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序章	
  「伝統的外交」の限界
1. 伝統的外交とは何か
普段、「外交」という言葉は、「経済外交」や「民間外交」「文化外交」のように、他人や
他国との関係性に影響を及ぼすあらゆる単語としばしば結びつき、明確な定義がわかりに
くくなっている。これには、そもそも日本語の「外交」という言葉と、英語の「ディプロ
マシー（diplomacy）」という言葉が同義ではなく、
「外交」の方がより広い意味を持つとい
うところに大きな混乱の原因がある。
『広辞苑[第四版]』によれば、外交は「外国との交際。
国際間の交渉。転じて、外部・他人との交際・交渉をも指す」と定義してある。たとえば、
保険会社の「外交員」という名称は、上記の『広辞苑』の定義によれば、「外部・他人との
交際・交渉」の延長線上に位置づけられるわけだから、日本語では理解が可能であろう。
しかし英語で、「ディプロマシー」という言葉をそのように用いることはまずない。
このように、日本語で用いられる「外交」という言葉は、広く一般的な交際全般を表す
概念として用いられている。しかし本章において「伝統的外交の限界」について議論を進
めるうえでは、そもそも「外交」という言葉がどのように使われてきたのかという経緯を
確認し、「伝統的外交」の意味する範囲を定義する必要があるだろう。
	
  そこで、近代の日本における外交論のなかで最もよく引用される、英国の外交官アーネ
スト・サトウの定義を見てみたい。サトウは、外交理論についての古典的名著の冒頭で、
次のように外交を定義している。
「外交とは、独立国家の政府間の公式関係における、知性
と機転の応用である。より簡潔に言えば、平和的手段による諸国間の実務の行動である」。
ここでの「外交」は、「独立国家の政府間」において行われるものとして位置づけられてお
り、また「公式関係」として国家間関係が限定されている。つまり、外交の主体はあくま
でも「独立国家」であり、その関係はあくまでも「公式関係」でなければならないのであ
る。また、外交は「平和的手段」を用いた「実務の行動」であって、それは武力を用いた
衝突すなわち戦争とは異なる。
以上のようなサトウの定義こそが、近代の先進国、即ち日本においても人々が認識して
いた「外交」の内容であった。サトウの定義した「外交」の範囲が見えてきたところで、
これを「伝統的外交」としたい。彼の定義した「外交」には、時代背景による制約が少な
からず存在する。武力行使を用いることが国際的に認められていた時代だ。
「外交とは、事
実としてド・ブログリー公爵が述べたように、軍事力のみによって国際関係が支配される
ことを防ぐための、文明によって考案された最善の方法である」と述べていることからも、
彼が一面的な「外交」の見方をしていたことが伺える。つまり、裏を返せば、非文明諸国
への強制力もしくは武力の行使を前提とした、文明諸国間での対話と交渉を前提とした定
義であり、多文明間の交渉を強いられる現代世界を視野に入れていないことになる。ここ

4

に、サトウによる「外交」が伝統的枠組みを越えられない所以があるのだ。現代の国際関
係は、
「伝統的外交」によってのみ調整できるような単純さはない。複雑さを孕んだ国際秩
序において、有効な「外交」とは如何なるものなのか。それについては第 2 章から探るこ
ととし、ここでは近代以降の「外交」の変化や変化をもたらした要因について見ていきた
い。

2. 外交における変化
第一次世界大戦・第二次世界大戦を乗り越えて、現代の外交は今、どのように機能して
いるのか。一つの傾向として、外交は一国のみで判断し、勝手に行動を決意することを制
限するようになった。新しい国際社会では、外交関係法、外務省組織、国際組織などが高
度に専門化し、また制度化されていった。外交は、国王の個人的な使節ではなく、主権国
家に不可欠な機能として、また国際社会で平和を担保するための最も重要な機能として存
在するようになったのである。
また、もう一方の傾向として、情報技術の革命は外交に大きな変化をもたらした。政府
間関係ばかりではなく、NGO や一般市民が外交に大きな影響を与えるきっかけとなったの
である。最初の形のインターネットが 1967 年に APRANET として登場してから、アメリ
カを中心として軍事目的を主としたネットワークが構築された。そこでは、デジタルな「パ
ケット」を送ることで、遠隔地に文字情報などを送信することが可能となった。その後、
ファクス、電子メール、そしてインターネットを通じた多様な通信活動が、人々のコミュ
ニケーションを根本から変革していった。1980 年頃、電話では一秒にわずか書籍一頁分ほ
どの情報しか伝達できなかったが、現在では光ファイバーで一秒に 9 万冊分もの情報が伝
達できる。そして、最も重要な点として指摘したいのが、これらの活動が基本的に政府の
領域を迂回して行われていることである。このような通信手段の発展にともない、国際社
会において国境を越えたコミュニケーションを行ううえで、外交官の役割は今や副次的な
ものとなった。一般市民が電子メールやインターネットを通じて直接に外国の人々と接す
ることが可能となり、外国のメディアや政府機関から情報を入手することが可能となった。
もはや人々は、政府の力を借りる必要も政府の許可を得る必要もなく、直接自由に情報の
海に飛び込むことができるのである。
このように、政府を通じなくとも一般市民や非政府組織（NGO）が多様な情報を入手し、
国境を越えたコミュニケーションを容易に行えるようになったことで、国際社会の活動に
も少なからぬ変化が見られるようになった。たとえば、1992 年 6 月にリオ・デ・ジャネイ
ロで開かれた国連環境開発会議（地球サミット）では、1,400 にものぼる公認の NGO が会
議に関与していた。今や世界の重要な問題において、各国政府、国際組織、NGO などが多
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層的に協力することが不可欠となっている。第一次世界大戦前に 176 ほどだった国際的な
NGO が、1990 年には 6,000 となり、その十年後には 26,000 となった。
	
  このような国際政治の現実を前にして、主権国家の機能する範囲やその能力は減退しつ
つあるように思われる。S・ストレンジは、
『国家の後退(The Retreat of the State)』(1961)
を物し、パワーと政治の新しい包括的な概念を導入し、世界経済に関わる新たなフレーム
ワークを提示している。それは、国家の権威の失墜、国際政治における国家中心型パラダ
イムの崩壊を意味しているといっても過言ではない。大国中心の古典的な外交の破綻を意
味しているといってもよい。現代は、主権国家とその相互作用・国際関係という枠組みで
は捉えることができない時代であり、
「ポスト主権国家」の時代の到来を意味する。そのな
かで、私たちは「外交の再定義」をする必要があるだろう。

3. 21 世紀の外交
	
  以上より、従来の「政府間交渉」のみでは国際関係の秩序は保たれない時代が既に到来
してきていることが分かった。近年、こうした流れに沿って、「外交」再定義の緊急性を思
い知らせる事件があった。いかなる国家も、主権国家のみを脅威の対象として考えること
はできないということを実感させたこの事件は、記憶に新しい。2001 年 9 月 1 日に起こっ
た同時多発テロ事件である。9・11 テロは、国際社会に新たな恐怖の兆候を見せたとともに、
21 世紀の外交を考えるうえでいくつもの示唆を提供した。
第 1 に、グローバリゼーションがもたらしたトランスナショナル（国境を越えた）なア
クターの登場である。アル・カーイダという国際テロリズムのネットワークは、交通・通
信技術の発展が生み出した怪物であり、グローバリゼーションの一つの産物であるいうこ
とである。そのようなトランスナショナルなテロリズムのネットワークが、世界最大の軍
事大国の中枢を「攻撃」したことの衝撃は計り知れない。アメリカ外交には、自国民の安
全を守るために、新しい思考が求められている。
	
  第 2 に、外交を行ううえで、従来以上に宗教や価値体系の重みが感じられるようになっ
たことである。イスラーム諸国と友好関係を構築するためには、軍事力や国益に基づいて
伝統的な二国間外交を行うだけでは限界がある。また、既存の国際法や外交体系に対して
文明論的な敵意を持つ諸国と、どのように協調をつくっていくのかは難しい問題である。
第 3 に、
「グローバル・シヴィル・ソサイエティ」の存在が重みを持つようになったこと
で、国家間の了解だけではなく、国際世論や各国世論を直接説得し、支持や協力を獲得す
ることが不可欠となっている。そのためには、国際世論や他国の世論に直接働きかける「パ
ブリック・ディプロマシー」がよりいっそう重要となっている。ここには、政府間だけで
はなく、多様な個人の活躍の場が十分にある。むしろ、彼らの活動こそが、この分野での
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中心的存在になっていくのではないだろうか。活動の 1 つの方法としては、人的交流だ。
何らかの形で互いの国民が交流することは、パブリック・ディプロマシーの最大の目的で
ある、互いの理解を深めることに大いに貢献するだろう。2 つ目の方法としては、大衆文化
の共有がある。グローバリゼーションとは言っても、市民レベルでの直接的な交流は日常
的に可能なものでない。より容易に互いの文化を知るに当たって、大衆文化産業の波及効
果は期待できるものがある。	
 
この巨大なテロ事件に対しては、国際社会は結束して迅速な行動を見せた。まず、国連
において 2001 年 9 月 28 日に安保理決議 1373 を採択し、テロ制圧のために、全加盟国に
対して必要な手段を講じるよう要求した。安保理常任理事国の 5 大国は結束して行動し、
大国間協調としてこの問題に取り組む姿勢を示した。さらには国際社会の意志として、安
保理決議でつくられた新しい規範を多くの諸国が受け入れることになった。国際的な危機
が生じた後に、2 国間外交と多国間外交が効果的に結び付き、実効的な国際協調枠組みを確
立することに成功した。さらには、NATO や EU、アジア太平洋経済協力（APEC）、東南
アジア諸国連合（ASEAN）などさまざまな地域機構を通じて加盟諸国間の結束を示すこと
により、実効的で具体的なテロ対策を積み重ねてきた。
これまで見てきたように、19 世紀の外交とは異なり、現代の外交においては多層的で、
多面的な、さまざまな枠組みを用いて国際協力を構築し強化することが重要となっている。
当然のことながら、現代の世界においても、従来とは役割や機能が変容しつつあるとはい
え、伝統的な外交や外交官は依然として役割を持っていることは忘れてはいけない。国家
間の関係がいっそう緊密化し国境を越えた活動が活発化することで、外交活動の量が圧倒
的に増えているという現実と、外交組織や外交官の政府内での独占的な権限が相対化され
低下しているという事実とを、混同してはならない。外交は、ルール設定という点でより
重要になっていると同時に、影響力という点では衰退してもいるのである。いずれにせよ、
今までの「外交」のやり方を貫いていてもうまくいかないということは理解されただろう。
従来の国際政治の中で一般化されてきた「外交は政府の専権事項」という考え方は修正を
迫られている。多様な主体によって多面的に行われる新たな国際関係の構築が必要とされ
ているのである。
こうした序章における結論を踏まえて、第 1 章では国家間交流におけるあらゆる影響要
因を“運搬”する「回路」について触れ、それぞれの「回路」の可能性と限界について見
ていく。
	
  第 2 章・第 3 章においては、文化的影響力の伝搬の軌跡をたどりながら、大衆文化を
用いた日韓・日中関係の新たな局面を分析する。「伝統的外交」から最も離れた“市民”に
よる“間接的”外交は、既にアジアにおいてその影響力・有効性が既に示されている、新
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たな「外交手段」でもある。「伝統的外交」が凝り固まった状況で、新たな「外交手段」を
用いることで、日韓・日中関係が再び展開していく可能性を結論として導くことが、本論
文の目的である。
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第一章	
  国家間交流にはどのような「回路」があるか
	
  国家間の関係は主に、直接的な要因と間接的な要因によって左右される。これは、人と
人との交流か、メディアを媒介とする交流（影響）かのどちらかということである。
	
  直接的な要因のなかでは、伝統的に、経済を目的として成り立つもの（民間）とそうで
ないもの（政府）とに分けられて議論されてきた。経済と非経済の分野の関係は相互依存
であり、一方の関係が冷え込んだとしても、もう片方の関係が盛り上がっている場合は、
国家間の関係性は保たれるというリスクヘッジができる。このような理由で、政治と経済
のバランスを巧みに用いるオルタナティブ外交は長い間政府によって用いられてきた。分
かりやすい例は、日中の「政冷経熱」関係だろう。
	
  近年では、NGO や NPO といった市民団体の登場や個人の海外渡航の増加により、非経
済の分野において民間や個人の存在が目立つようになってきた。民間や市民間の交流の特
徴は、交流の本来の主体である個人と個人の交流を直接のコアにしていることにある。そ
れは、国家や自治体の制度や枠組みに拘束されない交流ができることでもある。国は国益
を考え、自治体は地域社会の利益を考える。市民は、自治体の枠も、国の境も自由に越え
られる。市民はみずからの利益を考えると同時に、個人を越えた人びとの利益を考える。
それは、家族であり、友人であったりするが、その友人の輪は際限なく広がることができ
るのだ。
	
  「民際外交」を提唱した長洲一二神奈川県知事（1982 年当時）は、「第五回地方の時代
シンポジウム」（1982 年 11 月）で、その主旨を次のように語っている。「民衆同士、そし
て民衆が生活しているそれぞれの地域同士が国境を超え、心の交流をはからなければなら
ない。それは、外交への市民参加でもある。国の外交が本当に円滑に進むためにも、それ
を支える大きな土台として、国境を越えた民衆同士、市民同士が人間として、異なる文化
と生活をもちながら、心が通い合っていることが大変大事なことではないだろうか」
	
  このように、政府や団体を通さずに個人の間で行なわれる草の根的な交流の重要性は、
信頼関係に基づいた交流を促すといった点において、評価されているのである。
	
  一方で、間接的な要因を生み出す、メディアというカテゴリーにも注目したい。媒介を
介した交流は、交流の本来の意味である“交わり”には欠けるが、その伝搬能力の高さと
影響力の大きさは、ときに交流を越える役割を果たす。メディアによる影響は、情報内容
と情報を操作する担い手・媒体によってその度合いが決まる。市民にとって特に容易に受
け入れられるメディアとしては、教育と大衆文化がある。そのなかでも外国が直接的に影
響を及ぼすことができるのは、大衆文化であるとして、近年では各国がこぞって自国の大
衆文化コンテンツの輸入を進めるという状況も見られる。
	
  このように、一国が他国へ与える影響要因は、様々な目的の下で活動するアクターによ
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って、総合的に決定されているのである。そこで以下では、それぞれの回路の特徴を明ら
かにしていきたい。またその際に、アクター毎の過去の事例を挙げることで、具体的なイ
メージを描きやすくし、本章以降に続く個々の国家関係の議論へとつなげたい。

回路の種類

アクター
交流の種類

外交
政府間

要人往来
ODA、国際協力

直接交流

役所間
経済
文化

民間

スポーツ
個人間

間接的交流

メディア

政府プロパガンダ
教育
マスコミ
エンターテイメント
（大衆文化）

1-1. 政府間交流-事例：ODA	
  経済力は、単に経済的目的の達成ばかりでなく、より広範な国際的威信や認知というも
のまで含めた政治的目的に利用され得る。その代表が、“援助”である。
	
  このような政治的目的を持った援助を戦略的援助と呼ぶ。戦略的援助に関する議論のな
かでも代表的に取り上げられるのは、国益達成の手段としての ODA 国家戦略論である。国
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際的債権国であり、投資国でもある日本の経済力は、世界最大の ODA（政府開発援助）供
与国としてその立場を一層強めている。1995 年、日本は全世界の ODA の 24％を拠出した。
このことは日本が国際的役割分担に一役買っていることを意味し、同時に、第三世界諸国
の前途に経済的のみならず、政治的影響力を及ばす機会が与えられていることをも意味す
る。
	
  以下に、日本が世界的に援助というものにどのように影響力を行使しているか、またど
のような援助が政治的影響力を発揮できるかについての分析をみてみる。
	
  経済的利益だけでなく政治的目的追求のための援助の利用は、外部勢力、特に米国の圧
力の下で進められてきた。そこで日本は、国際システム維持のために経済力に見合った貢
献をしていないと指摘され、防衛力増強を求める米国の圧力を撥ね返す必要から、援助を
テコとして、欧米諸国の批判に応えることにした。
	
  1980 年代、米国は、日本が安全保障上の利益の為に援助を有効に活用すべきであると要
求し始めた。日本政府は防衛費増強を求める米国の要求を受け入れる意思はなく、またそ
れは不可能でもあったが、安全保障と援助を結びつけることにおいて問題はなかった。1980
年代初期、日本政府はインドネシアや中東などへの援助を、
“戦略地域への援助”もしくは
“紛争地隣接地域への援助”という表現を用いた。戦略的援助の対象国としてはタイ、パ
キスタン、トルコがある。さらに米国の圧力下の、エジプト、オマーン、北イエメン、ス
ーダン、ジャマイカが挙げられる。さらに米国の要請で、日本は中国、イランなどに対し、
武器輸出を控えさせるために、圧力をかける手段として援助を利用している。
	
  このように開発援助を政治的・戦略的目的に結びつける動きが 1991 年の海部俊樹内閣の
「四つの ODA 指針」となり、さらに 92 年、
「政府開発援助大綱」となった。そこで初めて
日本政府は非援助国に対する立場を明確にし、政治的・経済的・軍事的基準を設けた。こ
れより先、1984 年、パキスタンを訪問した中曽根首相は、「日本は外交においてもっと効
果的に経済力をかつようすべきであり、緊張緩和を目的にした経済協力を否定すべきでは
ない」と述べている。
	
  アジアにおける、政治的目的のために使われた援助の初期の例の一つとして、ミャンマ
ー（ビルマ）のケースがある。1962 年以降、もし日本が経済支援をしなかったら、ネ・ウ
ィン政権は崩壊していたであろうといわれている。日本国内の右翼系ビルマ・ロビーがビ
ルマの軍事政権を支援し、日本企業の現地食い込み成功に手を貸したのだった。しかし、
1988 年より日本政府は一転して民主化促進のため、援助を通しての影響力行使に乗り出し、
もし経済改革を導入しなければビルマとの関係を再考すると初めて警告した。数ヶ月後、
日本は民主化運動のリーダーが殺害されたことを口実に援助を停止している。
	
  経済力行使の他の例として、国連安保理の非常任理事国のポスト獲得のための集票工作
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がある。1996 年、日本は最多の 8 回目の当選を果たしたが、「日本はソロモン諸国のよう
な小国に対して安保理入りへの支援と引き換えに援助を約束したとトーマス・フランク（米
国際法専門家）は述べている。
	
  このようにして、日本は各国政府の政治的・経済的政策に影響を及ぼしてきた。ここで
は主に援助を通じた対外政策に目を向けたが、それ以外にも、国際レジームの変更や強化
に関わりながら、国際市場における企業間競争にも少なからずインパクトを与えている。
	
  政府による対外活動は、規模や扱う題材、アクターの意思などによって、それぞれの影
響力は異なるが、いずれも社会性が高いのが特徴だろう。これは、交流の担い手が政府と
いう社会的存在であることに由来する。よって、政府間の交流においては、たとえ一人が
代表して行なう業務であっても、それは一国を代表する行ないであるということを考慮す
ることが必須である。
	
  特に、外交は他の三つを含む国家の対外政策の全体図であり、最も注意深く決めていか
なければならない。他の回路の意図は、個人的なものではなく、基本的にこれに従うべき
ものである。また、外交のなかでも、ODA・国際協力は、他国にたいする影響力が大きい
ために、基軸となり得ると同時に、影響力の大きさは第三国からの批判を招きやすくする。

表 1-1：政府間交流
外交

インパクト

有効性

継続性

社会性

中：当人達の意思に

中：左に同じ

大：契約・約束を

大：外交＝国の指

伴う

針・方向性

よる
要人往来

大：国の要人がアク

中：要人といえど

小：要人というポ

大：国の要人がアク

ター

も個人的な交渉に

ストに継続性がな

ター

なりかねない

い

大：左に同じ

中：外部要因によ

大：分かりやすい（数

り変更を強いられ

字・額が大きい）た

る場合がある

めに国際社会から非

ODA

大：国の基盤となる

国際協力

経済を交渉に用いる

難を浴びやすい
役所間
連携

小：成果は大きくと

小：インパクト・

大：目下のプロジ

大：社会的プロジェ

も題材が地味だとマ

社会性の少なさよ

ェクトがある

クトである

スコミはあまり扱わ

り

ない
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1-2. 民間交流-事例：スポーツ外交	
  1971 年 4 月 7 日、名古屋での第 31 回世界卓球選手権大会を舞台に展開されたピンポン
外交（中国のアメリカ卓球チーム招待）は、中国の国際舞台への登場の第一歩となった、
スポーツ外交の成功例であり、歴史的事件である。1960 年代後半から 1970 年代前半まで
続いた文化大革命の混乱期を終えた中国は、米中の対立構造に風穴を空けたピンポン外交
によって中米関係のみならず、世界の国々との友好ムードと信頼関係を築き上げるにいた
った。ピンポン外交の後には、キッシンジャー大統領補佐官の訪中を経て、国際連合加盟、
ニクソン訪中を経て、中国は日本など各国との国交樹立を次々と果たし、建国以来の国際
的孤立状態から脱出するのに成功した。
	
  もともと、中国の世界卓球選手権大会への参加は、日本卓球連盟会長であり名古屋大会
の最高責任者であった後藤鉀二による演出によるところが大きかった。中国チームは、文
化大革命によって 1967 年、69 年の世界選手権大会に 2 回続けて参加しなかった。1961 年
の北京大会で日本の 5 連覇を阻んだ上に、その後の大会における優勝も含め 3 連覇を達成
していた世界最強の卓球チームの名古屋大会への参加は、後藤氏の願いだった。しかし、
中国卓球チームの参加を実現するには、
「二つの中国」というデリケートで大きな政治問題
が存在していた。後藤氏は、名古屋大会を名実ともに世界大会とするために、政治三原則
を認めるという決断を下す。その骨子は、中国を敵視する政策をとらない、「二つの中国」
をつくりだす陰謀に加わらない、日中国交正常化を妨げないというものだった。
	
  中国のアメリカとの接触は、国際卓連委員会の諮問委員会での会議において実現した。
中国卓球教会主席代理、宗中氏とアメリカ多旧代表団のスティーンホーベン団長の 2 人に
よるものである。ここで、
「中国の卓球のレベルは非常に高いから、アメリカ選手が中国へ
行けば、いろいろと勉強になりましょう。中国の卓球選手がアメリカに来ることも希望し
ます」などという会話がなされたという。この後、宋中氏は他の役員に伝えたが、まった
くの偶然なのか、裏に意味があるのか、そのときのアメリカ人の表情はどうだったのか、
などのたくさんの疑問が出る困惑ぶりだったという。ただ、試合などを通じてアメリカ人
はなかなか友好的だという感じはだれにでもあった。そこで彼らは「アメリカ卓球チーム
は友好的であり、彼らは訪中を望んでいる」という結論を出すにいたったのである。
	
  結論の背後には選手同士の個人的な関係性も関係していたのだろう。名古屋大会に参加
するに当たって、中国選手はアメリカチームに対する振る舞いについて、中国側からは接
触しないといった決まりを設けていた。それでも、試合前後には米中両国選手の友好的な
振る舞いが行なわれていたし、個人的な接触も話題となった。アメリカのコーワン選手と
中国の荘則棟選手が互いに記念品を渡し合った写真は、世界で大きく報道された。
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  アメリカ卓球チーム訪中後、時の総理であった、周恩来と中国外務省の幹部たちが、今
後の中米関係を分析していたときのことだ。周恩来は「ひところは政治運動に力を集中し
なければならず、外交がおろそかになった。続いて極左の誤りを正すのに力を取られた。
今は外交攻勢を展開すべきときだ。ピンポン外交は、われわれの外交攻勢の一環だ。ピン
ポン球が弾んで世界を揺り動かした。小さな白い球が地球を動かしたのだ」と言ったとい
う。ピンポン外交は、史上に残るスポーツ外交であり、その後の中国の国際的発展に寄与
する大きな事件だったのである。
	
  ピンポン外交は非常に分かりやすい例であったが、このように、民間による外交は、閉
ざされた政府間関係に対話のきっかけを与える可能性が大いにあるという事実を示してい
る。実に、アメリカの指導者は当時、中国と長い間交わりを断絶していたために、どのよ
うに近づけば良いのか分からないという悩みを抱えていた。このような状況を打開したの
が“卓球”であった。
	
  特に、スポーツ外交は、スポーツという世界標準のゲームを舞台とするために、多文化
間で共有されやすく、また国際競技大会ではマスコミや国民からの注目を集めやすい。結
果として、国家関係にインパクトを与えやすいという側面がある。他にも、
「パンダ」など、
社会的に注目を集めやすいテーマを中心とした民間交流は、個人では与えられないインパ
クトをもたらす。
	
  しかし実際には、多くの民間交流は注目を浴びずに当事者の内輪で留まっているため、
交流の広がりには欠けている。また、経済的に不安定な団体も多く、継続性がないという
問題点ある。以下に、民間外交のまとめとして、民間が行なう活動のうち代表的なものを、
それぞれの特徴とともに表にした。

表 1-2：民間交流
スポーツ

・スポーツ団体
アクター（関係者）
（国際、地域、国家）

スポーツ振興
交流の動機

大会自体が世界に
効果
注目されることも

歴史あるスポーツの場
継続性
合、試合やスポーツその

経済

・企業
・スポーツ選手

利益追求

・広く浅い交流に
あり、国民に広く

・企業の経営状態による
ものが政治的・経済的に

・消費者
・観客

つながる
知れ渡る

・国家の経済状態による
中止されることは少な

・労働者

・顔が見えない場

い

合が多い
文化

・NGO、NPO

文化交流

・民間人（個人）
スポーツ

・スポーツ団体

深く個人的な交流

個人的興味による

につながる
大会自体が世界に

歴史あるスポーツの場

（国際、地域、国家）

注目されることも

合、試合やスポーツその

・スポーツ選手

あり、国民に広く

ものが政治的・経済的に

知れ渡る

中止されることは少な

・観客

スポーツ振興
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1-3. 個人間交流-事例：-日本での韓国人留学生	
  留学生受け入れ 10 万人計画は、1983 年 10 月に発表された。当時の総理である中曽根康
弘元総理は、
「アメリカに次いで 2 番目の経済大国になったが、この留学生数では文化大国
とはいえない、大国とはいえない」とその意図を説明している。その効果もあってか、2004
年には、日本の大学等で学ぶ外国人留学生の総数は 117,302 人となっている。なかでも韓
国は、中国に続き 15,533 人と全体の 13.2%を占めている。
	
  海外に留学する韓国人は現在 18 万人以上いる。国別に見ると、米国が断然 1 位で、日本
は中国、ニュージーランドに続く 4 位となっている。韓国の集計では、2006 年に約 1 万 7000
人が日本で留学・就学をおこなっているという。
	
  ここでは、日本留学後、韓国へ帰国した人びと対象に、日本留学についてどう考えてい
るのかを分析したデータを用いて、日本への留学が与える影響について考察してみたい。
	
  まず、日本への留学を決めた要因を見ると、自分の専門レベルを高めるとか、自分の現
在持っている外国語能力を考慮したといった典型的な目的が目立った。しかし「あなたが
留学した国は最初から行きたかった国ですか」という質問にたいし、日本の大学に留学し
ていた韓国人のうち「最初は違っていた」と答えている人は 24%もいる。彼らのうち 90%
は「米国」を希望していた。なぜ米国留学を断念したかを聞くと、ほとんどが「経済的な
理由」を挙げている。「日本で奨学金をもらうことになった」とか、「日本ではアルバイト
ができる」といった答えである。次に、留学中の悩みについての質問にたいし、「指導教員
との人間関係」が多く挙げられていた。カリキュラムや論文指導、学位授与においても若
干の不満が示されている。さらに、韓国における日本の学位の評価が低いというものもあ
った。このような結果から、日本留学の索引力は、奨学金を中心とした経済的なサポート
があり、日本は留学しやすい環境であることが分かった。しかし、実際に留学してみると、
教育環境におけるマイナス面が見られたことが窺える。
	
  留学先国や人びとに対するイメージの変化をみると、日本社会や日本人のよさを認識す
る側面があることが分かる（以下図参照）。留学先国、留学先の人びとどちらにもたいし、
イメージが上昇していることを考えると、留学生の受け入れは日本にとって非常に有効的
であるということが示された。
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  以上、韓国人留学生の日本への留学についての分析より、日本への留学が一定のイメー
ジ向上の効果をもたらすことが示された。韓国人留学生の日本への留学動機特徴的なこと
として、経済的要因が大きいことは、必ずしも初めから日本へのイメージが良かったわけ
ではないことを示す。これは、
「留学先国にたいするイメージの変化」の図からも分かる通
りである。日本にたいし興味を持ったというよりもむしろ、留学環境に魅力を感じたと考
えられるだろう。しかし、日本留学から帰国した韓国人留学生の多くは、日本にたいし良
いイメージを持って帰っている。これには社会の受容態度が関係しているだろう。留学生
には、教育環境など様々なトラブルが予想されるが、それでも日本という国に全面的に接
することで、全体的には「良い気持ち」になって帰国しているのだ。
	
  個人間交流をするもう一つの手段として、観光が挙げられる。観光によっても日本への
意識は変わってくるのだろうか。観光の留学との決定的な違いは、滞在期間の短さである。
その限られた時間のなかで彼らがどのような経験をしたかによって効果は大きく異なる。
	
  たとえば、1980 年代の中国では日本についての情報が非常に少なく、貧しかったことも
あり、日本を一目見ただけで、ほとんどの人に日本にたいする興味や憧れが見られたとい
う。しかし現代では、大抵の人は訪れる国の情報を集めてから渡航する。そうなれば、た
だ都市を目の当たりにするだけでなく、人との交流が鍵となるだろう。今まで接したこと
のない日本人の親切さや思いやりに触れる機会があれば、それは観光客にとって、かつて
中国人観光客が場所としての日本にたいしてそうだったように、衝撃となるだろう。
	
  留学にも観光にも共通することとして、交流に関わることができるのが基本的に当事者
のみであるということにも注目したい。留学の受け入れ体制の整備や観光産業の活性化な
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ど、それぞれの母数を増加させることはある程度可能だが、それでも影響範囲が限られて
しまうことは否めない。

1-4. メディア-事例：日本のアニメ	
  いまや世界でテレビ放送されるアニメーション番組の 6 割は、日本で作られた「アニメ」
であると言われる（経済産業省、2004）。「anime」という言葉そのものが日本製のアニメ
ーションを意味するようになり、日本のアニメーションを「Japanimation」と呼んでいた
時代は既に過去のことである。多チャンネル時代のなか、番組の受容と人気は、要は「お
もしろい」と評価されるか否かにかかっており、日本のアニメはその壁を乗り越えてきた
のである。
	
  では、海外で放送されるアニメは、その国の市民（視聴者）の意識に何らかの影響を与
えているのだろうか。アニメ視聴による外国人の意識や態度の変化を調査した実証研究は
なく、直接的な因果関係は証明できない。しかし、日本の文化がクール（かっこいい）で
あると評価する世界的な潮流のなかで、アニメの果たしている役割は大きいと推測できる。
経済産業省と日本貿易振興機構では、アニメの輸出による経済効果に主眼を置いて制作会
社の海外進出の手助けをしているが、アニメによる日本のイメージアップ、文化力と外交
力の創出は、アニメ輸出をいっそう推進するだけでなく、日本の他の工業製品のイメージ
アップと輸出増にも寄与すると理解している。
	
  実際、外国人によるアニメ視聴が日本に関係する行動に影響することを示唆する報告は
いくつもある。バブル崩壊後、日本のビジネス分野での魅力低下から、アメリカでは日本
語を学ぶ学生の数が減少し、一時は日本語教員のレイオフや日本語学科の閉鎖が相次いだ
といわれる。しかし、世界的に見れば日本語学習者は年々増加し、多くの国で日本のアニ
メ、マンガ、そして、ファッション、ゲームなどのポップカルチャーに対する関心から日
本語の学習を始める若者が増加していると報告されている（国際交流基金、2007）。アメリ
カでも最近になってアニメやマンガをきっかけに日本語の授業を履修する学生が増えてい
るという。
	
  アニメがきっかけや目的になって日本語学習を始めることは、ハリウッド映画の大ファ
ンが字幕なしでそのまま観たいからと英語の学習を始めることと本質的に同じだ。影響は、
言語学習を誘引することに留まらない。ハリウッド映画に描かれたさまざまなシーンが、
まるで実際に体験したような心の原風景となり、アメリカへの羨望やイメージ形成に大き
な影響を与えることは、過去の研究例が示している。
「交戦相手であったアメリカを戦後日
本はこよなく愛するようになった。それは圧倒的な軍事力や経済力にひれ伏しただけでは
なく、ハリウッド映画やテレビドラマを通じて紹介されたアメリカ消費生活への憧憬・・・
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すなわち現代文化のパワーの効果も大きかったはずである」
（中村伊知哉「ポップカルチャ
ー政策概論」2003）とあるように、大衆文化の作用として市民に与える影響は無視できな
いものがある。今日の『クール・ジャパン』現象を作り出した中心には内外に『アニメ世
代』を生み出すような日本アニメの成功があったという分析もある。
	
  国民の人気にもかかわらず、中国政府がアニメ放送を午後 5 時から 8 時まで禁止したこ
とも、アニメの影響を脅威として理解しているからだと考えられる。つまり、アニメ視聴
が中国人の抱く日本のイメージ向上につながり、日本のソフト・パワーが中国政府の意に
反して伸びてしまうという危機感である。
	
  アニメを中心にしたポップカルチャーは、日本の魅力を生み出し、クール・ジャパン、
そしてソフト・パワーを創出している。しかし、そのことによって外国人の日本に対する
意識を根本的に変えているかどうかは疑問である。そもそも、アニメ制作者は普通、日本
市場のことを一義的に考え、海外での影響のことなど考えて作っていない。また、アニメ
の特徴や魅力に共通点はあるものの、作品ごとにテーマやメッセージ性は異なる。アニメ
ブームには、
「仮想世界」であるアニメに憧れた海外の視聴者が現実の日本社会に失望して
しまうという可能性も内在している。
	
  以上より、まずはメディアが伝搬する情報の影響力の大きさが分かった。さらに、大衆
文化によって形成される日本にたいするイメージは、常に実際の日本と一致するわけでは
ないということも指摘できるだろう。
	
  メディアを通して知り得る「外国」は、程度の違いこそあるものの、良くも悪くも、直
接的に交流をしたときとは異なる印象を与える場合が多い。その程度の違いは、国の政治
体制に大きく左右される。たとえば独裁国家において、政府によるプロパガンダでは、政
府の政策の意図が強く含まれているために、客観的な見方を提供することに欠けやすい。
そのような政府の政策が教育にも影響されている場合は、教育は、自国を客観的な存在と
して考察する手段ではなく、愛国者を育てるための手段にもなりかねない。また、マスコ
ミによる情報も、政府の望むものに合わせられる。民主国家においては、政府によるプロ
パガンダが度を越えていると判断されれば、マスコミによる批判が生じるのが普通である。
無論、両者がタッグを組んで同様の主張をすることもあるので、介入者のいる情報はどの
ような国家においても 100%信頼できるものではない。
	
  とはいえ大衆文化には、その国の政治体制や社会の一般常識によって排除されないとい
う特徴がある。つまり、市民が自分の好みの範囲で選択することができるのが、大衆文化
である。政府によってアクセスが遮断されていることもあるが、情報化が進んだ現代、異
国からの大衆文化を全て市民から切り離すことはほぼ不可能である。検閲に関しても同様
のことが言える。よって、大衆文化はメディアのなかでも、他国が干渉するのが最も容易
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な「回路」であると言える。また、先にも述べた通り、大衆文化には個人に選択の余地が
あるために、選ばれたコンテンツにたいする個人的な思い入れが生じやすい。このため、
直接交流に最もつながりやすい「回路」であると言えよう。
	
  最後に、どのメディアに共通することとして、伝搬能力の高さについて言及したい。政
府プロパガンダや教育といった政府によって広められる情報はもとより、マスメディアや
個人メディアによって届けられる情報であっても、人びとは各家庭で目にすることができ
るため、メディアによる影響は多くの人へいたるのである。しかし、当然のことながら、
情報を発信する側が市民から信頼を受けていなければ、その影響は最小限に留まるだろう。
その点、大衆文化は、繰り返すようだが、自身の選択によって情報にアクセスしているた
め、影響を及ぼしやすいと考えられる。

表 1-3：メディアを介した交流
大衆文化

自国／他国：

・娯楽の提供

◎

◎

担い手

意図

公平性

有効性

政府

自国：

・国益

○／

◎／

プロパガンダ

・政府

・制作会社
・スポンサー

・利益

る、他国のもので

個人の選択＝強い興
味、思い入れ、信頼、

政治社会体制・ 政治体制による

・テレビ（ドラマ・

も選択される可能

国際関係による

アニメ）、映画、マン

教育

意図が娯楽であ

親近感につながりや

性有

すい

○／

◎

自国：
ガ、ネット

・国益

・政府

・他国との調和 上記に同じ

教育は初めて世

・学校

・教育

界・社会を見る際に

・教員、教科書

使われる“定規”に

他国：

なる

・教科書委員会等
マスコミ

自国／

・情報の提供

△

○

	
  他国（影響小）：

・主張

上記に同じ、自国

多くの人が見るため、

・政府：検閲

・利益

のものが占拠しが

影響を与えやすいが、

・スポンサー

・国益？

ち

情報化（多メディア

・マスメディア

化）で退化しつつある

・ジャーナリスト

1-5. まとめ
	
  ここまで、一国が外国にたいして与える可能性のある要因を考察してきた。まとめとし
て大まかに結論づけるとすると、一般的に、政府間の交流には高い社会性がある、民間交
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流には政府に左右されない影響力がある、個人間交流には深い信頼関係を築ける、そして
メディアには高い伝搬能力があるという利点があることが分かった。逆にそれぞれ、政府
間交流には関係するアクターが限られている、民間交流には経済的理由による継続性の欠
如が見られる、個人間交流には影響範囲が極端に限られている、そしてメディアによる交
流には現実との乖離が生じやすいといった欠点が浮かんできた。

表 1-4	
  「回路」のまとめ
＋

−

政府間

高い社会性

アクターが限られている

民間

政府に左右されない

個人間
メディア

一定の影響力

経済的に不安定

信頼関係

影響力に乏しい

高い伝搬能力

現実との乖離

	
  第二章以降ではこれらの回路のうち、政府間交流がある程度成熟し行き詰まりを見せて
いる日韓・日中関係において、新たな回路としてのメディア、なかでもエンタメの持つ可
能性を提案していきたい。
	
  「メディア」を選択することで、民間・個人間交流にはない“広く早い”影響を期待す
る。また、他国からも影響を与えられ、民間・個人間交流につながりやすい「エンタメ」
を扱うことで、メディアの持つ欠点であった現実との乖離を減少させるのが目的である。
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第 2 章	
  理想の“エンタメ”とは何か
2-1. 日韓関係の推移
	
  日韓関係は大別すると、三つの期間に分けられる。第一期は戦後から国交正常化までの
1945 年から 1965 年で、当時の韓国における日本のイメージは、
「久保田発言」に代表され
る、反省しない日本というのが一般的なものだった。また、それを推し進めるように、李
承晩による反日政策が行なわれていた。反日教育や竹島占拠などである。
	
  次に、朴正煕による軍政時代における国交正常化がある。ここで国交は結んだものの、
「軍
事独裁政権」と「過去を謝罪しない日本」との国交は、その後の日韓関係に大きな矛盾を
残すこととなった。1982 年の歴史教科書事件など、度々起こる歴史問題や竹島問題がその
代表的な遺産である。またこの時期には、日本のマスコミの洗脳によって、軍事独裁政権
が支配する韓国社会を恐怖とする認識が日本国民に広まった。
	
  韓国が民主化したことで、日韓関係に新たな時代が訪れたのが、1987 年 6 月の韓国民主
化宣言以降である。1988 年のソウル・オリンピックは、日本人の対韓認識に大きな影響を
与えた歴史的な事件であった。この時期に韓国関連のテレビ番組が放送されるようになり、
円高も助けとなって多くの日本人観光客が韓国を訪れるようになった。雑誌『POPEYE』
（マガジンハウス）が韓国特集をするなど、観光地としてメディアに紹介されるになった
のもこの時期からである。しかし、韓国旅行に際して、韓国語を勉強したり韓国の文化や
歴史を学んだり、現地の人と触れ合うようなケースは極めて少なかったと思われる。つま
り、民間や個人間交流はあまり盛んではなかったと言えよう。
	
  一般の若者をはじめ、芸能人、業界人、政治家、経済人、スポーツ界、学会など、広範
囲に韓国に対する関心が示され始める、
「韓流ブーム」が起こるのは第三期の後半からであ
る。

表 2-1：日韓の「回路」の評価
	
 

政府間	
 

第一期	
 

第二期	
 

第三期	
 

1945-65	
 

1965-1987	
 

1988-2010	
 

極寒	
 

涼	
 

暖／涼	
 

暖／涼	
 

・国交断絶期	
 

・国交正常化	
 

・韓国民主化	
 

・菅首相談話＝初の

・久保田発言	
 

・
「軍事独裁政権」と

・歴史認識の改善	
 

謝罪談話	
 

「過去を謝罪しない

・竹島、靖国参拝	
 

・竹島、慰安婦問題	
 

日本」の握手	
 

・日韓友情年	
 

・中曽根：アジア外
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現状評価	
 

交	
 
民間	
 

無	
 

涼	
 

暖	
 

熱	
 

・日本の経済協力を

・ソウル五輪	
 

・語学	
 

テコに経済発展	
 

・2002 ワールドカッ

・学術（技術協力・

プ共催	
 

東アジア共同体

）	
 

・貿易	
 
個人	
 

極寒／熱	
 

極寒	
 

暖／涼	
 

熱帯	
 

・李承晩の「反日」	
  ・マスコミ	
 

・VISA 開放	
 

・往来 500 万人	
 

・個人の記憶＝ノ

・李・秀賢さん	
 

・語学・留学	
 

・歴史教科書問題	
 

スタルジー	
 

・反動としてのナシ
ョナリズム	
 

エンタメ	
 

無	
 

＠日本：韓国	
 

表面上無	
 

暖：暖	
 

熱帯：世代間問題	
 

・「ODA 歌手」	
 

・韓国ブーム：消費

・韓国文化ブーム：

・日本大衆文化規制⇄

と快楽の対象	
 

韓国ブランドの確立	
 

アンダーグラウンド

・日本大衆文化開放

・KARA、少女時代	
 

ブーム、マンガ	
 

（1998-2004）	
 

・BIGBANG	
 

・韓流ブーム：メイ

・キム・ヨナ選手	
 

ンストリームへ	
 

2-2. 韓流とは
	
  韓流という言葉が日本で聞かれるようになったのは、2003 年に NHK で放送された「冬
のソナタ」が人気を博してからである。
	
  「韓流」とはもともと中国のメディアが中華文化圏における韓国ドラマや音楽の流行現
象を指したものである。「韓流」の語源は、“急な寒波”という意味で使われる“寒流”と
いう言葉からきたと言われ、韓国大衆文化の人気がそれほど強烈に中国社会に浸透してい
るとの意味をこめて「韓流」と表現しはじめたそうである。
	
  特に、韓国からの映像コンテンツの輸出は、テレビドラマや映画を中心にアジア地域で
拡大した。特に韓流の経済的効果が最も現れているのは日本である。日本への輸出はアジ
ア全体への輸出のなかで、テレビ番組の場合には 63.1%を、映画の場合には 91.5%を占め
ている。日本への輸出額が大きい理由は、日本のコンテンツ市場が他のアジア地域の市場
に比べて規模が大きいこと、そして日本では違法コピー問題が他地域に比べて深刻でない
ことが挙げられる。
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  韓国のサムソン経済研究所が 2005 年に発表した報告書によると、アジア各国における韓
流の拡散には、以下の図が示すようないくつかの段階があるという。

図 2-1：
「韓流」の拡散段階
大衆文化の流行

関連商品購入

韓国の商品購入

韓国への憧れ

ドラマ、音楽、映

ドラマと関連し

電子製品、生活用

韓国の文化、生活

画など韓国大衆

た観光、DVD 商

品など韓国商品

様式、韓国人など

文化とスターに

品など大衆文化

を購入する段階

“韓国”全般にた

魅了される段階

及びスターと直

いする憧れの段

接関連した商品

階

を購入
メキシコ

	
  	
  	
  日本

中国

エジプト

	
  	
  	
  台湾

ベトナム

ロシア

	
  	
  	
  香港

？

出典：サムソン経済研究所（2005）
	
  このように、韓流ブームによって輸出された映画やテレビ番組は、観光商品をはじめと
する様々な産業に波及効果をもたらしたのである。2004 年に韓国観光公社が行なった調査
によると、日本から 2004 年に韓国を訪れた観光客のなかで、「韓流」に影響されたか「韓
流」と何らかの関連で韓国を訪れた人は、全体の 27.4%を、中国の観光客では 59.5%を占
めていたという。

2-3. 韓流の力
	
  1980 年代以降の日韓関係の新しい風をつくった要素として、エンタメの力が大きいこと
はいうまでもない。1951 年の調査「日本人の人種的偏見」では、「日本人の異民族に対す
る好嫌」という項目で、好意の順位は、アメリカ人、フランス人、イギリス人、ドイツ人、
イタリア人、インド人、タイ人、ビルマ人、インドネシア人、シナ人、安南人、フィリッ
ピン人、オーストラリア人、ロシア人、朝鮮人、ニグロ人となっている。特に朝鮮人の場
合、
「好」の比率が 2%と極端に低いだけでなく、
「嫌」の比率が 44%と圧倒的に高いのが特
徴であった。
（長谷寛「戦後日本の朝鮮観」1984）また、同じ調査における朝鮮人に対する
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日本人のイメージでは、
「不潔（17.3%）」
「ずるい（43.7%）」
「みにくい（28.8%）」
「腹黒い
（15.8%）」というイメージが多く、
「立派（0.3%）」
「正直（0.9%）」
「親切（1.6%）」といっ
たプラスのイメージは極端に少ない。
	
  このようなイメージと好悪の感情は、基本的に 1980 年代に入る頃まで持続されたと思わ
れる。それが 80 年代の韓国ブームと 90 年代終わりからの韓流とによって、驚くべき転回
をしたのである。以下の図は、内閣府が 1978（昭和 53）年より実施している「韓国にたい
する親近感」を問う世論調査である。
「親しみを感じる」が飛躍的に伸びたのは、1998（平
成 10）年頃からはじめる韓国ブームと 2004（平成 16）年の「冬のソナタブーム」に続く
韓流ブーム以降である。

図 2-2：
「韓国に対する親近感」

出典：平成 21 年「外交に関する世論調査」内閣府
	
  韓国ブーム以降、韓国に関する情報量は飛躍的に増大し、アクセスも容易になった。そ
れにより、従来のように一度も韓国に行ったことがなく、韓国人と深く触れ合ったことも
ないのに、先入観とステレオタイプなイメージだけで韓国にレッテルを貼るといったこと
が少なくなってきた。かつては「不潔」「汚い」と形容されていた韓国の「異質さ」は「パ
ワフル」に代わった。『pen』2001 年 3 月号（TBS ブリタニカ）の韓国特集において、韓
国は「ソウルには、思わず踊りだしたくなるようなリズムがある、情熱がある。かつて風
水地理学によって生まれた美しい都は、いま、希望の風が吹き抜ける、エネルギー融合都
市だ」と紹介されている。他雑誌においても韓国・ソウルは「パワフル」
「エネルギッシュ」
「スピード」のある都市として、度々特集されている。
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  韓国ドラマのヒットがもたらした、韓国にたいする意識の変化も大きい。ドラマには、
韓国の風景だけでなく、韓国人のものの考え方、生活様式、そして韓国社会の抱える問題
や希望が盛り込まれている。韓国社会との交流が一気に増大するきっかけを生んでいたの
である。

2-4. 「冬ソナ」の大ヒット
	
  「冬のソナタ」は、韓国 KBS が制作し、2002 年 1 月から 3 月まで放送され、平均視聴
率は 23.1%を記録した。日本では 2003 年 4 月から 7 月まで、NHK 衛生（BS）第 2 で毎週
木曜日の夜 10 時から日本語吹き替え版で放送された。平均視聴率は 1.1%と低かったが、
口コミで話題が広がり、番組終了時には NHK に多数の問い合わせや再放送リクエストが寄
せられた。その結果、同年 12 月には BS で再放送され、同時に DVD 版も発売され、一部
の週刊誌でも話題として取り上げられた。
	
  このドラマの人気が爆発するきっかけとなったのは、2004 年 4 月から NHK 総合チャン
ネルでの再放送が決まり、それに合わせて、主演俳優のペ・ヨンジュンが来日したことで
ある。4 月 3 日のペ・ヨンジュン来日時には、女性を中心に 5 千人ものファンが空港に駆け
つけ、これがテレビのワイドショーや週刊誌などでも大きく報じられて、
「冬ソナ」ブーム
に一気に火がついたのである。NHK 総合テレビで 4 月から毎週土曜午後 11 時 10 分に再放
送された「冬のソナタ」は、視聴率も次第に上昇し、最終回には関東地区 14.4%、関西地
区 16.7%という高い数値を記録した。

2-5. 韓流の特徴
	
  日本での韓流ブームの特徴のひとつは、視聴者やファンの関心が単に特定の俳優や作品
に留まるのではなく、「韓国ってどんな国？」というような、広い意味での「韓国の文化」
全般に向けられたという点にあるだろう。同じく日本の女性たちの熱烈な視線を集中的に
浴びた人物として、ぺ・ヨンジュンの直前にもサッカー選手のベッカムやイルハンがいた
が、だからといってイギリス文化ブームが起きたりトルコ語学習熱が高まったりしたとい
うことはなかった。その意味で、韓流ブームには特殊性があったといえる。
	
  その理由として、よく「冬のソナタ」ファンの「真面目さ」が挙げられる。そもそも「冬
のソナタ」が NHK で放送されたためにこのように多くのファンを集めえたのだと指摘する
人は多い。すなわち民放テレビに飽き飽きしてしまっていた「真面目な層」が、NHK とい
う「真面目な」局が流す「真面目な」ドラマであるがゆえに安心して容易に自己を没入さ
せた、というわけである。そのような「真面目な」人たちであったために、文化や言葉や
歴史といった領域にまで旺盛な知的関心を寄せた、ということだ。また同じ NHK でも、最
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初の放映が衛星放送だったことも大きく影響したといわれる。衛星放送の視聴者は知的好
奇心が王制で、また自分が「よい」と思ったものを他人に伝達する能力に優れた「インフ
ルエンシャル」な人たちが多いそうだ（NHK 衛星局関係者）。
	
  しかし、この理由だけでは、ベッカムが英国ブームを巻き起こさなかったことを説明し
きれない。ベッカムのファンのなかにも、真面目さはさておき、若者という「インフルエ
ンシャル」な存在が中心にいたことは明らかである。確かに、彼はドラマに出ていなかっ
たとはいえ、多数のメディアに登場し、インタビューも受けていた。ベッカムとペ・ヨン
ジュンのもたらしたブームの特性の違いは、ファンの性質よりももっと本質的なところに
あるのではないだろうか。
	
  それは、ブームをもたらした“コンテンツ”と“メディア”にあると私は考える。ベッ
カムはワールドカップという、日本中誰もが知る大会において活躍したことがきっかけで
ブレイクした。韓流スターは、しかしそのような恵まれた環境にはいなかった。ペ・ヨン
ジュンを含め、現在多くのファンを持つ韓国の俳優は、みんな数あるドラマのうちの主人
公か、さらに運が悪ければ脇役だった。一斉に日本中から愛されるベッカムとは異なり、
彼らは「自分たち」、ファンが応援することで成長する。こうしたブーム形成の背景に、違
いがあったのではないか。ペ・ヨンジュンが来日した時期からヨン様ブームが一気に大き
くなったという事実もある。
	
  まず、コンテンツの面では韓流の中心が当初、韓国ドラマであったことに注目し、次に
韓国ドラマの質の良さを紹介したい。韓国ドラマの視聴によって、「きつい」「自己主張が
強い」などのステレオタイプ的な韓国人の印象から、
「濃厚な人間関係に裏打ちされた直接
的表現」「暖かかく濃厚」のように好意的なものに変化したという調査結果が 2004 年に出
ている。ドラマは、視聴者の感情移入を通して登場人物との心理的距離を縮小させる効果
があるのだ。
	
  また、韓国ドラマには、高い物語性と役者のレベル、さらに恵まれた制作環境によって
支えられる、良質なものが多く存在する（韓流の魅力に関しては、クォン・ヨンソク氏の
著書「『韓流』と『日流』文化から読み解く日韓新時代」に詳しくある）。放送回数の多さ
も魅力の一つだろう。大体 11~12 回と決められている日本のドラマと違って、韓国ドラマ
は一回の尺も含め、自由に設定できる。最後までハラハラドキドキする展開を可能にして
いるのだ。こうした魅力が、視聴者を飽きさせず、一つのコンテンツに触れる時間を長く
留めさせることを可能にしたのである。
	
  次に、メディアの特徴に移ろう。韓国ドラマを放映するメディアの一番の特徴として、
その数の多さが挙げられる。本国では、「月火ドラマ」、「水木ドラマ」、「週末(土日)
ドラマ」と呼ばれる週 2 回放送される約 70 分（CM10 分+ドラマ 60 分）の連続ドラマが、韓
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国の 3 大放送局である MBC、MBS、SBS それぞれにおいて放映されている。日本においても、
近年、拡張される放送枠に安く仕入れられるコンテンツとして、衛星放送を中心に週に一
回 2、3 作品の放送されてきた。地上波においても、TBS ではゴールデンタイム、フジテレ
ビでは月曜日から金曜日の昼帯に流すなど、最近では視聴率をとれる番組としてどの局も
放映している。つまり、韓国ドラマが好きな者もそうでない者も、多様な韓国ドラマに触
れる機会がかなりあるということだ。	
 
	
  先の話に戻ると、こうした韓国ドラマの多様性は、韓流ファンが「お気に入り」を探す
のに打ってつけの環境を提供しているといえる。一斉に注目を集めるスターよりも、自ら
見つけ、成長を見守ってきたスターの方が愛着も興味も涌くはずである。さらに韓流ファ
ンには、「お気に入り」に会いにいくことができる「ファンミーティング」という機会が
ある。ファンミーティングとは、ファンクラブに入会するなどして、手に入れることがで
きる、韓流スターとの交流の機会のことである。ここで韓流ファンはさらに韓国に行く機
会を持つことになる。そうなれば韓流スターと会話するかもしれないという期待を抱く。
こうした一連の流れによってつくられた「親近感」が、韓国そのものにたいする興味・好
感や信頼をファンに抱かせるようになったのだろう。	
 
	
  韓流の引き起こした韓国ブームの理由は、ファンの知的好奇心の高さだけではない。韓
流と一言で言っても、実に多様性があること。そしてそのために、一つ一つのコンテンツ、
一人ひとりの俳優にたいし親近感が生まれること。加えて、文化の近似性やドラマという
生活、人間性を映し出すコンテンツ。さらに、彼ら俳優のファンサービスの良さ。こうし
た要因が、「親近感」という、韓流ブームをベッカムや他の海外スターのブームとの違い
をつくりだしたのではないだろうか。

2-6. AKB48 の魅力
	
  「お気に入り」を見つけ、その俳優もしくは歌手にのめり込んでしまうという現象は、
AKB48 のファンにも見られる。AKB48 とは、2005 年の 12 月に、秋葉原にある『AKB48
劇場』で、日々公園を繰り返す“会いにいけるアイドル”としてデビューしたアイドルグ
ループのグループ名である。
	
  実際に劇場に来ていたファン 50 人にたいして R25 が行なったアンケートによると、
AKB48 を好きになる理由として、
「劇場での近さ」
（メンバーの性格がわかる、心の距離が
近くなるなど）が 17 人、
「成長が楽しめる」
（まるで父親になった気分など）が 12 人、
「楽
曲」が 10 人、
「いろんなキャラがいる」
（48 人の個性があるなど）が 5 人、
「毎日公演があ
る」
（いつでも会えるなど）が 3 人という結果だった。またメンバーの一人、篠田麻理子は
AKB48 の魅力として「いろいろなキャラの 48 人だから、どんな人でも応援したくなるタ
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イプがいる」（2007 年 5 月）と語っている。
	
  舞台での近さだけではない。AKB48 のメンバーと一緒に花やしきやマザー牧場へ行くと
いった、メンバーとの交流の機会が度々あることやいわゆる“総選挙”と呼ばれる、メン
バーのチーム選抜に携わることができることもまた、AKB48 の人気の一つの理由である。
	
  ここで見たように、AKB48 の魅力は「親近感」にあると言えるだろう。一人ひとりに個
性があり、自分の「お気に入り」を見つけることができる。さらに、「お気に入り」の成長
を見守り、ときには会いにいくこともできる。つまり、日本における韓流と同様の構造に
なっているのだ。

表 2-2：AKB48 と韓流の比較
AKB48

韓流

登場人物

それぞれ個性的

人数はたくさん

舞台・メディア

毎日

毎日数回

ファンとの関わり

近い

近い

（舞台、メンバー総選挙）

（ファンミーティング）

「テレビとは違ってメンバー

「韓国人は付き合いづらいと

一人ひとりの顔だけでなく性

いう先入観を、彼の微笑みがひ

格まで分かる」

っくり返した」

ファンの声

どちらのファンも、アイドルまた
はスターとの信頼関係を（勝手
に）築いている

	
 

	
  以下に AKB48 と韓流の共通点を基に、両方の魅力である「親近感」を最も効率的に生み
出し、その影響範囲を拡大する流れを図にした。
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図 2-3：AKB48 と韓流の作り方

ファンに近く、ター

コンテンツの独

コンテンツのさらなる

ゲットを絞った(親

立、多極化、波及

多極化＝ファン拡散&

近感)＋比較的良質

ファンサービスも多様

な(魅力)コンテンツ

文化の商品化

化

AKB48：コンテンツ＝アイドルグループ
秋葉原、舞台	
  	
  	
  	
  	
  	
  →	
  テレビ、CD、SKB48	
  →	
  研究生、総選挙
韓流：コンテンツ＝ドラマ、スター
NHK、ドラマ、ヨン様来日→	
  他局、観光、グッズ

→ファンミーティング

	
  出張歌サービス
	
  「親近感」を生むコンテンツ作りには、まず、ファンに近いことが何より重要だ。AKB48
は「毎日会いに行けるアイドル」をコンセプトとして、結成当初より今日に至るまで、毎
日劇場で公演を行なっている。韓流は、ヨン様の来日によって、本格的なブームとなった。
	
  ターゲットを絞ることも「親近感」の増大につながる。口コミなどで広がる情報は信頼
度が高いし、マスメディアで取り上げられない情報にはファンにとって一定の価値がある。
また、価値観がぴったりとはまるターゲットがいたからこそ、韓国のエンタメに無関心だ
った日本においても、韓流ブームが起こったことから、“新しい”もしくは“異質な”文化
を流行させる場合にも、はじめのうちはターゲットを絞ることが有効であるといえる。
	
  コンテンツが魅力的であることは、ファンを獲得するための最低条件だろう。
	
  しかし、こうしたコンテンツも全国的に知られるようになれば、ファンが抱く「親近感」
は次第に薄れてしまう。そこで次に必要なのは、
「文化の商品化」によるコンテンツの大量
生産や波及ビジネスの展開である。大量生産といえば、ファンの親近感がさらに薄れてし
まいそうだが、実際は多くのコンテンツが誕生することによって、ファンを増やしつつ、
以前からのファンにとっても新たな「お気に入り」を選択できる余地ができるのだ。
	
  韓国ドラマでは、「ナショナリズム」や「恋愛」がマーケティング化されている。たとえ
ばナショナリズムであれば、軍隊的なもの・謀報活動的なものを劇画的に演出したものと
なり、かつての歴史的もしくはイデオロギー的な要素は排除されている場合が多い。恋愛
であれば、出張歌サービスのような恋愛ビジネスに見られるようなパフォーマンスが、ド
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ラマのなかでも様々な形で存在する。このようにしてコンテンツを商品化することで、コ
ンテンツの魅力を保ったままに、多様化させることができるのである。ただし、「商品」と
いうからには、その魅力は人を惹き付けるのに充分でなくてはならない。巧みにマーケテ
ィングをすることが必須だろう。
	
  コンテンツがたくさんの人の目にさらされるようになっても、ファンとの距離の近さが
保たれるのが理想だが、ここまで根付いた文化は、既に「ブーム」と言えるもので、AKB48
や韓流ブームに匹敵するものとなっているはずである。

2-7. “日流”の分析
	
  韓国においても、日本のエンタメは人気がある。日本大衆文化の正式な開放は、1998 年
の第一次から 2004 年の第四次まで段階的に進んでいった。それ以前にもアンダーグラウン
ドには日本のエンタメはそれなりの人気を博していたようだが、ここでは「正規に」移入
され、韓国人の日本観を変えていったとされる日本文化の諸相を見ていきたい。
	
  1990 年以降に発表された岩井俊二監督の作品は、民主化と経済化を達成した韓国社会の
絶対的な支持を獲得した。その一つ、『ラブレター』という作品が 1999 年に韓国で公開さ
れた際、全国 140 万人の観客動員数を記録し、日本を上回ったほどだ。韓国で人気を博し
た映画といえば他にも、北野武監督の『HANA-BI』やジブリ映画の『ハウルの動く城』と
『千と千尋の神隠し』などがある。
	
  近年では、ドラマの流入や YOU TUBE などの動画サイトも手伝って、監督よりも、身
近に接しやすい俳優から映画を認識しはじめている傾向が強くなってきた。韓国で日本の
ドラマは「日ドラ」と呼ばれ、社会に浸透したジャンルとなっている。
	
  韓国の“日流”は、エンタメ分野だけで起こっているのではない。日本の商品や日本語、
生活様式など、より包括的に“日流”は韓国社会に浸透している。たとえばたこ焼きや牛
丼、日本のラーメンのような日本食は、若者で溢れる街、ミョンドンやホンデなどで人気
がある。若者の間では「かわいい」「すごい」という言葉がすでに普及しているし、「感じ」
という言葉も定着している。韓国社会において、日本文化はもはやタブーではなくなりつ
つあるのだ。

2-8. 対日感情
	
  “日流”の効果もあり、韓国の日本にたいする意識は向上しているように思われるが、
現状はどうなのか。2010 年 8 月に、10 代から 30 代の 50 人を対象にソウルで行なったア
ンケートを基に見ていきたい。
	
  アンケートより、30 代以上の人は特に歴史問題に関して日本に対し批判的な姿勢を持っ
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ていることが分かった。日本人と過去の歴史問題について話し合う場を持つ人びと（大学
教授）にさえ、日本の歴史にたいする姿勢にたいし、厳しい批判が見られた。この理由と
して考えられるのは、彼らが受けた教育に反日感情を植え付ける要因があったことである。
事実、彼らは軍政時代（1980 年代）に教育を受けている。
	
  歴史問題に関していえば、特に日本のエンタメに親しみのない人びとに歴史問題を重視
する傾向が見られるが、エンタメに親しみのある若者たちにとってもなお、歴史の重みは
感じられた。だが後者にとって歴史問題は、
「文化や経済のつながりによって乗り越えられ
るものである」という認識が見られた。
	
  全体的に見られた傾向として、日本政府と日本人にたいするイメージにかなりの乖離が
見られることが挙げられる。一様に言えるのは、日本政府に対しての不信感がかなり大き
い（歴史歪曲、歴史関連の嘘、主張の押しつけに対する批判）ことだ。このことより、「日
本」と聞いて抽象的なワード（富士山、島国、植民地など）しか思いつかない人にとって、
「日本」は国や政治家からイメージされる「日本」となり、“冷たいイメージ”から抜け出
せていないような印象を受ける。今後日本が変わることを期待する人びともいるが、その
ように考えない人びとは日本に対し嫌悪感を抱き、今後も関係の改善はあり得ないと考え
る。逆に、
「日本」と聞いて、人（友人、タレント、優しい人びとなど）を連想することが、
日本にたいする良いイメージと連動していることが分かった。
	
  以上より、日本にたいし良いイメージを持つ人には共通して、日本人との関係があるこ
とが分かった。歴史問題や竹島問題など、日韓関係に影を落とす要因は未だ残るが、それ
らは日本人との直接的もしくは間接的な交流によって変えられる可能性があることが示さ
れた。だが、30 代以上の韓国人にとって、日本人は教育された通りの「日本人」として固
定観念が形成されている可能性がある。彼らに新たな日本人像を定着させることが当面の
課題であり、今後の日韓関係の発展において重要なことである。

2-9. 今後の“日流”への提言
	
  1980 年代に育った世代は、現在 30 代である。彼らのうち、日本のエンタメ（歌、ドラ
マ、映画、漫画など）に日常的に触れていると答えた人は半数以下と、30 代以下の人びと
の 9 割と比べ、極端に少ない結果となった。また、30 代以上の人びとの特徴として、日本
と聞いたときに思い浮かぶ言葉に、漫画の題名やキャラクターこそ挙げられていたものの、
俳優などの実際に存在する人の名前がほとんど出なかったことが分かった。
	
  1980 年代に注目すると、日本のエンタメは未だアンダーグラウンドの域を越えていなか
った。それでも「安全地帯」をはじめとして、J-POP には人気があった。「キャプテン翼」
などの日本の漫画は規制をくぐり抜けて多くの少年の目に触れていた。つまり、1980 年代
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世代も青年期には日本のエンタメの一部に触れているのである。
	
  しかし、残念ながら彼らの触れた日本のエンタメは「遠かった」。規制の下で、一般庶民
が日本文化（商品、ポップカルチャー、旅行など全般）を消費し、好きになるのは、「親日
派」というレッテルを貼られることを覚悟しなければならない行為だった。
	
  堂々と日本文化にのめり込み、それを公言できる現代。また、憧れのスターが自分たち
に向けてメッセージを送り、時には会いに来てくれることが可能になった現代において、
彼らが夢中になれるコンテンツをつくることが初めの一歩となりそうだ。
	
  具体的な提言をつくる前に考慮しておきたいことは、1980 年代世代が教育で教えられた
「残虐な日本人」をイメージとして既に持っていることだ。彼らの「リアル」はそこに求
められるのであり、新たな日本人像を受け入れるためには、葛藤をできるだけ小さくさせ
る必要がある。アンケート対象者のうち、大学教授として日本人と接する機会を持つ人で
さえ、日本にたいし嫌悪感を抱いている状況があった。これは、恐らく日本人学生との触
れ合いが表面的であるか、もしくは日本人学生が共感しにくい存在であるがゆえだと推論
できる。同じ失敗をしないために、彼らの価値観を傷つけたり、真実を曲げたりするよう
な過ちをしないよう、気をつけたい。
	
  提言には、私個人の体験も参考にする。アンケート実施期間中に韓国で接した 30 代以上
の人びとから感じた彼らの世代に共通する特徴を二つほど紹介し、そこから浮かび上がる
理想のエンタメを考えたい。
	
  まずよく知られているように、韓国社会では未だに儒教文化が色濃く残っている。儒教
と聞けば、日本人には守旧的な思想であると考えられがちだが、それは誤りである。もち
ろん儒教のひとつの面として保守的な思想はあるが、他の側面では強烈な性善説と革命思
想の結合により、ダイナミックな変革の思想となっている。儒教社会は、歴史と共同体を
「あるべき正しい」姿に一歩でも近づけるよう、普段の永久革命を続ける宿命を持ってい
るのだ。それが現在の韓国の格差社会にもつながっている。日本リサーチセンターの 2006
年の全国 18 歳以上の男女を対象としたアンケート結果では、「人生の目標について」の項
目で韓国人の「親が私を誇りに思えるのが目標」と回答した率は全体の 75.8%であり、日
本人の 54.6%や中国人の 57.6%を大きく上回っていた。
「自分らしくあること」などの自分
の価値観に重点を置く日本人と異なり、親に認められること、つまり社会的に認められる
ことを目標とする韓国社会の特徴がここでも見られる。ところで、儒教文化である向上心
を一番に意識するのは、働き盛りの 30 代だろう。みな競争社会をどう生き残るか必死だ。
	
  もう一つ、30 代の彼らの特徴は、子ども時代に日本のアニメを見て育っていることだ。
日本と聞くと、「クレヨンしんちゃん」や「ドラえもん」、「ガンダム」のようなアニメ話を
持ち出す。もっとも、「クレヨンしんちゃん」の「しんちゃん」は「シンチャング」という
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名前で韓国では普及しているので、こちら側が理解するのに時間がかかるが、それでも彼
らはそのアニメが日本製であることを知っているのだ。彼らは、日本製を嫌うわけではな
いが、日本製を若者のものとして認識している可能性が高い。自らも少年期~青年期に触
れてきたものであり、現在ヒットしているものも若者向けが大半であるからである。
	
  ここでまとめると、彼らは競争社会に疲弊し切っているものの、上り詰めることを夢見
ている。そして、彼らの多くには日本にも日本人にたいしても、昔仕入れた情報を未だに
信じている傾向が見られるということだ。それでは、忙しい彼らの役に立ち、また日本に
たいするイメージをがらりと変えるような“日流”が必要ということだ。
	
  私が提案するのは「ホスト」を使ったコンテンツだ。理由として、ホスト社会の構造は
韓国社会に似ているので、共感しやすい。見た目とのギャップを見せることで、話題にな
りやすい。また、やり手のホストの対話術などは、ビジネスマンの参考にもなりえる。さ
らに、ホストは個性も多様であり、且つ女性版のホステス・キャバクラもあるのに加え、
「ホ
ストクラブ」という“アミューズメントパーク”も既に用意されているということで、コ
ンテンツを波及させやすい、などが挙げられる。ただし、韓国では「ギャル」文化が根付
かなかった過去があるため、価値観に留意し、小麦色の肌や、金に近い髪色や長髪は避け
た方が良いかもしれない。
	
  以前、日本の漫画「翔太の寿司」が韓国でビジネス書として人気を博し、LG グループや
新羅ホテルの社員必読書に指定されたことがあったという。しかし、
「日本の職人気質」は
韓国でも伝統的に評価されている部分で、インパクトが薄かった。日本の職人気質を魅力
とするなら、それを「寿司」などではない、鑑賞者が潜在的に望むような「商品」へ変化
させなければならない。
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第 3 章	
  エンタメ活用の困難と克服
3-1. 日中関係の推移
	
  日中関係の背景には常に、国際的な戦略環境の変化がある。超大国の間で生存を確保す
るために大きく揺れ動く中国の対外戦略の変化が、日中関係を翻弄してきたのである。
	
  中国の建国以来の外交は、極めて大まかにとらえると、建国（1949 年）から 1971 年ま
での革命外交、1972 年から 82 年までの反覇権外交、それ以降の全方位外交の 3 段階に分
けられる。以下より、その概要とそれに付随する日中関係の変化について見ていきたい。
	
  「革命外交」の時代、中国は毛沢東主席の指導のもと、「世界革命」を目指しており、そ
の時期の対日政策は「米帝国主義と日本の反動派」を孤立させ、日本人民を革命の「同志、
支持者」として獲得する工作だった。有名な「日本軍国主義有罪、日本人民没有罪」とい
うスローガンは、実はこの時期の対外戦略が繁栄したものにほかならない。
	
  1960 年代末にソ連との関係が極端に悪化し、戦争が避けられないと見た中国指導部はニ
クソン米大統領の訪中（1972 年）を受け入れ、「反覇権外交」に転換する。この時期、「覇
権」に反対するといっても、相手はアメリカではなく、主敵は中国が第三次世界大戦の策
源地と見た「ソ連社会帝国主義」で、米国や日本は同盟国に準ずる扱いだった。日中共同
声明（1972 年）や日中平和友好条約（1978 年）をめぐる外交交渉では、中国はソ連との対
決を目指す「反覇権」を盛り込むことに固執しても、歴史問題を中心議題にしようとはし
なかった。むしろソ連に対する「北方領土返還要求」の「正義の闘い」への支持を強調し、
日本を自らの側に引き寄せるのに必死だったのである。
	
  1982 年、中国が現在に至る全方位外交に転換すると、ほぼ同時に、第一次教科書問題を
はじめとする歴史問題が日中の外交テーマに浮上してくるようになる。これは外交を中国
の国益の確保を中心として進め、ソ連を含むすべての国々と友好関係を追求する一方、米
国や日本にも言うべきは言っていくという方針である。反覇権外交の時代、中国が問題に
しなかった靖国神社参拝が外交問題になるのは、この全方位外交の時代、しかも中曽根康
弘首相が 1985 年 8 月、公式参拝を公言して靖国を参拝して以降のことである。実は 1970
年代末、靖国神社に A 級戦犯 14 人が合祀されたことが日本の報道で明らかになった後も、
大平正芳首相らが在任中に靖国神社を参拝していたが、中国は問題にしていなかった。
	
  一方、ソ連の解体に伴い、世界に社会主義を掲げる国々は中国、ベトナム、キューバ、
北朝鮮など、ごく少数になってしまった。天安門事件で民主化運動を厳しく弾圧したこと
もあって、アメリカの中国に対する圧力は一層強まってきた。また、1990 年代半ばに行な
われた日米安保の再定義や日米防衛協力に関する新たな指針の制定など、日米安保体制の
強化は、中国にとって、日米が手を結んで中国をソ連に代わる潜在的脅威として牽制する
動きにほかならなかった。
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  こうして中国は国内では「国際主義」よりも「愛国主義」を強調して政権の基盤を固め
るとともに、日米安保にも対決姿勢を強めるようになった。こうした党の方針もあり、現
在中国が抱える国内事情の切迫は、「愛国」を掲げた民衆の排外的行動として現れている。
そしてその状況を表面的に日本のメディアが捉え、日本へと持ってきているのだ。

表 3-1. 日中の「回路」の評価
	
 

政府間	
 

第一期	
 

第二期	
 

第三期	
 

1949-1971	
 

1972-1982	
 

1983-	
 

冷／熱	
 

熱（国際情勢）	
 

冷（国際情勢）	
 

極寒	
 

（国際情勢に振り

・ソ連の脅威	
 

・ソ連解体	
 

・歴史問題、領土

回される）	
 

・国交回復	
 

・米中接近	
 

問題	
 

・ODA	
 

現状評価	
 

・対日新思考の失
敗	
 

民間団体	
 

個人	
 

暖（積極的関与）	
 

熱帯	
 

熱帯	
 

熱帯	
 

・経済への希望	
 

・貿易依存	
 

・貿易依存：米国

・貿易依存	
 

・大平学校（日本

越え	
 

語教育研修）	
 

・姉妹都市最多	
 

無（中国へ招待）	
 

暖	
 

暖（前）涼（後）	
 

・親中グループ	
 

・日本のエンタメ

・日本のエンタメ、 ・ニュース：	
 

→日本＝憧れの

留学	
 

歴史問題、尖閣諸

国、留学	
 

・反日教育	
 

島、反日運動	
 

冷	
 

・反中感情	
 
エンタメ	
 

無	
 

＠中国：日本	
 

熱（後半）：熱	
 

熱・多様化：寒	
 

仮面：冷	
 

・日本映画週間	
 

・おしん、赤い疑

・海賊版普及	
 

・鉄腕アトム	
 

惑	
 

・ワンピース	
 

・パンダブーム	
 

・ドラえもん	
 

3-2. 両国エンタメ全盛期
	
  近年では日中両国の相互の好感度が低いことは、度々指摘されている。特に小泉純一郎
元総理による靖国神社参拝が中国で問題になった頃より、つまり 2004 年以降、中国国民の
対日意識は最悪な状態である。中国社会科学院日本研究所が 2002 年と 2004 年に行なった
調査では、2004 年の調査結果によると、
「日本に親しみを感じる」は 2 年前の 5.9%から 6.3%
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へと微増したのに対し、「感じない」が 54%と 2 年前に比べて約 10 ポイントも上昇してい
たという。後にさらに説明するが、日本でも同様の状況がある。
	
  しかし、日中両国の関係は以前から冷え込んでいたわけではない。以下の図 2-1 による
と、1988 年における日本の対中好感度は 60%を越えている。現在では考えられない数の日
本国民が、中国に対し好感を抱いていたのである。それに比べれば、中国では約 40%と少な
いが、近年に比べれば随分と多い数字である。	
 

図 3-1：中日相互好感度の変化

出典:CRC「中日共同世論調査データベース」
	
  こうした互いへの好感度の増減の背景の一つとして、両国のエンタメによる交流があっ
たのではないかと考えられる。無論、一つ前の項において挙げたような中国の国際バラン
スを考えた上でのプロパガンダの影響は大きいだろう。プロパガンダが反日であれば、必
然的に中国国民は反日の傾向を持ち、その波及効果で日本では反中が起こるという具合だ。
しかし、政府の動向だけで果たして双方の国民の意識にこれだけの変化が起こるだろうか。
好感度上昇の背景には、やはり政府を介さない国民同士のつながりがあったと考えられる。
そして、1988 年に向かって、両国民の好感度上昇に貢献した可能性があると思われる要因
として、エンタメが挙げられる。というのも、1980 年代というのは両国のエンタメが相手
国において最も栄えた時期と重なっているからである。中国では日本の映画やドラマが空
前のヒットを生んだ。日本では中国出身のアイドル、パンダが社会を一世風靡した。この
二つのエンタメがもたらした影響について、ここでは説明したい。

3-2-1. 映像コンテンツが作った日本ブーム
	
  朝日新聞社と中国社会科学院が 1988 年に共同で実施した世論調査によると、中国では
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「日本が好き」と答えた中国人は 36%で、
「日本が嫌い」と答えた中国人は 13%だった。し
かし 2005 年の調査では、
「日本が好き」と答えた比率はわずか 10%と落ち込み、
「日本が嫌
い」と答えた比率は 54%にまで跳ね上がった。
	
  2002 年の朝日新聞による世論調査では、「日本人と言えば、まず誰を思い浮かべますか」
という質問にたいして、上位から、小泉純一郎、田中角栄、タマ口百恵、東条英機、山本
五十六、中田英寿、酒井法子、高倉健、三浦友和、岡村寧次、小渕恵三、そしておしんと
いう回答が得られたという。以上より、中国人の日本文化の受容は 1980 年代で止まってい
ることが分かるだろう。
	
  中国と日本の国交は 1972 年に正常化されたが、「近くて遠い日本」を本当に近い存在と
して中国国民が実感しはじめるには、それからさらに 6 年待たなければならなかった。1978
年、中国で開催された日本映画週間は中日交流に大きな足跡を残した。それまでの中国で
も外国の映画は上映されていた。しかし、どれもルーマニアやアルバニアといった社会主
義圏で制作されたもので、イデオロギー優先のこれらの映画に人びとは飽き飽きしていた。
	
  当時、中国主要都市で上映された、栗原小巻がヒロインを演じる『愛と死』、高倉健、中
野良子が主演の『君代憤怒の河を渡れ』といった日本映画が、外国文化に極端に飢えてい
た中国の民衆に熱狂的に歓迎された。また、山崎豊子、森村誠一の小説を映画化した『華
麗なる一族』、『人間の証明』、山口百恵が主演するドラマ『赤い疑惑』など、どれも億人単
位の観衆又は視聴者を虜にし、人気を呼んだ。日本の映画やドラマなどは、1980 年代の中
国においてトレンドとなっていた。なかでも『おしん』は中国で最高 75.9%という視聴率
を記録した。
北京では、この番組が始まると、街から人影が消えたと言われていたる。おしんという名
は現代に至るまでよく知られている日本人の名前の一つとなっているという。
	
  日本人は諸悪の根源である資本主義のために路頭に迷い、苦しい生活にあえいでいると
それまでの政治教育によって多くの中国人は信じ込んでいた。しかし、モノが溢れんばか
りに豊で近代的な日本社会と、いかにも幸せそうに暮らしている日本人の生活をスクリー
ンやブラウン管で目の当たりにしたとき、誰もがショックを覚えたという。同時に、エン
タメは新しい日本人像作りに大きく貢献することとなった。
	
  余談だが、日本映画やドラマの後を追うようにして中国に入ってきた日本の家電製品は、
中国国民にとって近代的な生活の実現を約束してくれる心強い存在であり、日本製家電は
憧れの的だったという。こうした家電製品と日本の映像コンテンツはセットで、民主主義
社会になった経済大国日本の新しい姿を短期間で中国の国民に周知させ、心に焼き付ける
巨大な作業を成し遂げたのだった。
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3-2-2. パンダが作った日中友好
	
  ジャイアントパンダ は古代中国の時代から希少で高貴な動物であると考えられ、特別な
扱いを受けてきたという。例えば漢王朝ではある皇帝の母親の墓の中にジャイアントパン
ダの頭の骨が一緒に埋葬されており、また唐王朝の太宗帝は日本に友好の証として２頭の
パンダと、パンダの皮の敷物を送ったと言われている。
	
  時代が流れて 1941 年、宋美齢はパンダ 1 つがいを米国に贈り、中国難民救済への謝意を
示した。これが現代史におけるパンダ外交の始まりと言われている。
	
  新中国成立後、初めてのパンダ外交は 1957 年、贈り先は旧ソ連で、当時の中国とソ連と
の深い関係を象徴していた。1965 年から 1980 年にかけて、中国は伝統的友好関係をもつ
隣国である朝鮮にパンダ 5 頭を相次いで贈った。
	
  1970 年代に入ると、中国はアメリカや日本と盛んに外交を行うようになり、その中でジ
ャイアントパンダが友好の証として両国の動物園に送られるようになった。「パンダ外交」
の最も有名な事例は 1972 年だ。その年、ニクソン米大統領の歴史的訪中を迎えるために、
周恩来総理は米国に「興興」（シンシン）と「玲玲」（リンリン）という 1 つがいのパンダ
を贈呈した。この時日本には「蘭蘭（ランラン）」、「康康（カンカン）」というつがいのジ
ャイアントパンダが上野動物園に来日し、日本中にパンダブームが巻き起こった。
	
  政治的意味が大きかったこのパンダであるが、実際には民衆の気を引く「中国の魅力」
として機能した。マイケル・ユー氏は著書『パンダは日本に必要ですか？中国ソフトパワ
ー戦略の脅威』のなかで、「パンダは、中国の分身として、中国の恥部を隠す仮面という役
割を担っているといえよう。 国際政治の視点で見ると、パンダは中国のイメージを向上さ
せるための、中国だけがもつ『ソフトパワー』のシンボルである」と述べている。
	
  1980 年代以後、中国は原則としてパンダを贈呈することはなくなり、有償貸与に切り替
えた。ワシントン条約で、研究や繁殖目的以外での国外持ち出しが禁じられた希少動物に、
パンダが追加されたからである。レンタル料は生息地の保護などに使われるとされる。
	
  2011 年、東京都立上野動物園に中国からパンダがやってくることが決まったが、その契
約内容は都の財政にとって厳しいものだった。都は２年前のリンリンの死後、パンダを再
び動物園に登場させる方法を模索してきたが、ネックは費用の高さだった。2011 年の交渉
の結果は、それでも年 95 万ドル（約 8500 万円）だったという。石原慎太郎都知事は 2008
年 4 月のリンリンの死後すぐは、中国側に支払うレンタル料が１億円という高額を理由に
乗り気でなかった。「法外な値段。そうまでして見たいかね。私はどうでもいい」。同年５
月には、こう突き放している。その知事の考えを変えさせたのは、いまも根強い世の中の
「パンダ人気」だった。経済効果を期待する地元・台東区の観光業界や町会連合会などは
都に要望書を提出していた。上野動物園自身もリンリンの死後、入園者が減少していると
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いう状況にあった。
	
  現代に続く日本のパンダにたいする熱狂ぶりは、中国のイメージ向上に役立っているの
だろうか。中国が無償でパンダの贈呈をしていた際は、パンダは国賓並みの、最高の扱い
を受けて日本に到着していた。最初にパンダが贈呈されたとき、当時の『人民日報』の記
載によると、パンダを乗せた旅客機が日本の領空に入ると、編隊戦闘機で護衛されたほど
だったという。当時のパンダは、中国からの友好大使であり、なかなか顔が見えない中国
の顔として日本国民に受け入れられていた。
	
  今でも、パンダは貴重で高価な動物として、丁寧な扱いを受けているのは確かである。
しかし有償になったことで、政治的友好の意味は随分薄れたはずだ。さらに、中国側が友
好の証というよりは、政治的戦略としてパンダを用いるようになったこともあり、
「中国の
パンダ」は「ただのパンダ」となり、パンダ受け渡しによる日中友好ムードの効果は見ら
れなくなってしまった。よって、現代の日本でのパンダブームと中国からくるパンダは、
直接に中国にたいするイメージを向上させる要因とは結びついていないと言えるだろう。

3-2-3. エンタメの種類
	
  韓流では「親近感」を得るために実際に人間との距離感を縮めることが重要であったに
も関わらず、日中関係においてパンダが有効だったことに疑問が挙がるだろう。これは、
エンタメの流行発生前での国民感情や政府間関係によって、有効なエンタメが変化してい
るためである。
	
  1972 年に日本に来たパンダが日中友好ムードをつくったのは、そもそも日本が中国にた
いし、今日のような敵対心や脅威を感じていなかったという背景があったからこそである。
また、当時は外交がはじまったばかりで、しかも日中の国交が樹立された年でもあったた
めに、政治外交を伝える報道メディアも中国にたいし日中友好の希望などを押し出してい
たと考えられる。
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図 3-2. プラスに作用するエンタメの違い
国民感情：良好

パンダ外交
外交政治：良好

外交政治：険悪

中国での
	
  	
  日流

韓流

民間人のイメージに

ターゲットを絞って
徐々にアプローチす

政治家のイメージを

国民感情：嫌悪

変える必要がある

る方が効果的
	
 
	
  このような、国民感情と外交における空気の違いが、両国の友好を深めるエンタメのコ
ンテンツや担い手を変えるのである。

3-3. 中国国民の日本にたいする意識
	
  以下は、2005 年から 2006 年に日本言論 NPO、中国日報、北京大学国際関係学院が都市
部の大学生と都市部住民を対象に行なった調査である。
	
  まず、日本について中国国民が知っていることをみていきたい。2006 年に行なわれた大
学生を対象にした調査によると、
「どのような日本人について最もよく知っているか」とい
う質問に対して「小説、映画やドラマ、アニメの登場人物」と答えたのが 39.8%、
「政治関
係の人物」が 34.4%、
「歌手、映画スター、スポーツ選手など」が 11%となっている。また、
2005 年に行なった調査では、今日の日本社会における主な政治思潮が何かという質問につ
いて、大学生で回答が多かったのは、
「民族主義」が 77.3%、
「国家主義」が 63.9%、
「軍国
主義」が 58.7%となっており、都市部住民では回答が多かったのは、
「軍国主義」が 60.3%、
「民族主義」が 49.5%、「国家主義」が 34.1%となっている。「日本というとどんなことを
思いうかべるか」の質問には「靖国神社」と答えた割合は 41.5%であった。また、都市部
住民に行なった 2006 年の調査では、なぜ日本によくない印象を持つのかという質問に対し、
「日本の侵華戦争」が 71.7%、「靖国神社参拝などに関する言動言行」は 64.4%、「未解決
のままの歴史問題」は 60.9%となっている。
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  国民同士の接触や交流について、2006 年の調査では「日本に行ったことがない」と答え
た大学生は 97.7%、都市部住民は 98.8%であった。
「日本人と直接交流がある」と答えた大
学生は 9.4%で、
「日本人と接触したことがない」と答えた大学生は 56.1%、
「日本人と知り
合ったことがない」と答えた都市部住民は 92.9%だった。
	
  調査の結果の示す、中国国民の日本について知っていること、日本に対する理解度の程
度を見れば、日本のことを知る情報は依然として間接的なもので、限られた初歩的なもの
であることが分かる。それは、ひとつは中国国民の日本を知る情報源が中国のニュースメ
ディアや中国の教科書、書籍、映画やテレビドラマなど、限られたものであること。また
もうひとつは日本人との直接的な接触や交流が極めて少ないことに起因していると考えら
れる。

3-5. 日流の現状と限界
	
  中国において日本の情報が限られているということは、上に挙げた通りである。それで
も日本のエンタメは中国大陸において一定の人気を得ている。
	
  インターネット上でアンケートを行なう「サーチナ総合研究所」による 4080 人の中国国
民を対象にした調査結果から、日本と聞いて、「経済大国」「企業」などを思い浮かべる中
国人が減少している一方で、「家電」「自動車」などの具体的な“製品”へのイメージは堅
調に増えていること、さらにもう一つ増加している群として、アニメ、ゲーム、ファッシ
ョンといったポップカルチャーが上位に挙がっていたことが分かった。この結果は、アン
ケートの回答者の層に依拠している。年齢層として 20 代の回答が圧倒的に多かったのだ。
これは、若い世代を中心として、日本と聞いて中国人が想起するイメージが確実に変わり
つつあることを示している。
	
  日中の若者交流サイト「心連心」では、中国の若者の現状を紹介している。そのサイト
上でも、日本のエンタメにたいする中国の若者の興味が窺える。サイトが行なったアンケ
ートでの「どの国に旅行したい？」という質問では、24 人中 8 人が日本を挙げている。そ
のなかの一人、19 歳の女子学生のコメントでは、
「海外へ行ったことはないけど、いちばん
行きたいのは日本！マンガやアニメが好きだから、その勉強をしたい」と日本のエンタメ
が引き金となっているものもあった。
	
  また、中国では日本の女性誌が人気だ。特に売れている雑誌では、ファッション誌『瑞
麗（RAY）』『米娜（mina）』『昕薇（ViVi）』の 3 誌がある。これらの雑誌の誌面は、半分
以上が日本版の翻訳ということもあって、
「超実用定番夏装大公開！」など限りなく日本語
に近いキャッチコピーに溢れているという。
	
  テレビにも日本のエンタメが紹介されている番組がある。上海テレビ放送局（ICS）が毎
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週放送する「中日之橋」である。上海テレビ放送局では唯一、十数年の間、番組タイトル
と司会者が変わったことのない長寿番組でもある。公式ホームページの番組紹介によると、
番組は 1996 年 9 月に始まっていて、「中日両国の民間交流において、文化、経済、産業、
社会などに焦点を絞り、リアルタイムでニュースや話題、中国在住の生活や仕事に役立つ
情報を発信しています。中日両国の友好関係と相互理解を促進させるテレビの架け橋とし
て親しまれています。」とある。公式サイトにあった過去の番組の紹介では、日本でも人気
がある「嵐」や「EXILE」、「AKB」といった歌手グループの最新曲が紹介されていた。上
海在住の日本人にも人気が高いという「中日之橋」であるが、日本に滞在する中国留学生
の話によると、中国の若者にも日本の情報を得る手段として活用されているという。
	
  このように日本のエンタメ界の流行は、海を越えて中国大陸にも波及していることが分
かった。しかし、日流によってつくられる日本のイメージは、政治の混乱によって容易に
左右されてしまうものであるのも確かだ。これは、中国での“日流”は、“製品”や“ファ
ッション”“コンテンツ”“センス”といった表面的なところに留まっていることが理由だ
と考えられる。背景には、映像コンテンツの普及が限られていることがある。一部には日
本のドラマの影響で木村拓哉などの俳優に憧れる者もいるらしいが、日本のドラマは未だ
海賊版の DVD で見るのが一般的であり、普段接するテレビ番組などから情報は入ってこな
い。また、DVD で見る「木村拓哉」は「政治家」や「パイロット」であり、リアルな「木
村拓哉」ではない。「木村拓哉」が「木村拓哉」として出演する番組や場が必要だ。
	
  正規で入ってくる雑誌や（化粧品などの）製品を通して日本のエンタメは、確かに若者
を中心とする中国国民に影響を与えている。しかし、それは「日本スタイル」であって、
「日
本人」ではないのである。

3-6. 人間本位であることの重要性
	
  2008 年 5 月 12 日、四川大地震が発生した。被害規模が阪神淡路大震災の 10 倍以上にな
るこの大地震は、世界各地から義援金をはじめ様々な形の援助を受けたという。そのうち、
日本政府と民間の積極的な救援行為は、中国人に深い印象を残した。とくに日本救援隊の
気高い人道精神とプロ意識は中国人から高い評価を受けた。
	
  被災地への救助期間中、『人民日報』をはじめ『解放日報』、『文匯報』など大手新聞社は
主要紙面で日本救援隊の被災地における懸命な努力、日本国内での募金活動などを報道し
た。
『国際先駆導報』(新華社通信系の新聞)は日本救援隊に関して、5 月 19 日に「見捨てな
い、諦めない」をタイトルとする現場報道記事を第 2 面で全面掲載した。昼夜を問わず救
援活動にあたる勤勉な姿や最新の装備、被災者の感謝の言葉を紹介し、
「救援活動を通じて
両国の国民感情に変化が生まれている」とまで書いた。中央テレビ局、鳳凰テレビのニュ
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ース報道番組では日本救援隊・医療チームの活動に注目している。
	
  日本人の人道主義的な行為は政府とメディアに高く評価されただけではなく、多くの中
国国民にも感謝された。日本政府および現地日本企業の迅速な対応、日本救援隊活動の写
真、救助行為の詳細がネット上で広く伝えられ、尊敬と感動の言葉が溢れる。日本の声援
と救助行動は「もう一つの日本」を中国人に発見させたと言われるほど、中国人の日本人
観を変化させるきっかけになり、日本の援助に感謝する声がネット上に沸き起こった。
	
  このような日本人の人間性に関するメディアの報道や個人のブログは、
「日本人は嫌いだ
ったが、日本人への見方が変わった」などといった声に代表されるように、明らかに中国
国民の日本にたいする意識を変えることに貢献した。政治や歴史に関連して判断すること
が多い現代の中国国民が、具体的な出来事に関連する一人ひとりの行為に注目し、個人レ
ベルで、人間性の次元で判断する態度をとるようになったことが分かる。

3-7. 日流の展望
	
  インターネット上でのドラマの視聴は、違法ではあるが、瞬く間に視聴者を増やすこと
ができる。関連するブログなどの登場により、より多くの人に影響を及ぼすことも可能だ。
こうして日本のドラマの人気が高まったのが、韓国である。
	
  中国では生活の情報源として「インターネット」を選択する層が少ない。電通総研と日
本リサーチセンターの 2006 年の調査によると、ラジオやテレビのニュース、雑誌、ラジオ
やテレビの報道番組、本、インターネットや電子メール、友人や同僚との会話のなかから
「自国や世界で何が起きているかを知る為に利用する情報源」について聞くと、インター
ネットや電子メールを選んだ者は 10.8%だった。韓国では 65.0%、日本では 44.3%である。
しかし、インターネットの利用者は「中国インターネット発展状況統計報告」によれば 2004
年 6 月末の時点で 8700 万人だったのが、2008 年末には 2 億 9800 万人と人口の 22.6%に
達している。
	
  今後、日本のエンタメが中国でさらなる発展を遂げるには、また、日本のエンタメが、
中国国民が日本にたいし信頼感を持つにいたる要因として活用されるためには、エンタメ
として広がりがあり、且つリアルな存在としてのスターが必要だ。そして、そのための一
歩としてインターネットは活用できるのではないだろうか。違法サイトへのアップロード
ではなく、日本のドラマやドキュメンタリーのようなコンテンツを無料で公開し、そのな
かの主人公が語りかける場、ファンと語り合える場をサイト上に設けるのである。違法動
画では一方的になってしまうエンタメが、このように正規の方法で行なえば、インタラク
ティブなものになる。無料で行なうために、はじめは厳しいかもしれないが、日本のエン
タメの投資として見れば、後々回収できる程度だろう。
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  このようにして、日本のエンタメ界の俳優や歌手が、中国国民の真の信頼を獲得し、政
治界の混乱に巻き込まれない程の心のつながりを生み出すことが理想である。しかし、中
国政府による教育方針、メディアの統制、規制など、政府による国民の思想を統制する力
が大きく、難しいのが現状である。インターネット上では日本文化を好んでも、それを公
の場で堂々と日本文化への興味を語れないといった声もあった（「東京大学大学院情報学環
紀要 情報学研究 No79」『中国におけるメディアの多元化と日本人イメージの変化』）。

3-8. 華流の現状
	
  華流とは、香港、台湾、中国などをはじめとする中国語文化圏（中華圏）発の大衆娯楽
文化の圏外での流行を指すための言葉である。華流という言葉がメディアに登場し始めた
のは 2005 年頃からであり、当時台湾で流行していた「流星花園」の主要メンバーであった
俳優陣「F4」の日本デビューに合わせて広告などで使用されたことがきっかけだ。
	
  この華流のメインは、台湾と香港のものである。日本での華流も、主流は台湾だろう。
昨年、日本での月 9 ドラマ「月の恋人~Moon Lovers~」に出演し、日本雑誌と 1 年契約
をしたモデル、林志玲（リン・チーリン）や前述した「F4」は揃って台湾出身である。
	
  もちろん、中国大陸のエンタメが華流に一切存在しないというわけではない。映画の分
野では、2002 年に上映された「HERO」や 2004 年の「LOVERS」など、日本のみならず
国際的評価を受けた作品が幾つかある。さらに、両作品に出演していたチャン・ツィー、
日本雑誌と専属契約しているモデルであり歌手の alan（チベット民族）など、知名度の高
い中国大陸出身者は何人かいるのだ。
	
  だがそれでも、華流の影響力は未だ限られているのが現状である。その一つ目の理由と
して、日本のエンタメ市場に華流を受け入れる余裕があまりないことが挙げられるだろう。
現在では徐々に「華流スターNOW！」 や「アクターズ・スタイル	
  台湾」などが出版さ
れ、以前よりは書店やレンタルビデオ店などで華流という言葉を見かけるようになったも
のの、やはりそれでもその隣に並ぶ韓流の５分の１程度にしかすぎない。
	
  第二に、華流の日本での展開の仕方に問題があると考えられる。これは、アーティスト
が国境を越えていないというところにある。日本で活躍する中国人エンターテイナーは主
に、中国らしさのない中国人か、もしくは中国を売りにしすぎて一般の日本人に受け入れ
られていない中国人に分けられる。東方神起のような、韓国人であり、且つ国際人である
と位置づけられる中国人が、日本においていないのである。
	
  日本においてある程度知名度のある中国人エンターテイナーを例にして見てみる。まず
一人目は、先程挙げた alan がいる。彼女は、2006 年 4 月北京で行なわれた avex china 新
人発掘オーディションにおいて賞を獲得し、2007 年に日本でデビューした。雑誌でのモデ
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ル業と歌手としての活動、そして自身のブログが、彼女が登場する主なメディアだろう。
それらのなかで、alan は「日中交流の架け橋になりたい」というコメントをしているもの
の、実際に中国についてコメントをすることはどのメディアにおいてもあまり見られない。
日本に滞在しているためもあり、中国について紹介するということも少ない。中国での活
動もしているが、日本で活動をする際は日本のエンターテイナーとしての枠に収まってい
るという印象だ。つまり、ファンにとっての alan は中国からきたという事実からあるだけ
の、「日本人」なのである。二人目は、双子姉妹による古箏ユニット「鶯と燕」を見てみた
い。2010 年の春から NHK 教育テレビ「テレビで中国語」に出演するなど、最近日本でも
知られつつあるアーティストである。彼女たちも、インタビューにおいて「自分たちの音
楽を世界に広め、日本と中国の架け橋になりたいです」と語っている。彼女たちの奏でる
音楽は、主に中国の伝統音楽であり、日中の文化交流に貢献している部分は大きいだろう。
しかし、伝統音楽だけではエンタメとしての広がりに欠けてしまうところがある。
	
  このような要因により、中国のエンタメは日本において未だ大きな注目を集めるにいた
っていないと考えられる。また同様の理由によって、人気のある中国人俳優やアーティス
トは、「リアルな中国人」として、または「ファンの友人」としての存在にもいたらないの
である。

3-9. 日本のマスコミ
	
  マスメディアは、有用な判断材料を人びとに提供し社会の公器としての役割を果たして
いる。しかし同時に誤った方向に人びとを動員することもありうる。そこで現在、日本国
内の言論・報道における対中批判がどの程度事実に基づいたものなのか。そして、マスメ
ディアの報道が人びとの対中感情にどの程度影響しているのか検討してみたい。
	
  元テレビキャスターの神奈川大学・田畑光永教授が『文集春秋』『諸君！』
『正論』
『Voice』
『SAPIO』の五誌を通して、日本における反中国論の構造を分析した「日
本五誌に見る反中国論の構造」という論文がある。これらの雑誌が「反中国ないし中国に
批判的な記事を好んで掲載する」と田畑教授は指摘している。
	
  分かりやすい例を見てみたい。2004 年 1 月 26 日付の『毎日新聞』熊本版に掲載された
「チャイナリスク」と題する記事では、商習慣の違いなどからさまざまなトラブルが発生
し、ビジネスにならないと判断して撤退する日本企業が多いと指摘している。さらに、記
事に引用された企業の社長の話によると「中国進出企業の 9 割は撤退している」とのこと
だった。しかし、事実は 2003 年から 2004 年の間も日本から中国の投資は伸び続けている
のであり、また日本貿易振興機構によると、中国内にある日系企業の 74.4%が 2003 年に営
業黒字を確保していた。
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  こうした事実の綿密な検証のされていない記事や感情的な反中批判は、人為的に日本国
民の感情を悪い方向へと向かわせる。
	
  しかし、事実に基づいた報道であっても、日本人の対中感情を悪化させる可能性が高い
トピックもある。中国での反日運動、歴史認識問題、領土問題等ナショナリズムを刺激す
るようなテーマに関する報道がそれである。これらは、中国人が全体の 80%を占める外国
人犯罪などのトピックに比べ、対中意識を悪化させている可能性が高い（図 3-4 参照）。
	
  また、日本国民が中国に関する情報や知識を入手する際、マスコミを用いる場合が圧倒
的に多かったことより、中国に対する意識はマスコミによって形作られる傾向にあると考
えられる（以下図 3-5 参照）。

図 3-4. 中国に親しみを感じない理由（3 つまで）

出典：日本リサーチセンターと中国社会科学院新聞コミュニケーション研究所
(2005)
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図 2-7. 中国についての情報や知識の入手経路

出典：日本リサーチセンター(2005)
	
  以上より、現段階での日本人の中国人にたいする意識はマスコミに依拠しているところ
が大きく、またそのマスコミに反中の傾向が度々指摘されていることが分かった。

3-10. 中国のエンタメと日中関係の今後
	
  以上のような日本での現状を打開するためには、「仮面を脱いでいて且つ能弁なパンダ」
が必要である。	
 
	
  日本人の中国にたいする親近感は、1990 年頃から下がる一方である（以下図参照）。しか
し、最近までは韓国にたいしても日本では同じくらい低い親近感を持っていた。韓流によ
り得た韓国との友好ブームを、日中にも期待したい。	
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図 3-6.	
 中国に対する親近感（1978~2006 年）	
 
	
 

出典：内閣府（2006）「外国に関する世論調査	
 
	
 
	
  日本における中国人エンターテイナーの問題は、先に挙げたように「中国人の友人とし
て」日本人国民と付き合うことができないところにある。友人になるにはまず、仮面を脱
ぐ必要がある。これは、パンダのような中国らしい魅力を隠さずにそのままさらけ出すと
いうことだ。そのためには中国独自のコンテンツの文脈において登場することが第一であ
る。J-POP に登場する中国人では足りないのだ。	
 
	
  しかし、メディアに溢れている“中国”をよく知る日本国民は、“パンダ”はもはや中国
そのものを代表する存在ではないことを分かっている。パンダのように愛らしくそこに立
っているだけで、中国友好ムードができる時代ではないのだ。友人として信頼できる程度
に、語らなければならない。これは、「日中友好を目指します」程度では信頼を得られない
ということだ。韓国の場合、日本人はそれまで韓国にたいし「無関心」な態度をとってい
たこともあり、ドラマとヨン様の笑顔と紳士な態度でうまくいったかもしれない。しかし
中国は、日本にとって「脅威」であり「不信」な国だ。中国政府に縛られない、ニュート
ラルな存在としてのスターが必要だろう。つまり、中国における日本のエンタメと同様に、
中国のエンタメが日本で広がるには、人間本位であることが鍵になるということだ。	
 
	
  また、勿論そうしたエンターテイナーが一人登場するだけで終わってしまっては、日中
交流は盛り上がらない。そのようなエンターテイナーは結局日本に滞在するようになり、
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次第に中国性もなくなってしまうだろう。韓流のように、ターゲット層をどんどんと拡大
していく必要がある。韓流では、はじまりがドラマや K-POP とジャンルが多岐に渡って展
開できるコンテンツだったために、波及が成功した。	
 
	
  言論統制の厳しい中国でも、都市部にはリベラルな考え方を持ち、世界に興味を示す若
者は多い。彼らが、彼らの自信あるコンテンツを日本に持ち込み、地道にヒットを膨らま
せていく。これが一番実現可能性の高いシナリオだろう。その際、
「男らしくロマンチック」
に商品化された「韓国男性」や「美肌でスタイルの良い」とされる「韓国女性」に負けな
い、人間の魅力を打ち出すことも忘れてはならない。このようなエンターテイナーとして
の魅力と人間らしさが合わさったときに、ようやく日本国民と中国国民を結ぶ力を持つだ
けのエンタメが誕生するのである。	
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終わりに	
 
	
  論文では、政府を介さない対外交流としてのエンタメを紹介したが、日本政府も少なか
らず、日本のエンタメ普及の一翼を担っているのだ。コンテンツを普及するきっかけとし
て、またはコンテンツ普及後にも日本に興味を持ち続けさせる仕組みとして、日本の政府
の役割は今後も必須となるだろう。	
 
	
  日本で成功を収めた韓流は、もちろん韓国のエンターテイメントが主役だったが、それ
でも政府による強い後押しがあったことも事実である。韓国では金大中政権下、
「韓流」を
国家経済と結びつけた発想が強調され、1999 年に「文化産業振興五カ年計画」が立案され
ている。また次の盧武鉉大統領政権下においても文化産業振興政策は継続され、さらに「韓
流」支援政策が発表された。「韓流」は韓国の外で起きた現象であり、その「韓流」の中身
は国によって多様なものとなっている。ここから、韓流そのものは政府によって成し遂げ
られた人為的なものではないということは理解される。しかしそれでも、韓国政府の映像
文化への支援策は、韓国文化を盛り上げるのに一役買ったはずである。	
 
	
  日本においても、外務省に広報文化外交という事業がある。事業内には、大まかに分け
ると海外広報、文化の交流、人の交流がある。これらの手段を通して、外国の一般国民層
における対日理解を促進し、日本にたいするイメージや親近感を高めてもらうことが目的
であるという。	
 
	
  文化の交流に位置する「ポップカルチャー外交」は、
「我が国に対するより一層の理解や
信頼を図るため、従来から取り上げている伝統文化・芸術に加え、近年世界的に若者の間
で人気の高いアニメ・マンガ等のいわゆるポップカルチャーも文化外交の主要なツールと
して活用」しているとのことだ。この事業の一環として、国際漫画賞、アニメ文化大使（ド
ラえもん）、ポップカルチャー発信大使（青木美沙子氏、木村優氏、藤岡静香氏）、世界コ
スプレサミットが誕生した。平成 20 年にはアニメ文化大使の就任に併せ、劇場版映画「ド
ラえもん	
  のび太の恐竜 2006」の字幕を英仏西中露の 5 か国語で制作し、平成 22 年 3 月末
までに、世界 66 都市で合計 133 回上映している。	
 
	
  今回、政府のエンタメ支援策にたいする評価はできなかった。しかし、日本のエンタメ
が「外交手段」として成長するために、政府の援助は必須のものであるということは確か
だろう。上のような事業が、実りあるエンタメに結びつくことを期待する。	
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일본에	  대한	  이미지	  설문조사	 
日本に対するイメージについてのアンケート / Questionnaire about your image on Japan
Keio	
 University	
 Environment	
 and	
 information	
 Faculty	
 4th	
 grade	
 
Okada Sayaka	
 
설문조사 목적 (Purpose) :
바쁘신 와중에 본 설문에 응해 주셔서 대단히 감사합니다. 귀하께서 작성해주시는 본 자료는 저의
졸업 논문 자료로 사용하고자 하오니, 작성 부탁 드리겠습니다.
Thank you for taking your time.

This interview is for my graduation thesis.

저의 논문 주제는 “서로 다른 국가 간의 관계를 증진시킬 수 있는 방법”에 대한 것입니다.
My research theme is “how one country can improve relationship with other country”.
제 생각에는 국가 간의 분쟁은 대부분 상대 국가에 대한 잘못된 인식 혹은 오해에서 비롯된다고
생각합니다.
I think that conflict between 2 countries comes mostly from a misunderstanding or lack of
knowledge about the other.
1. 귀하의 성별은 무엇입니까? What is your sex ?............

2. 귀하는 몇 살이십니까? How old are you?.................... (

( 남성 Male / 여성 Female )

)

3. 귀하는 일본을 방문한 경험이 있으십니까? Have you ever been to Japan?
( 없음 Never / 한 번 Once / 두 번 Twice / 세 번 Third / 네 번 이상 More )

4. 귀하는 일본인과 대화를 나눠본 적이 있으십니까? Have you ever talked with Japanese?
( 없음 Never / 한 번 Once / 두 번 Twice / 세 번 Third / 네 번 이상 More )
① 있으시다면, 어떤 상황의 대화셨습니까? If you have, in what kind of situation was it?
(

)

5. 귀하는 일본의 대중 문화를 좋아하십니까? (예) 일본 영화, J-POP, 일본 만화 등
Do you enjoy watching, listening or reading Japanese Pop culture?
(Ex. Movie, Singer, Manga, Character, etc.)
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① 예 Yes

② 아니오 No

※ 5 번 항목이 “예”인 경우 If the answer is “yes”.
좋아하시는 일본 가수, 일본 만화, 혹은 일본의 대중 문화 컨텐츠를 적어주시기 바랍니다.
Pleas raise name of the artists or contents.
(

)

6. “일본”이라는 단어에서 어떤 이미지가 연상되십니까? 세 가지를 적어주시기 바랍니다.
What comes to your mind when you hear “Japan”? Please raise three words.
① (

)

② (

)

③ (

)

7. 귀하는 일본을 좋아하십니까? Do you like Japan?
① 예 Yes

② 아니오 No

8. 귀하의 일본에 대한 선호도는 바뀌셨습니까? Has your preference to Japan changed?
In 5 year ① 예 Yes

② 아니오 No

In 10 year ① 예 Yes

② 아니오 No

9. 귀하의 일본에 대한 이미지를 바꾸게 한 무엇인가가 있습니까?
Had anything changed your image on Japan?
① 예 Yes / (
(

)을 알고 나서부터 일본에 대한 나의 생각은 (
)으로 바뀌었습니다. after knowing

been changed from (

) to (

(

)에서

), my attitude toward Japan has
).

② 아니오 No

10. 어떠한 것이 일본에 대한 이미지를 나쁘게 만든다고 생각하십니까?
What do you think makes an image on Japan worse?
(

)

11. 귀하의 국가와 일본 간의 관계가 앞으로 호전될 것이라고 생각하십니까?
Do you think the relationship between your country and Japan will be better in the future?
① 예 Yes / 어떻게 양국 간의 관계가 호전될 수 있을까요? How can it be possible?
견해를 적어주시기 바랍니다. Please write your opinion.
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(

)

② 아니오 No / 왜 양국 간의 관계가 호전될 수 없을까요? Why can it be impossible?
견해를 적어주시기 바랍니다. Please write your opinion.
(

)
- 끝 End ‒

설문에	  응해주셔서	  감사합니다.	 Thank	 you	 very	 much.	 
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