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はじめに 本調査の目的と方法 

 

本調査は、国際交流基金の委託を受け、日中交流を担う諸機関・団体を対象に、その活

動内容に関わる情報を事業・プログラムベースで集め、その概観・特徴を把捉するととも

に、今後の日中交流への支援のあり方を提案することを目的としている。 

日中国交回復から 30 年以上の月日がたち、交流の担い手が多様化している。また、そ

の具体的な活動内容にも変化が見られるが、その特徴がどこにあり、今後これにどのよう

に対応すべきか。いくつかの団体が、それぞれの理念・考え方に基づいて事業を進めてい

る中で、重複・欠落しているプログラムがあるかもしれないが、それは何か。 

独立行政法人となった国際交流基金が、今後の対中国事業を再構築するにあたって、以

上のような問いは避けて通れないが、その際に参考となる基礎資料が欲しい。こうした動

機から、本調査は着手・実行されることになった。 

本調査が企画されたのが、2003 年 10 月。主査には、笹川平和財団で日中交流実態調査

を実施した経験をもち、その成果を『日中交流団体名鑑』（1996 年）、『日中交流の四半世

紀』（1998 年）として取りまとめた経験をもつ園田が就任。国際交流基金との調整やＨＰ

での基礎情報の獲得、不足したデータのフォローアップなど、報告書の骨格となるデータ

収集作業は、（財）国際文化交流推進協会が担当した。 

本調査を実施するにあたり、もっとも苦労したのが調査対象の絞り込みであった。交流

団体を網羅するには時間的・金銭的余裕はないものの、断片的な調査を行うことで結果に

バイアスをかけてはならない。単なる交流実態の把握だけではなく、今後の指針策定に資

するデータを収集したいが、これをどの範囲で実施すべきか判断する材料がない。「文化交

流」といっても、「文化」の定義によって団体は増えもするし、減りもする。データを集め

ながら、その範囲を徐々に確定していったというのが現実だが、その成果は、第１章での

概観の説明と、巻末の資料での個別プログラムの紹介という、「二段構え」によって表現さ

れている。 

また、収集したデータの分類にも、多くのエネルギーを傾けた。一つの団体でも複数の

活動を行っていることが多々ある。また団体は存在しているが、実質的な活動をしていな

い場合もある。本報告書では、事業ベースでデータを収集したので、同じ団体が複数の交

流活動で取り上げられるケース、逆に事業が紹介されていない団体も尐なくない。 

資料提供などで、多くの方々にご協力いただいた。また、国際文化交流推進協会のスタ

ッフには、細かなデータの収集・整理でご尽力いただいた。深甚なる謝意を表したい。 

 

2004 年 3 月 31 日 

園田 茂人 

  



 

第１章 日中交流事業の概況 

 

１．はじめに 

 

日中国交回復から 30 年以上の月日がたった。日本の大学では、当時からは考えられな

いほどの中国からの留学生が学び、彼ら・彼女らと学び舎を共にする日本人学生も、改革・

開放以後の世代。多くの学生にとって、中国との付き合い・交流は、実に身近なものとな

っている。 

たとえば 2003 年の 12 月、主査は本務校の中央大学の学生を引率して上海大学を訪問、

両校で行われた質問票調査のデータをもとに、日中の学生がもつ意識・行動の違いを発表・

討論する機会があった。調査結果も興味深かったが、それ以上に感慨深かったのは、こう

した試みが何の障害もなく行われたこと、それどころか、討論会終了後、どちらからとも

なく「一緒に飲みにいこうじゃないか」ということになり、双方が虚心坦懐に自分たちの

意見を述べ合う機会をもったことだ。中国における市民社会（civil society）台頭の萌芽を

実感した瞬間である。 

もっとも変化は、肯定的なところばかりに現れない。上述の大学生交流についても、昨

年（2003 年）の 10 月末に、西安の西北大学で生じた反日暴動のきっかけとなったのが、

日本人学生による大学祭での「裸踊り」であることは記憶に新しい。これが中国人学生の

ナショナリズムを一気に高揚させる原因となったのだが、言論の「自由化」と経済の「発

展」が、中国の若者の対日イメージを悪化させる原因になっているとする指摘もあり、今

後の日中交流の進展を悲観する者も尐なくない。 

中国における改革・開放の進展と大きな社会変動の発生、グローバル化の進展に伴う経

済交流の活発化と、依然として存在し続けている「歴史認識問題」という日中間の政治的

なトゲ。日中交流を取り囲む、さまざまな変化・環境は、当然のことながら、交流事業の

内容や様式・方法にも大きな影響を及ぼす。 

本章では、現時点における日中交流事業を、従来、国際交流基金が中心的な業務として

きた６つの領域（日本語教育、日本研究、知的交流、芸術交流、市民・青尐年交流、その

他）に分類した上で、そこで行われている事業やプログラムの概要・特徴を紹介する。事

業やプログラムは、ホームページや各種報告書をもとに収集され、必要な場合には交流団

体に直接質問するなど、フォローアップを行った結果得られたものである。 

 

２．日本語教育 

 

 日中間でのコミュニケーションを成立させるには、①中国側の日本語理解、②日本側の

中国語理解、③日中双方の第三言語（多くの場合は英語）理解、のいずれかが必要とされ

るが、ここでは①について見てゆく（②については本章の４を参照）。 

 日本語教育のパイオニアは、東亜同文会の精神を継承する霞山会である。中国日本語教

師訪日団の短期招請プログラムは 1982 年に開始され、すでに 22 年の実績をもつ。1999

年からは隔年実施となったものの、現在に至るまでプログラムを継続している。 

 もっとも、このプログラムは 10 日と短い。比較的長い研修プログラムとして、国際交

流基金によるプログラムがあるが、これは１ヶ月ないし２ヶ月の間、日本語国際センター



で日本語、日本語教授法、日本事情の研修を行うもので、前者は北京日本学研究センター

による研修プログラム、後者は大学・中等学校のコースからなるプログラムである。特に

後者は、1999 年ベースで年 60 名と招聘人数も多い。また、自治体交流化協会が主管し、

1986 年にスタートさせている JET プログラム（The Japan Exchange and Teaching 

Programme）の場合、2002 年ベースで中国からの派遣者は 83 名。希望者に日本語講座を

受講させるなどのプログラムを用意し、日本での活動そのものが語学研修としての機能を

もっている。 

 ところが、規模・プログラム数で言えば、日本から日本語教師を派遣し、現地で日本語

教育に当たってもらうタイプの方が多い。自治体国際化協会がモデル事業として支援した

富山県の「シニア日本語教師派遣事業」、国際交流基金の「日本語教育専門家派遣・海外日

本語教育機関援助」、公立の中学・高校で国語を教える若手教員を海外に派遣する「外国教

育施設日本語指導教員派遣事業（REX プログラム）」などが、その具体的な例である。 

国際文化フォーラムによる「中国中高校日本語教師研修会」のように、中国内で短期の

日本語教師研修を実施する際に、日本人専門家を派遣するタイプもある。この団体の場合、

中国の中高校で勤務する日本語教師向けの情報誌『ひだまり』を発行したり、中国の中等

教育用日本語教科書への編集協力を行ったりと、人的交流以外の部分でも積極的な活動を

している。インタビューで判明したことだが、一方的に中国側が日本語を習得するという

のではなく、中国側が日本語を習得し、日本側が中国語を習得するという、より互恵的色

彩の強いプログラムも開発されつつある。 

 また必ずしも、日本語教育を専門としてこない機関・団体がこの種のプログラムを実施・

運営するケースもある。中国で学ぶ大学生・大学院生を対象にした日本語コンクールの実

施（国際交流研究所）や、日中友好環境保護センター職員向けの日本語教室（北京環境ボ

ランティアネットワーク）などが、その具体的なケース。時間の関係で細かくフォローす

ることはできなかったが、こうした別目的のための日本語教育プログラムは、ずいぶん多

いものと予想される。 

 もっとも、中国人が日本語を学習するケースは、中国や日本の大学・専門学校でであろ

う。これらの諸機関が、日本語教育を担う比率には大きいものの、今回の調査では、この

点については詳細を追いかけていない。新聞報道では、早稲田大学が中国の重点中学であ

る蘇州中学と提携を結び、優秀な学生を推薦入学させるシステムを構築中だというが（『朝

日新聞』2004 年 3 月 19 日付）、こうした提携関係の拡大が、今後の日本語教育ニーズを

変化させてゆくことになるかもしれない。 

 

３．日本研究 

 

 日中間の安定を達成するためには、中国における親日派・知日派を増やすことが必要と

なるが、中国で親日派・知日派を作るには、まず日本を理解し、研究してもらう必要があ

る。 

短期間のシンポジウム・セミナーにとどまらない日中間の共同研究、中国の日本研究支

援プログラムには、いくつかのタイプがある。 

 第一に、必ずしも中国に特化したわけではない研究助成プログラムの中に、中国人研究

者がたまたま応募するタイプ。トヨタ財団の研究助成プログラムや、日本学術振興会によ

る外国人特別研究員や外国人研究者招聘事業、論文博士取得希望者支援プログラムなどが、



その具体的なケースである。これらの場合、申請されたテーマなどが選考の対象となるも

のの、研究内容は基本的に研究者の選択にゆだねられることになる。また、研究助成プロ

グラムを運営する団体そのものは研究活動に従事しておらず、研究助成という実績だけが

残ることになる。 

 第二に、中国という地域的限定を設けた上で、その日本研究者を育成しようとするプロ

グラム。日中（中日）歴史研究センターによる研究助成や、日本学術振興会の日中科学協

力事業、日中医学協会が行っている日中両国の保健医療に関する学術的共同研究・共同調

査の実施・助成プログラムなどが、これに当たる。すでにテーマが決められている場合と、

そうでない場合があるが、後者の場合には、第一のパターンと似た特徴を示している。 

 第三に、日本側の研究プロジェクトに中国人研究者の参加を促すタイプ。日本貿易振興

機構アジア経済研究所の「アジアにおける社会的環境管理能力の形成」プロジェクトがそ

の典型例だが、日本学術振興会の科学研究費、文部科学省の外国人研究員制度などを利用

して、日本国内の研究プロジェクトに中国人研究者が参加するケースは多い。研究支援の

対象が中国（人）ではなく、あくまで日本（人）であるためなのだが、すでに日本で活動

し研究基盤をもつ中国系研究者の場合、日本人と変わらない待遇を得るケースが多い。 

 第四に、日本の研究機関が中国側のパートナーとの協力関係のもとに共同研究を進めて

ゆくタイプ。総合研究開発機構の「中国・日本・韓国間の対外協力強化をテーマにした共

同研究」（パートナー：中国国務院発展研究中心、韓国対外経済政策研究院）や環日本海経

済研究所の「日中地域間協力を利用した社会開発に関する日中共同研究」（パートナー：黒

龍江省社会科学院など）、日本貿易振興機構アジア経済研究所の「日中国交正常化 30 周年

の回顧と展望に関する日中共同研究」（パートナー：中国現代国際関係研究所）などがある。

その協力関係のあり方は、短期のものから長期のものまであるが、大学間交流協定のよう

に一般的ルールを設けたものより、具体的な研究プロジェクトが定まっている方が実際に

はアクティブな活動を展開している。 

 第五に、特定の中国の機関・研究者を助成することで、日本理解を促進させようとする

タイプ。国際交流基金による北京日本学研究センターはその典型的なケースだが、最近で

は、北京大学日本研究センターでの日本研究を重点的に助成・振興しているカルビー日本

研究基金のように、民間の団体が中国の特定機関に寄付・助成をするタイプが増えてきて

いる。企業の研究開発（R&D）を含めれば、こうした案件は相当数に達する。 

 いうまでもなく、後のタイプほど、研究機関や研究者を特定して助成しようとする姿勢

が強くなる。中国側の研究機関や研究者の力量が明確になり、日本の側の研究助成に対す

る姿勢・戦略が明らかになるほど、第五に近いタイプが現れることになる。他方で、こう

した研究機関に所属しない、あくまで個人ベースで研究を進めざるをえない人々が一定数

いることからも、第一、第二のタイプも、今後とも存在し続けることになるだろう。 

 

４．知的交流 

 

 研究ベースではないものの、日中間で人的交流を行うことで情報を交換するケースは、

ここ数年でも莫大な数に登る。シンポジウムやフォーラム、ワークショップなど、短期的

滞在を伴った人的交流は数限りない。われわれが入手した限りでも、この３年ほどの間に

実施された主な知的交流には、以下のものがある（表１参照）。 

 



表１ 2001 年以降行われた主な日中間の知的交流1 

事業名称 主催団体 

シンポジウム：日本情報の国際的流通日本研究の基盤を考える

（2001年 2月 3日、於東京） 

国際交流基金 

日中韓次世代リーダーフォーラム 2003（2003 年 7 月 28 日～8

月 8日、於ソウル･上海･福岡） 

国際交流基金 

日中平和友好条約締結 25 周年記念事業・慰労会（2003 年 12

月 18日、於京都） 

NPO法人京都日中文化交流中

心 

シンポジウム：環境問題をめぐる日中協力（2003 年 3 月、於東

京）  

霞山会 

国際シンポジウム：二十紀の日中関係を振り返る（2002 年 10 月

12日～14日、於北京） 

国際日本文化研究センター 

中国におけるクリーン開発メカニズム活用の可能性（2001 年 12

月 20、21日；2002年 3月 29、30日、於北京） 

総合研究開発機構（NIRA） 

シンポジウム：図們江輸送回廊の活性化と日本海横断航路の開

設(2003年 10月、於琿春市) 

日本国際問題研究所 

国際ワークショップ：アジア経済産業開発分析事業（中国分科

会）（2002年 9月 16日、於北京） 

日本貿易振興機構アジア経済

研究所 

シンポジウム：進化する日本研究（2002年 9月 28日～29日、於

北京） 

日本語教育学会 

第２回北東アジア女性環境会議：13 回アジア女性会議－北九

州）（2002年 10月 12～14日、於北九州市） 

アジア女性交流・研究フォーラ

ム 

2002年日中経済協力会議（2002年 5月 22日～6月 2日、於黒

龍江） 

日中東北開発協会 

第２回日中経済交流シンポジウム：TO 加盟から一年－変貌する

中国市場と日本企業イメージ－（2002年 11月 26日、於北京） 

日中コミュニケーション研究会 

第１３回日中シンポジム（2001年 11月 4日、於北京） アジアフォーラムジャパン（AFJ） 

 

 これらのプログラムには、自主プログラムもあれば、他のグループが発案・運営する交

流をサポートするプログラムもある。特定の領域に絞ったプログラムもあれば、特定団体

がいくつかのプログラムを同時に進行させているものもある。短期的な交流プログラムも

あれば、長期間の交流を想定しているものも、日本側の人間を派遣するプログラムもあれ

ば、中国側の人間を招聘するプログラムもある。このように、交流のタイプやパターンは

多岐にわたっており、一般化するのがむずかしい。 

 これはインタビューの中で判明したことだが、知的交流事業に対する各団体・個人の評

価は大きく異なっており、団体によって事業数やその活動状況もさまざまであった。交流

事業を始めてみたものの、参加者が多くないために交流の再検討を余儀なくされているも

のもあれば、ある程度交流事業がコンスタントに進んでいるため、特に修正の必要を感じ

                                                   
1 報告書末の資料から、アトランダムに選び出したものであり、これらのプログラムを選んだことに特に

大きな意味はない。本章における表は、この点で同様である。 



ていないもの、逆に交流事業をいっそう展開してゆこうとしているものもある。そして、

興味深いことにも、こうした違いがプログラムを策定している人的要素（事業に熱心であ

るかどうか、事業を熟知しているかどうかなど）によって生まれているとする点では、ど

のインタビュー対象者も同意見であった（詳細は第２章参照）。 

 実際にはむずかしいものの、事業推進者の特徴を把握した上での交流支援事業は、今後

進むべき方向性だろう。 

 

５．芸術交流 

 

 芸術交流の場合、興行性・収益性の高いものと高くないものがある。中国の市場経済化

に伴って、前者はより市場に依存した形での発展が見られるのに対して、後者の場合、何

らかの補助金なり後援なりのサポートが必要とされる。 

 たとえば、前者の典型的なケースとして、劇団四季による「ミュージカル Disney’s 美

女と野獣・北京公演」、後者の典型的なケースとして、文化庁や東京国立博物館などが行っ

ている各種展覧会行事を、それぞれ挙げることができる（表２参照）。後者の場合も、国や

地方自治体などの潤沢な支援を受けて実施されているものと、そうでないものがある。 

 

表２ 2001 年以降行われた主な日中間の芸術交流 

事業名称 主催団体 

＜日本開催＞日中国交正常化 30 周年記念 2002 年「日本年」「中国

年」３０年代 輝ける上海映画 

文化庁 

中国少数民族地域の子供達への教育支援コンサート（第 7 回）開催 

（2003年 10月 18日、於大阪） 

関西日中交流懇談会 

展覧会開催にかかる事前調査等（2003 年 4 月～9 月 於上海博物館・

山西省博物館・陜西省考古研究所ほか） 

東京国立博物館 

「北京にピアノを送る会」の活動や、歌でアジアを結ぶ会等の企画演出

など 

アジア音楽センター 

｢音楽でつなぐ日中友好！21世紀の夜明け｣ 特別演奏会（2001年 6月 

於：神奈川県民ホール）実施 

日本中国文化交流協会 

 

収益性がなくても、補助金・後援が得られる事業であれば特に問題はない。補助金・後

援を得ることで事業そのものの実施・継続は果たされるからである。ところが、補助金を

必要としているにもかかわらず、助成されることになれていなかったり、他方で補助金を

出す側が、こうしたニーズを掬いきれていなかったり、といったケースもある。芸術交流

を行おうとする側と、これを支援する側の双方に高い能力がないことには、うまいマッチ

ングは不可能である。 

 資料では、舞台、美術、映画、その他の四つのカテゴリーによって各事業を分類してい

るが、中国への影響力という点では、漫画やアニメーション、TV ゲーム、TV ドラマとい

った、「芸術性」は低いものの大衆性が高い分野を今後は無視できなくなるだろう。特に中

国国内におけるテレビの普及率の高さと、安価なエンターテイメントへの欲求の強さ、他

方でこれに追いつけていない中国国内の事情などを考えると、舞台や美術といった「ハイ



カルチャー」を映像化・テレビ化することで「ポピュラーカルチャー」化し、影響力を大

きくするといった手段を考えてみる時期に来ている。 

 

６．市民・青尐年交流 

 

 この十年ほどの間にもっとも大きな変化が見られるのが、この市民・青尐年交流である。

従来は、地方自治体や日中友好団体といった、比較的枠組みがしっかりした団体によって

交流が維持・発展してきたのに対して、1990 年代以降、こうした枠組みからはずれた交流

が増え、また、こうした交流を専門的に行う団体・組織が拡大している（表３参照）。 

 

表３ 2001 年以降行われた主な日中間の市民・青尐年交流 

事業名称 主催団体 

アジアセンターによるアジア文化の国内における理解促進事業、アジ

ア域内の青年交流事業など 

国際交流基金 

日中友好万里の長城駅伝、北京国際女子駅伝、日中友好交流都市

中学生卓球交歓大会競技会と記念植樹、日中青年フォーラム in 杭

州、シルクロード国際学術シンポジウム、など 

日中友好協会 

2001 年より、日中両国政府間の合意に基づき、毎年､中国の高校生

100人を日本に招き、日本の高校生との交歓を軸とする事業 

日中友好会館 

日中学生会議 東京フォーラム 2003（2003年） 日中学生会議 

長江中上流水土流失を改善する植林事業（2000年月 11月～2001年

7月、2001年 11月～2002年 7月、2002年 11月～2003年 7月、2003

年 11月～2004年 7月 於中国湖北省宣昌市） 

(財)オイスカ 

日中交流の集い（2003年 2月 26日） 日本僑報社 

北京地球村訪日プログラム（2000年 3月 21～31日） 日本国際交流センター 

北海道と中国黒龍江省「緑の国際交流事業」 自治体国際化協会 

文化・芸術・経済の友好交流、シルバー人材の派遣、研修生受入、受

入、留学生支援活動 

NPO 法人京都日中文化

交流中心 

緑色農業体験ツアーの開催、植樹体験ツアーの開催（4 月）、収穫体

験ツアーの開催、など 

北京環境ボランティアネッ

トワーク（BEV-NET） 

ジュニア大使友情使節団派遣事業(夏休みと春休みの年２回実施) 日本外交協会 

 

 特にここ最近目立つのが、特定非営利活動法人、すなわち NPO による日中交流の下支

え現象である。一部、産業上の共通点をもつ自治体間の国際交流事業が活発なところもあ

るものの、総じて環境の変化に対応しにくい地方自治体が、日中交流の新たなプログラム

を出しあぐねているのとは対照的に、一部 NPO の場合、熱意と行動力のある数人の人間

が、事業やプログラムを運営してゆくなかで徐々に事業やプログラムを拡大し、大きな役

割を果たしつつある。 

 中でも環境保護活動をめぐる交流事業の拡大は注目に値する。緑の地球ネットワークや

北京環境ボランティアネットワークのように中国事業に特化するものと、（財）オイスカの

ようにそうでないものとがあるが、両者とも日本国内での動員だけでなく、中国の関係機



関に働きかけるなどの積極的な活動を行っている。日本における環境意識の変化と、中国

における同種の意識の生成、それに中国国内における環境保護のための資源・技術の欠如

といった客観的な事情が、こうした活動が活発化する原因となっている。 

 

 ７．その他の交流 

 

 上記の５つのカテゴリーに当てはまらない、その他の主な交流活動をピックアップして

みたのが表４である。 

 

 表４ 2001 年以降行われた、その他の主な日中間の交流 

事業名称 主催団体 

プロジェクト方式による技術協力の実施 国際協力機構(JICA) 

「中国内蒙古聾唖児童版画展」開催。機関紙『日中藝術研究』（年

刊）や、研究誌『中国版画研究』（不定期）の編集発行など 

日中藝術研究会 

宋慶齢児童科学公園建設支援、上海宋慶齢基金会・中国福利会

国際和平婦幼保健院支援、中国の農山村地域（主として寧夏回族

自治区）の教育活動支援 

宋慶齢日本基金会 

『8 月 15 日』（月刊）、『軍備は国を亡ぼす・遠藤三郎語録』（単行

本）、『平和への誓い』Ⅱの発行 

日中友好元軍人の会 

ニューズレター『にじの図書室』（年 2冊）、『日中児童文化』（隔年）

の発行 

日中児童文学美術交流セン

ター 

訪日旅行促進キャンペーンの実施 国際観光振興機構 

国際協力キャンペーン、教材開発、物資援助、広報の実施 家族計画国際協力財団 

日中両国の保険医療に関わる協力事業の実施 日中医学協会 

西安・鞍山・太原・重慶・北京の 5 都市および山西省･寧夏回族自

治区の 2 地域へ環境保全対策事業のための円借款。中国の環境

改善に向け、知的協力を推進。 

国際協力銀行（JBIC） 総務

部広報室情報公開班 

 

 日中交流活動といっても、すべてのエネルギーが中国との交流・交渉に使われているわ

けではない。日本国内での親睦や情報交換、会合の運営などを含んでいるため、実際には

数多くの活動が実施されている。これらの活動から国際交流基金の活動と、どれだけオー

バーラップする活動が現れるか、現時点では詳らかでない。 

とはいえ、注目すべきプログラムも見られる。特に、国際協力機構や国際協力銀行が

ODA 事業の一環として人材育成にシフトしつつある点は見逃せない。国際協力銀行は「援

助から共生へ」とのスローガンのもと、2001 年から対中国円借款の重要な柱として人材育

成事業をスタート、日中両国の産業界、大学、地域社会の六つの主体が協働し合う仕組み

作りに取り組みつつあり、日中交流のプラットフォーム作りを開始している。国際交流基

金としても、日本理解、日本語教育のプログラムといった主な業務との連携を模索してゆ

く必要があるだろう。 

 

８．おわりに 



  

主査が『日中交流の四半世紀』を編集・執筆した際に強く意識したのは、交流の増加と

ともに予期しない問題が発生しているといった逆説的状況の発生であり、その予防・解決

を図りうる人材育成の必要性であった。ところが今回の調査で明らかになったのは、こう

した必要性への対応が、断片的に行われている状態に大きな変化がないどころか、むしろ

交流の担い手と事業・プログラムの多様化がいっそう進行している現実であった。 

冒頭で述べたように、ここ数年の世論調査の結果を見る限り、日本の対中イメージと中

国の対日イメージは、それぞれ改善の傾向を示していない。イメージを変化させるのは至

難の業だが、日中交流事業は、その「特効薬」としてよりは、むしろ効能が現れにくもの

の、しかし確実に体質を変化させる「漢方薬」として、今後とも必要となるであろう。 

近年の日中交流には、民間交流の発展と政府間交流の停滞という特徴が見られる。政府

間では歴史認識問題の克服を含む、新しい日中関係の模索が必要とされる一方で、民間ベ

ースでは日中関係を実際に下支えするさまざまな人材の養成が求められる。国際交流基金

の事業も、こうした大きな流れに位置づけられねばならないだろう。 

 

 



 

第２章 日中交流の新たな動き 

 

１．はじめに 

 

 第１章では、日中交流の現状と特徴を事業・プログラムベースで眺めてきたが、本章で

は、これを団体・組織ベースでの活動から捉えてみたい。 

具体的には、団体・組織を対象にしたインタビュー記録を用いながら、①日中交流を担

う団体・組織の活動にどのような変化が見られるか、②これらの団体・組織が行っている

事業・プログラムはどのように変化してきており、これに担当者がどのような評価を行っ

ているか、③今後、どのような活動が必要だと思われているか、そしてその理由は何か、

といった問いに答えてゆくことにする。 

 インタビュー調査の対象者は表５のとおり。 

 

表５ インタビュー対象団体 

団体名称 形態 設立年2 調査協力者 調査日 

国際文化フォーラム 財団法人 1987 中野佳代子･水口景

子 

2003年 12月 15日 

自治体国際化協会 財団法人 1988 辻 大輔 2003年 12月 15日 

アジアフォーラム・ジャパン 社団法人 1988 茶谷展行 2004 年 3 月２日 

日中協会 社団法人 1975 白西紳一郎 2004 年 3 月２日 

日中文化交流会 NPO 2003 藤井章彦 2004 年 3 月５日 

緑の地球ネットワーク NPO 1992 東川貴子・太田房子 2004 年 3 月５日 

オイスカ 財団法人 1961 岡田文弘 2004 年 3 月 12 日 

中国社会科学研究会 任意団体 1986 李 廷江 2004 年 3 月 19 日 

 

 ２．交流チャネルの増大という趨勢 

  

 調査対象機関の中で、もっとも設立年が古いのがオイスカ。しかし、オイスカの場合、

1972 年の国交回復以降も、以前からあった台湾との関係が密接で、中国大陸との接触は、

1998 年以降のことにすぎないから、今回のインタビュー対象の中でもっとも長い日中交流

の経験をもつ団体は、日中協会ということになる。 

 周知のように、日中協会は国交回復後に設置された日中友好団体の一つ。衆議院議員の

野田毅を会長とし、理事、顧問には日中関係をリードする錚々たるメンバーが名を連ねて

いる。平成 15 年度の事業計画には、日中平和友好条約締結 25 周年記念行事を始め、日中

青年友好交流や政治家・官僚・学者の交流、中国からの帰国者への支援、日中友好会館の

催事への協力といった項目が並んでいる（http://jcs.or.jp/gaiyo/index10.html）。 

 このように、着実に交流業務を拡大してきたものの、インタビューからは活発に活動し

ているといった印象を受けなかった。それどころか、一種の閉塞感・停滞感さえ漂ってい

た。インタビューに応じてくれた、白西紳一郎理事長は、「日中間の政治的関係が良好でな

                                                   
2 設立年は、法人化された年ではなく、任意団体として発足した年を表す。 



いため交流の進展が思うようにいかない」として、次のように述べている。 

 

  文化交流でも、特に国宝級の文化財が動くような場合、政治的関係の良否が大きな役

割を果たすことになる。たとえば、秦の始皇帝陵の発掘や、則天武后や朱元璋の陵墓の

発掘など、歴史的遺産の管理に日本が協力できることは尐なくない。中国側に発掘・保

存の技術が不足しているのだし、資金も潤沢でないのだから、日本側がオファーを出せ

ばうまく協力関係は組めるはずなのだが、実際には協力できないでいる。 

 

 日中間の政治的関係から生まれた友好団体が、政治的環境ゆえに活動が思うに任せない

という逆説的状況が見て取ることができるが、事情はさほど単純ではない。政治的パワー

と個人的な関係を軸に交流を行うという過去の交流スタイルが、徐々に時代遅れのものと

なりつつあるのだ。個人的関係が別のルートでも作ることができるとあれば、わざわざ政

治的パワーを使う必要はない。逆に政治的パワーは使いたい時にだけ使う。こうした傾向

が強まっているようである。 

 事実、白西理事長が指摘するには、 

 

われわれの協会が、お金の絡む文化交流を行うような場合、その多くが援助会員から

の申し出によることが多い。本来、これらの活動は個別にやってもらうのがよいのかも

しれないが、われわれとしても多くの個人会員・法人会員を抱えており、彼らの要求を

無下に断るわけにはいかない。特に、外部の資金を調達しようとする場合や、文化庁な

どの役所に協賛してもらう場合、審査の対象とされることから、どこからか協賛しても

らった実績を示す必要がある。われわれの協会は、こうした際に大きな有用性を示すこ

とになる。現在、後援した形になっている 150 のイベントは、おおむねこうした経緯か

ら後援するようになったといってよい。 

 

 交流のチャネルが拡大する中で、従来の活動を維持するためには、相当な努力をしなけ

ればならない。そうしないことには、それぞれが個別のチャネルで活動するようになる傾

向に歯止めをかけられなくなってしまうからである。 

 この点では、在日中国人留学生が作った任意団体である、中国社会科学研究会のケース

も例外ではない。1986 年に設立され、川喜多財団や和平協会、国際文化会館などの支援を

受け、博士論文を執筆する中国人留学生を主な会員母体としてきた同研究会も、交流チャ

ネルの多様化という流れに抗することはむずかしいという。長く代表を務めてきた中央大

学教授の李廷江によれば、 

 

日中間の交流で痛感するのは、主体が多様化し、留学生一つとっても、いろいろな機

会で日本人と接することができるようになったため、私たちのような組織の意義が徐々

に薄れつつあることだ。以前のように、パイプが尐なかった時代では、私たちの組織で

「トップ会談」を行うことが可能であったし、そこで多くの問題を解決することができ

た。ところが現在は、よくも悪くも日中間のチャネルが多すぎ、流れを大きくすること

できないもどかしさを感じる。 

 

 ３．転換期の自治体交流 



 

 交流チャネルの多様化は、交流活動や具体的な活動プログラム間の競争を促す。参加す

る者にとって活動プログラムが魅力的であり、実利的なものでなければ、どれほど理念的

にすぐれたものであっても、これを維持することはむずかしい。「友好」という大義のもと

に作られた組織しかり、より互助的・功利的な組織しかりである。 

 魅力的・実利的なプログラムにするためには、いくつかの条件が必要となる。日本側の

参加者にとって魅力的・実利的であると同時に、そうした条件を満たす日中間の関係が構

築されていなければならない。 

 この点で、地方自治体間の日中交流は、現在岐路に立たされているようだ。2002 年度ベ

ースで、都道府県レベルでの姉妹自治体提携数で中国は 34 件とアメリカの 23件を凌駕し、

市町村レベルでの姉妹自治体提携数ではアメリカの 413件に次ぐ 256件を数えているにも

かかわらず、である。 

自治体国際化協会の辻大輔主事によれば、 

 

日中間でかなり長い期間友好を結んでいるにもかかわらず形骸化している例がある。

70 年代に両国の橋渡しとして始まった交流が代替わりを経て今、「果たして自治体にこ

ういう交流が必要なのか」という疑問がでてきている。日本の自治体の姉妹都市交流に

ついて、5 年間の間活動がないと CLAIR（自治体国際化協会）の記録から抹消している

が、そのケースがかなり多い。 

 

その原因については、日中間で交流に関して共通の認識をもっていないからだ、と辻主

事は次のように述べる。 

 

一番の原因は、中国側のニーズは基本的に経済的な交流をしたいのに、それに対して

日本側のメリットが現状では見つけられないこと。今どんどん発展している中国に対し

て日本は安定していて変化がないから、形の変わらない交流が長く続いていることで、

お互いのニーズのギャップが出始めている。しかも市町村が財政的に厳しい時期なので、

事業の縮小、打ち切り、見直しも進んでいる。 

 

 共通の認識ばかりではない。交流の進め方の違いも、交流進展の障壁となりやすいとい

う。具体的には、 

 

中国は、数では米国に次いで日本との国際交流が多い国だが、姉妹交流などの自治体

交流の際に、日本側のように、サークルや市民団体といった中間集団を巻き込むことは

ない。社会主義経済が進み、純粋に社会主義でなくなってきているとはいえ、営利法人

というものへの認識はまだなく、民間の交流ができるようになるには時間がかかるだろ

う。 

 

こうした状況を打破するには、交流の中に日本側なりのメリットを見つけてゆくことが

必要となる。特に、経済交流をどのように自治体交流に位置づけてゆくかが大切なポイン

トとなるが、この点は最後で触れる。 

 



 ４．族生する NPO と熾烈なサバイバル競争 

 

地方自治体は、その公的性格ゆえに、個別プログラムに特化しにくい。「なぜこのよう

な交流をしているのか」とする批判に答えるには、それなりの実績を示さなければならな

いものの、こうした実績を示すのは想像以上にむずかしいからである。しかも、交流の理

念を掲げたとしても、これをめぐる議論は解決することがない。合意形成のためのコスト

をかけないようにするには、民間団体がみずからの意思によって交流するしかない。 

事実、ここ数年の傾向として NPO が日中交流を担うケースが増えてきた。特に環境絡

みの NPO の躍進はめざましい。 

もっとも、NPO といっても、最初の立ち上げの際には「合意形成のためのコスト」が

必要とされる点で変わりない。いろいろな考えをもつ人々が一緒に交流活動に従事するこ

と自身、マネジメントの対象となるからだ。 

以前、日中の民間交流を手がけていた高見邦雄を事務局長とする NPO 緑の地球ネット

ワークの場合、 

 

最初に 92 年に中国・大同との交流が始まったが、ネパールや日本国内でのナショナ

ルトラストに近い活動をしようという意見もあった。しかし、活動の焦点が定まって行

く中で、別の考えをもつ人は別の組織を作るようになり、本団体は自然と中国との交流

に特化していった。 

 

 多くの会員を抱えると、動員できる資源が増える反面で、活動の方向性を決めてゆく合

意形成のためのコストが高くなりやすい。他方で会員数が尐なく、極端な場合、一人の人

間が交流に従事するなど柔軟性は高まるものの、動員できる資源は尐なくなる。NPO 日

中文化交流会の場合、明らかに後者のタイプに属する。 

 同 NPO の事務局長・藤井章彦が告白するには、 

 

NPO 発足から１年たち、会員が 56 名を抱えていて、会費収入は若干あるものの、焼

け石に水。活動をするにも、ポケットマネーから出さねばならない状況に置かれている。

固定費すらでない。････もちろん、NPO なのだから、行政や財団から資金援助を受け

るという方法もあるだろう。しかし、言うは易し、行うは難し。実績のない団体は相手

にしてもらえない。最低 2 年の実績と、財政的な体力、企業でいう決算書が評価の対象

となる。そうなれば、われわれは勝てない。そのため、それぞれが独自に収益事業を行

わないことには成り立たないというが、各 NPO の現状ではないだろうか。 

 

 NPO としての活動理念はありながら、その活動資金が不足しているために収益事業を

しなければならないジレンマがここにある。その結果、日中文化交流会は、地域企業を対

象にした投資セミナーを開くなど、その交流実績だけでは経済交流団体と区別がつかなく

なっている。 

 NPO として存続し続けるためには、絶えず資源を投入できる環境を維持しなければな

らないが、現実は厳しい。助成金を受けるにもコンペが必要とされる。藤井事務局長によ

れば、 

 



われわれも、行政が募集する受託事業に応募してみたことがあるが、ことごとく採用

されなかった。たとえば、昨年末に締め切りになった愛知万博の事業については、月額

600 万円の事業の募集があった。これに応募した団体が 180 で、そのうち採用されたの

が 30。残念ながら、自分たちの作文能力が及ばなかったため、採用されるに至らなかっ

た。そのため、いつまでも貧乏をしている。これからは、潰れてゆく NPO も増えてゆ

くだろう。 

 

 残念なことにも、15 年もの活動歴をもち、長く日本語作文コンクールを主催してきた国

際交流研究所は、公的機関や財団・企業などの援助が得られないため、この事業を中止す

ることにしたという（大森和夫氏から主査宛への私信、2003 年 12 月４日）。また HP に

よれば、1985 年に設立された日中交流協会も、主として財政的な理由から 2003 年６月 30

日に解散するに至ったという（http://www.nihao2180.com/yamamoto.html）。継続的に資

源を投入することができなくなった時、交流プログラムはその生命を終えることになる。 

  

 ５．交流事業が自己展開するまで 

 

 もっとも、合意形成のためのコストと資源不足のジレンマを解決する方法がいくつかあ

る。小さな組織ながら、援助会員を増やしたり、他の基金・財団の援助をもらったりなど

して、活動をうまく継続するタイプが一つ。規模は大きいものの、明確な交流目的をもち、

時にこれをめぐって意見が対立しても、これを解決するだけの合意形成能力を持ち合わせ

ているタイプが一つである。今回の調査では、前者が緑の地球ネットワーク、後者は国際

文化フォーラムやオイスカが、それぞれ相当する。 

 海外での日本語教育を主な活動内容とする国際文化フォーラムの場合、講談社のフィラ

ンソロピーとして活動を開始したというユニークな経緯をもつ（国際文化フォーラム編，

1997，『ことばと文化：相互理解をめざして』12-3 ページ）。資金的なバックアップはしっ

かりしていたものの、中国との交流に関しては、「『受験日本語』という現地ニーズへの対

応を迫られる一方、TJF（国際文化フォーラム）固有の『理解・交流のための日本語教育』

をいかに根付かせるかという、葛藤の 10 年だった」という。 

 中野佳代子事務局長によれば、 

 

 中等教育における日本語教育が規模的には世界の三指に入るというのに支援も教科

書もなく、1600 人の教師も困っているところに、TJF が、やれることをやる、という

出発だった。日本語教育のない地域の掘り起こしではなく、やっている人に対する支援

という形で始まり、対話や共同作業を 10 年重ねてネットワークや信頼関係を築いてき

た結果、今ようやく環境が整ってきた。 

 

 日本側の希望と中国側のニーズのすり合わせ。単純そうに見えて、さほど簡単ではない

作業をしっかりやってゆくには、経験の共有が何より大切だ。そして、これを具体的な形

に移してゆく力が求められることになる。 

 そのためには、単に中国側からのニーズを聞き出すだけでなく、時に積極的にアクショ

ンを起こす必要がある。また、事業に協力してくれるパートナーをうまく探し出し、新し

いプログラムを作り出す工夫も求められる。 

http://www.nihao2180.com/yamamoto.html


 中野事務局長は、みずからのビジョンを以下のように語っている。 

 

  今後は今のネットワークを活かして、日本語を、教科書で学ぶものから、人とのコミ

ュニケーションで使うものへと次の段階を目指したい。同時に、言語の習得だけではわ

からない個々の事例に自分で熟慮して対処できるような総合的教育を含んでいくこと

も課題。教師向けの教材も、中国が自力で離陸できる日のために時間をかけて行う。 

 

 このように、いくつかの条件が満たされた時、交流事業は自己展開を始めることになる。 

 

 ６．環境という公共財をめぐる協力の構築 

 

 こうした交流事業の自己展開を示していたケースとして、国際文化フォーラム以外に、

緑の地球ネットワークとオイスカという、２つの環境保護団体を挙げることができる。 

日本における環境意識の高まりと、中国国内における同種の必要性の認識、そして何よ

り同種の活動を援助する基金や財団の増加といった、環境の変化に負う部分が大きい。環

境という公共財を守るための日中の相互協力は、現在のところ着実に進んでいる。 

もっとも、実際の活動となると、さほど簡単には進まない。中国における官僚主義や緑

化運動への意識の低さなど、交流を始める前には多くの困難が存在していたからである。

興味深いことに、比較的規模が小さく、高見邦雄という強烈な個性の持ち主を中心にゲリ

ラ的活動を行っている緑の地球ネットワークも、専従有給スタッフ 159 名を抱えるオイス

カも共通の困難を抱え、それぞれの方法で対処している。 

 緑の地球ネットワークの場合、 

 

交流は、こちらが最初に大同市にアプローチしていった形で、大同市側がこちらにア

プローチしてきた、というのではない。もっとも、事業内容を最初から確定していたわ

けではない。緑化という大目標はあったものの、その具体的な内容については、問題に

逢着してからこれを解決する、といったスタイルで徐々に整備していった。 

 

 言わば、進みながら徐々に問題を解決していったわけだが、その過程で、国際文化フォ

ーラム同様、中国側に積極的な働きかけをしている。その成果が、大同市での事務所設立

である。担当者によれば、 

 

官僚組織を相手にしていては、頻繁な人事異動のたびに、事業を見直さなければなら

ない。こちらの現地での滞在時間も長くなり、現地の事情が飲み込めてゆく中で、「そ

れなら、専門の部署を作ってくれ」というので、大同市の青年連合会が当局に直談判し

て、給与と事務所を提供してもらう以外は、こちらが運営費用を負担するという条件で、

現在の体制が整うことになった。 

 

 一方、オイスカの場合、交流対象が中国以外にもあったことあり、中国との交流開始が

1998 年と、比較的遅い。それまで交流を始めるタイミングを見計らっていたのである。 

 1998 年に長江が大洪水を起こし、中国政府の植林事業への姿勢が変わった。オイスカは、

こうした変化を察知し、積極的に対中事業を展開してゆく。 



 

最初に私たちが参加した植林作業は 2000 年の３月、重慶で行われた。ただ、最初か

ら「日本からお金を持ってゆくだけのことはやめよう」と考えていた。日本側がボラン

ティアを提供するとしても、中国側が資金を提供するなどの方法で、双方にとってのベ

ストな協力のあり方を考えていたからだ。 

 

 植林事業から農業人材育成、砂漠の緑化事業へ。オイスカは徐々に、事業の軸足を動か

しつつあるが、その基本姿勢に変化はない。岡田文弘常任理事はこの点について、次のよ

うに述べている。 

 

 植林という事業は、NGO 単体で進めることは非常に困難である。どうしても、現地

の人たちに植林の必要性を理解してもらう必要があるし、彼らが主体的に植林事業に取

り組んでもらわないことには、事業は成立しない。その意味で、政権の理念・イデオロ

ギーとは無関係に植林の重要さ・大切さを訴えようとしてきたし、この姿勢は変わって

いない。 

 

 ７．個人の力量に依存する交流実績 

 

 このように、時代の状況が変化する中で、日中交流の主体やそのやり方も変化している。

しかし、興味深いことにも、今回のインタビュー調査で明らかになったのは、交流発展の

可能性は、これを担う個人の力量に負っているという事実である。この点では、交流実績

のある団体であれ、そうでない団体であれ、違いはない。 

 日中協会の場合、「個別の文化交流については、個々の人脈に依存するところが大きい。

日中交流七団体で、それぞれの役割が決まっているといっても、われわれの人脈を使うか

らできる交流もあれば、そうでない交流もある」という。また自治体国際化協会の場合も、

「現在活発に動いているのは、（長崎など）結局は人的な意思の強いところである。市町村

であっても市長など、長の意向がかなり強く反映されるので、自治体としての戦略性とい

うより個別的な要因が大きい。････熱心かそうでないかの差が出てくるのは、熱心な市長

や職員の存在が大きい」という。 

 中国社会科学研究会の場合、幹部の任期を２年にしているものの、それでも交流が活発

になるかどうかは、「中に活動的な人間がいるかどうかによる。活動を囲む環境と個人的要

素。これらがうまく調合して、初めて活動が成立する」という。 

 日中の戦略問題という、政治的に微妙な問題に関しても、同種の原理が働いている。ア

ジアフォーラム・ジャパンの茶谷展行主任研究員によれば、 

 

  実際に事業を進めてゆくには、安定的な人間関係があることが前提。ビジネスライク

な付き合いができるのも、双方に交流の蓄積があって、互いに信頼しているから。そこ

抜きには、日中交流を語ることはできないのではないか。 

 

 比較的大きな組織でも、こうした傾向が見られるのだから、中小規模の組織の場合、交

流実績は、決定的に個人の力量に依存するといって過言ではない。 

 



 ８．これからの対中戦略は？ 

 

 では、これからの日中交流はいかに進めてゆくべきか。個々の組織・団体レベルでの回

答は、それぞれ異なる。 

日中協会は、あくまで政治的交流を通じた日中関係の構築を目指し、フォーマルな日中

交流の重要性を主張する。これに対して、NPO 日中文化交流会は、「民間でできることは

できるだけのことをしたい」といい、政治的活動に関心を示さない。オイスカは、中国で

の植林事業基金の設立が活動継続の鍵だといい、緑の地球ネットワークは、育苗事業によ

って得られる収益を今後の活動資金の源泉にしたいと考えている。 

しかし、日本としての対中交流となると、意見は似てくる。合意形成のためのコストを

考慮に入れていないからかもしれないが、日本としての基本理念が必要だという意見が大

勢を占めているのである。 

 アジアフォーラム・ジャパンの茶谷主任研究員によれば、 

 

日中交流をどう進めてゆくかには、やはり国としての理念が求められるだろう。日中

間の関係が徐々にプラグマティックになっているとはいえ、本当にこれをどうしたいか、

真剣に討論する必要があるのではないか。 

 

 また、日中協会の白西理事長も次のように述べて、「思い切った判断が必要だ」と指摘し

ている。 

 

文化交流といっても、宝塚や大相撲、歌手のプロモーションなどは経済原理が働くの

だから、民間でも進めることができる。中途半端に国際交流基金が助成金を払う必要な

どないのではないか。逆に、助成するのであればトコトンまで助成すればよい。基金の

助成規模によって文化交流の規模が変わってしまうようなことは、やめたほうがよいだ

ろう。 

 

 中国社会科学研究会の李廷江は一歩踏み込み、日中交流を統括しうる新しい組織の設立

を提案する。 

 

現時点で、日中交流は「群竜無首（船頭多くして船山に登る）」状況にある。各団体

が、それぞれに日中交流を担うこと、そしてこれを実践することは確かに重要だが、同

時に、これらを総括的に捉え、日中交流の再定義を行いうるだけの力をもった組織も必

要だろう。 

 

 ９．おわりに 

 

 「国交回復から長い時間が経ち、もはやわざわざ集まって交流だけ、という段階ではな

い。地方政治を主体にテーマを探ると『経済』が挙がるのは当然」とは、自治体国際化協

会・辻主事の弁。公的組織でも、単に交流をするというのではなく、その中に果実を埋め

込まないことには事業を継続できないというわけだ。事実、経済がらみの話が関係してい

る自治体交流は進みやすく、東アジア共同体や FTA といった経済的提携をめぐる日中間の



意見交換の場は、今後ますます活発化するであろう。尐なくても経営者レベルでは FTA

への積極的な態度が目立つ（『日本経済新聞』2004 年 3 月 24 日付）。 

 一方で、非営利の環境活動を展開するオイスカの岡田常務理事も次のように述べ、日中

交流の質的変化の必要性を説く。 

 

今までの日中関係を支配していたのが「贖罪意識」だったとすると、これからはこれ

では動かない。日中が同じ視線から考えられるような枠組みが必要だ。若い人を含め、

この点、変わってゆかねばならないだろう。 

 

 友好交流の時代は終わった。しかし、今起こりつつある変化を表現する言葉は、まだ見

つかっていない。主査は、日中交流の変化を「 友 好
フレンドシップ

から 協 力
パートナーシップ

へ」と表現できるので

はないかと考えているが、これもまだ人口に膾炙したものとなっていない。 

それぞれの交流団体がみずからのキーワードを捜し求めている現在、活動の多元化はい

っそう進行することになるだろう。そうであるがゆえに、李廷江が述べた次の言葉を噛み

締めたいと思う。 

 

どうも、日本の大学も各役所も、それぞれの個別の利益を追求しすぎているところが

あって、全体としての戦略的な動きが弱いところがある。どうしたら、日中関係を安定

化することができ、日本の繁栄を維持することができるか。こうした大局的なところか

らの議論が大切で、私たちの団体が、今後どのようになってゆくかも、こうした大局か

らの判断がどうなるかに依存している。 

  



 

おわりに 日中交流支援活動の再構築に向けて 

 

 以上、事業・プログラムベースと団体・組織ベースで、日中交流の現状と特徴を概観し

てきた。今回の調査から明らかになった事実を踏まえ、今後の国際交流基金の対中交流支

援事業について、以下のような提言を行いたい。 

 

(1)継続的な交流実態の把握を 

 すでに笹川平和財団が『日中交流団体名鑑』を発行して８年がたつ。しかも、この名鑑

には事業・プログラムレベルでの状況把握は行われていない。 

今回の調査は、その意味では貴重な試みであったが、まだリストとしては遺漏が多い。

この種の調査は、立ち上げコストは高いものの、ランニングコストはさほどかからないと

いう特徴をもつ。後述の支援活動を進めるためにも、交流実態の継続的な把握は必要不可

欠である。 

 

(2)交流団体・プログラムの評価委員会の設置を 

 本報告書で繰り返し指摘してきたのは、日中交流の担い手や具体的なプログラムが多様

化している点であった。これは、交流の進展・深化の副産物であり、本来慶賀すべき現象

であるが、他方で、交流支援活動がそれだけむずかしくなることを意味している。本来支

援すべき団体・組織に資金が回らなければ、交流プログラムは生命を失うし、活動が停滞

しているにもかかわらず資金を投入し続ける愚は避けなければならない。 

 そのためには、国際交流基金内部にプログラムオフィサーを置き、独自のモニタリング

をかけるとともに、外部にアドバイザリー・ボードを置き、そこでの評価システムを構築

することが必要となる。 

 この評価委員会は、国際交流基金の自主業務の選定を行うとともに、支援を求める外部

団体・組織のプロポーザルを査定・評価する任務を負う。上述のように、交流実績は個人

の力量に負うところが大きいため、審査は、交流プログラム同様に、交流を支えてきた個

人の調書をもとに行うのが望ましい。日本学術振興会が行っている「21 世紀 COE プログ

ラム」の運営方法が参考になるだろう。 

 

(3)他の諸機関との連携の強化を 

 機動力があり、実効性の高い交流プログラムの多くは、複数の基金・財団の連携によっ

て成立する。国際交流基金として行う自主業務を絞り込みながら、他方で、他の諸機関と

連携できる部分はうまく連携してゆくことが、交流プログラムを充実させる一法となる。 

特に、対中 ODA に関しては人材育成へのシフトが明確になってきていることからも、

この点での国際交流基金の貢献が望まれる。人的交流のプラットフォーム作りは、今後の

日中の戦略的協力関係の構築にとっても喫緊の課題である。 

 東アジア共同体構想が、以前に比べて現実的な問題として議論され始めている現在、自

主事業、支援事業、連携事業をうまく組み合わせながら、今後とも日中関係の「漢方薬」

としての機能を果たしてゆくべきである。そのためにも、アドバイザリー・ボードの設置

を強く望むものである。 
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