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本研究は主にマクロとミクロの二つの視点から、日中国交正常化以降にお

ける日本の政治家の中国観の変化を検証するものである。 
 
先ず、マクロの視点から見ると、日中国交回復以来、日本の政治家の中国

観が冷戦の終焉を境目として、異なる段階的特徴を示していると思える。20
世紀 70～80 年代には、日中両国の国力に著しい格差があったので、日本の
政治家は中国に対して優越感、戦争負債感及び中国市場への期待感を持ち、
中国を友好的なパートナーと見なし、対中友好協力の思想的な基盤を固めて
いった。冷戦終了後は、中国の台頭に直面し、日本の政治家は、積極的な中
国の現状を認識しようと努めると同時に、中国を潜在的ないし、現実的なラ
イバルとしても捉えるようになり、中国が発展の「チャンス」である一方、
「チャレンジ」でもあるという相反する認識のジレンマに陥った。 

日本の新世代政治家の国際観、中国観及び歴史観等は日本の一世代前の政

治家に比べて、大きく異なっている。彼らは積極的なリアリズムという政治
理念を駆使し、国益の最大化を求めている。同時に、日米同盟を日本の安全
とアジア太平洋地域の平和と安定のための不可欠な基礎であると認識すると
ともに、中国を「競合的パートナー」と看做している。  

 
ミクロの視点では、日本の政界に中枢的地位を占めた中曽根康弘元首相の

中国観を分析した。中曽根氏は「国際国家構想」と「戦後総決算」を唱え、
日本が「経済大国」から「政治大国」へと移行すべきだと提唱している。そ
して、同氏はリアリズムに基づいて日本の対中友好関係を重視し、中国との
連携及び協力関係を推進しようと尽力した。今日でも、この友好的な対中政
治政策は積極的な意味合いを持っていると思われる。 
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This research analysis and discuss the view of China of Japanese  

politicians since the normalization of Sino-Japanese diplomatic relations from 
the respective of macroscopic and microscopic.  

Since the normalization of Sino-Japanese relations, the evolution of  
 Japanese politicians’ view of China presented different stages characters  
division by the cold war, in 1970s and 1980s, because the big gap of  
national strength, Japanese politicians have superior feeling, guilty feeling  
and the sense of anticipation to China’s vast market, take China as the  
friendly partner and lay the ideological foundation for implementing friendly 
cooperation policy to China. After the end of cold war, facing with the  
rising of China, Japanese politicians still keep positive cognition to China, at
 the same time, they gradually look China as the potation and even reality  
competitor, enter in a dilemma on looking China both as chance and as  
challenge.  

Comparison with Japanese older generation politicians, the international  
outlook, view of China and view of history of Japan’s new generation  
politicians present great differences. Based on the thinking of positive  
realism, the political philosophy of Japan’s new generation politicians are to 
seek the maximization of national interests. They look China as the  
competitive partner when taking the Japan-U.S. alliance as the indispensable  
foundation in maintaining the peace and stability of Asia-Pacific region.  

This research also analysis the view of China of Yasuhiro Nakasone,  
who played a core position in Japanese political circles. Yasuhiro proposed  
the international countries idea and the post war political settl ement that  
reflect Japan seek for the change from economic power to political power.  
Based on the thinking of realism, Yasuhiro pay attention to develop  
Sino-Japanese friendly relations and actively engaged in carrying forward  
friendly cooperation with China. Even now, this positive political philosophy 
to China still has positive meaning.  
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