物はソ連に背負わ

せておけばよいJ(郡小平)とか「対越援助は ASEAN諸国にとって不愉快なことと思うので日本は

ASEAN緒国の意見を求められるのがよいJ(華国鋒)と述べ，正面から反論するところはなかった.

(2) 朝鮮問題

大平総理より，朝鮮問題に関し南北対話のために良い環境を作りあげてやる必要があると述べたの

に対し華総理は，まず朴大統領暗殺事件に触れ，これは南の社会的，政治的危機の激化の表われである，

朝鮮半島の危機は北の南下によるものではないと述べた後，中国側としては，中固と日本で南の民主

化を促してはどうかと考える，この点については米国の友人とも相談したい，大平総理の言われるよ

うに彼等によい環境を造りたく また南北対話を促進し 南北の統ーを促進したいと考えると述べた

(以上第 1回首脳会談).これを受けて第2回会談の冒頭大平総理より，各国の進路は各国が自主的に

決め，第三国はこれを遵守すべきものである，韓国政府はそれなりに民主化に努力していると述べた

ところ，華総理は，金日成は，平和的統ーが実現した暁には，非同盟，中立の朝鮮が成立すると述べ

ているが，これはアジアの平和に役立つことであり，そうなればソ連が手を出そうとしても難しくな

るだろう)と述べた.従来の中国の発言ぶりは北鮮全面支持の一語につきていたが，今回の会談にお

いて，中国側が(国際的な)環境作り 南の民主化 これに関する米国との話し合いの可能性等に言

及したのは中国が朝鮮半島における緊張も望んで、おらず，将来の姿としてソ連の影響を排除した形で

の非同盟，中立の統一朝鮮の実現を考えていることを示唆する発言として注目された.いずれにせよ

中国がわが国や米国とも話し合いつつ朝鮮の問題を考えていきたいとの趣旨を述べたことは，この地

域の平和を維持する上で積極的に評価されてよいと思われる.

(3) 中ソ関係

中国側は，インドシナ，中東及びアフリカにおけるソ連の進出に警戒を高めるべき旨を説き，特に

中東については，欧州の「弱い腹部Jを狙うものと描写していたが，対ソ非難としては特に目新しい

点はなかった.

なお大平総理より中ソ会談についてたずねたのに対し，部小平は，ソ連は，貿易等小さな問題の解

決及び国家関係の改善といった，抽象的な文書に合意するといったことを要求しているが，中国側は，

中ソ間の障害をとり除くことが大切であると主張している旨紹介していた(この説明ぶりも特に目新

しいものではない). 

(4) 中東・イラン情勢

イラン情勢について華国鋒総理は，西欧を訪問し 現在中東が世界の「熱い地点」のうちで最も熱

の高い地域であることが判った，その推移に注意しなければならないとして高い関心を示し，外相会

談において黄華外交部長は， Iイランの動揺により利益を受けているのはソ連であり，損害を受けて

いるのは米国である.中国は，米・イラン聞の問題を公正に解決するため努力したい.J旨述べて，

中国が米国よりの立場をとっていることを明らかにした.右は三三の中国の公式報道からも推測さ

れたところであるが，中国としてはイランに対するソ連の進出をチェックするとの方針で動いている

ことが明確になった.
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(5) 華国鋒の西欧4カ国訪問に関し，華自身が，歓迎宴や第2回会談において，西欧諸国は強大な中国

を望んでおり，中国も西欧が連合して強大になることを望んで、いるので中国と西欧諸国との聞に利害

の衝突はない.あらゆるレベルと分野で協力を進めていきたい.今回の訪欧の成果に満足していると

の基本的な評価を示した. しかし欧州、|との経済・経済協力については 進んでいる固とそうでない国

があると率直に認め，これらの国の対中借款オファーについては支払能力の問題があるので，ほとん

ど使っていないと述べていたことが注目された.

(6) わが国の外交政策等

わが方よりわが国と米国， ASEAN，オセアニア，ソ連との関係に関し説明したところ，先方は特

にコメントすることなく聞いていた.華国鋒の ASEAN，米国訪問の計画について先方はアイデイア

はあるが，関係諸国と具体的に相談していないと述べていた.

3. 二国間問題

日中二国間問題は，第2回首脳会談及び外相会談において広範にとり上げられ，ほとんどの問題につ

いて前向きの結論ないし感触が得られた. (華や部は事前に極めて詳細なブリーフを受けていたものと

見られる).今次総理訪中の成呆として高く評価されてよいと思われる.

<首脳会談でとり上げられたもの>

(1 ) 華総理の訪日

明年5月27日から末日までということで原則的に合意をみた.

(2) 慰霊訪中団

大平総理より，戦没者の遺族が，中国特に東北を訪問したいと要望しているので中国側関係者の納

得していただけるような方法で実現方お願いする旨述べたのに対し，先方は，原則的に同意する旨答

え，長年の懸案であった本件問題に一応の結論が出た.

(3) 阿波丸

当方より遺骨・遺品の引掲げに関し謝意を表明したところ，先方は引続き協力する旨約した.

(4) 円借款
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わが方より次のとおり述べた. (いわゆる三原則を述べた後)中国側のいう 6プロジェクト(鉄道 3，

港湾 2，水力発電 1)にできる限り協力する考えである. 1 979年度分として 500億円 (3%， 

30 (10)年)の意図を表明する.上記6プロジェクトの外貨所要額は現状ではおよそ 15億ドル

と推定される.調達方法は原則としてアンタイ(欧米企業からの調達に道を開く). 

なお，北京市近代病院建設に対しでも協力する用意がある.

これに対し華総理は， 日本政府の意見を尊重する. 日本政府の決定を評価する旨また病院の建設に

ついては友好のシンボルとして賛成である旨述べた.これより少し前部小平副総理は，大平総理に対

し. 日本政府が本件を検討する場合各方面の考慮を行うことは理解できる，勿論我々の希望を言えば

プロジェクトは多く金額も多いに越したことはない. しかし，これは第 l回目であると述べ，特に第

1回目であることを強調していたが，中国側の真意はとにかく今般の日本側のオファーを受け，次年

度以降はその時々交渉していくこととしたいというものであろうと思われる(谷牧副総理は大来大臣
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との会談において 15億ドルという数字は中国側が出したものではないと述べつつ， しかし，総額に

ついては. 6つのプロジェクトの完成までの協力についての約束があるから，今日は問題提起しない

と述べている).中国側はまた本件500億円について明年 1月上旬にも交換公文を結びたい旨，借

款の手続きを簡素化してほしい旨述べていたが，わが方のペースと少なからず異なることを考えてい

るフシもあり，今後のフォロー・アップについては慎重に対処する必要があろう.

(5) 資源開発

資源問題においてはまず早くも到着直後の車中において華国鋒総理の方から口火を切り.r中国は，
科学技術の非常に遅れた国であるのに反し日本は非常に発展した国だ. しかし中国は資源があり日本

は資源がない.お互いに仲良くすれば双方の足りない部分を補い合える」旨述べ先方の関心の高さを

示した.首脳会談においても石油(融海開発の合意書署名に言及).石炭について話し合われ，先方

は石炭の補償貿易方式による開発を示唆した.また谷牧副総理は日本側に対し内蒙古ジ、ユンガル地区

の開発計画があることを提示した.

(6) 特恵

わが方より明年4月より中国にも特恵を供与するべく国内手続きを進めている旨述べたのに対し先

方は感謝の意を表した.

(なおわが国特恵制度の説明のため事務レベル・ミッションが近く訪中する.) 

(7) 技術協力

わが方より両国間の技術協力の進展につき発言したところ，先方は，政府ベースでも民間ベースで

も積極的に進めたいと述べた

(8) 科学技術協力協定

本件協定交渉を早期に開始すること，この旨を共同新開発表に明記することに合意した.

(9) 文化交流

今般の文化交流協定の署名を評価すること今後とも文化交流の拡充・強化をはかることで意見の一

致を見た.

(10) 日本語教育特別計画

わが方オファーに対し，先方は，計画の提案に賛成し感謝する.中国と日本は文字が一緒なので両

国にできることは沢山あると述べた.この後半部分の発言は華の認識を示すものであり問題なしとし

ないが，とにかく本件計画を中国側が抵抗なく受け入れることとなったことは，長期的な日中相互理

解の促進の観点から極めて意義あることと思われる.

(lU 日台関係

総理より部副総理に対し， 日台関係については国交正常化の際の了解に沿って実務関係を進めてい

るが.r世の中の進展に従い『自然増』というものがあるのでこの点を理解してもらいたい」と述べ

たのに対し，部副総理は.r台湾は中国の一部であり日台関係は政府間の関係ではない」旨繰り返し

述べつつも，総理が「自然増」について念を押したのに対してうなづきながら結構で、あると述べた.

第2回首脳会談のテタテートにおいて総理より同様の発言を行ったところ華総理は.rr自然増』は理
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解してほしいといわれたがそれは勿論理解できることである，このような話ができるのは中日関係が

うまく行っていることの表われと考える」と述べた.

<外相会談でとり上げられたもの>

(1) 外交当局定期協議

本件に関しては(日本側よりの提案に答えるという形で)黄華部長より大来大臣に対し車中で話し

があり. 6日の外相会談で確認された.なお本件協議は共同新開発表にも明らかなとおり，外相聞の

随時の協議に加えて毎年 1回行われることとなっている.

(2) 在留邦人問題

わが方より邦人帰国問題に関し引き続き協力方要請したのに対し，先方は，今までの担当部門はそ

の任務を終了したので現在新たな担当部門につき協議中である旨述べ，少なくとも従来とは異なった

やり方を考えている旨を示唆した.

(3) 北京大使館土地問題

先方より現在場所を選択中である旨述べた.

(4) 環太平洋構想

当方より説明したのに対し先方は関心を示し東京にて資料を在京大使館に提供することとなった.

(5) 日米欧委員会

当方より日米欧委員会について説明し 同委員会と中国との接触を示唆したところ先方は関心を示

した.

(6) 査証発給問題

先方より，日本側の査証発給は複雑で時間がかかる 何とか簡素化してもらいたい旨述べ，双方で

検討することとなった.この点については簡素化の可能性につき各省も含め検討を進めることとした

し¥

(7) 大使館の定員問題

先方より現行定員枠80名を例えば 11 0名にまで増枠したい旨提案越し，双方で検討することと

なった.この点についても前向きに検討せざるを得ないと思われる.

(8) 在日華僑の取扱い

先方より在日華僑はいろいろな制限を受けているが これが改善方要請する旨発言があり，わが方

より適宜説明したが，今後とも東京において意見交換を続けることとなった.先方の意味するところ

は明確で、はないが，横浜華僑訴訟事件等を指しているのであれば中国側の意向に沿うことは困難であ

ると思われる.

(9) 留学生問題

先方より中国人留学生訪日に関する手続きの簡素化方要請があった.先方要請のポイントは必ずし

も明らかでないが，東京において協議を進めることとしたい.

(1同青年交流

先方より各種青年交流をさかんにしたい旨発言がありわが方も賛成した.日中間の政府ベースの青
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年交流としては総理府が本年度招へい及び派遣を各 l回行った実績があり，本省も中国の青年招へい

計画を予算要求している.

(ll) その他

以上の他日中航空路短縮問題，ココム規制緩和問題につき話し合われた.

E 今後の取り進め方

1. 今後の日中関係の取り進め方としては，今般の総理訪中を機として日中関係が，ますます安定した協

力的関係へ定着しつつあることを評価し これを維持する方向で努力して行くことが肝要である.言い

換えれば，日中関係のこの安定をわが外交のアセットとして維持すべく努力すべきものと考えられる.

2. 他方今回の訪中を通じて日中双方とも国際的な責任をもってやっていくとの雰囲気が出てきたことは

注目に価する.今後とも「世界の中の日中関係」を意識して行くこと， 日中関係は排他的なものでない

ことを示して行くことが必要でありまた可能であると思われる.

3. 日中関係の安定的拡大がわが国外交の基礎と帽を著しく強化したことを評価しつつ，わが外交の均衡

拡大を引き続き行っていく，即ち日中関係の拡大に伴い他の国・地域との関係も拡大していく方針をと

ることが，わが国国益に沿うところと考えられる.

付記 本稿は. 2009年度の財団法人福武学術文化振興財団による研究助成を受けた成果の一部である.

(総合政策学部教授・外交史)
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