
Ⅰ　問題の所在

　今年（2012年）、日本国民は東アジアの領土問題を巡っ
てこれまでになく大きな関心を抱かざるを得ない状況を
迎えた。
　日本と中国、台湾と領有権を争っている「尖閣諸島問
題」は2010 年9月7日、中国漁船が日本の海上保安庁の
巡視船に衝突してきたことで大きく報道されたが2012
年に入って新たな展開を呈すようになった。その契機は
2012年4月16日、訪米中の石原慎太郎東京都知事は都が
魚釣島、北小島、南小島の3島を埼玉県在住の地権者か
ら購入する方針を決めたことを発表し、購入資金として
募金と呼びかけたことである。結局、約15億円の寄付金
が集まったという事実は、国内における領土問題に対す
る関心の高まりを象徴する出来事であった。
　同年6月10日には、第1回尖閣諸島沖漁業調査として
衆議院議員6人、石垣市職員1人、東京都議や八重山地域
の漁業者、その他マスコミ含む計約120人が漁船14隻に
分かれ尖閣諸島周辺海域で集団漁業や海上から島の調査
活動を実施して中国側の反発を招いた。その後、7月4日
には台湾人活動家を乗せた遊魚船1隻と台湾の海岸巡防
署の巡視船4隻が魚釣島の領海を侵犯するなど緊張が続
いた。そこで、野田佳彦首相は7月7日、沖縄県の尖閣諸
島を政府が買い上げるという方針を明らかにしたが、当
日は日中戦争の発端となった盧溝橋事件75周年の日で
あった 1）。中国国営新華社通信は同夜、「誰であろうと中
国の神聖な領土を売買することを許さない。中国は引き
続き必要な措置を講じ、断固主権を守る」との中国外務

省談話を配信した。
　その後8月16日、中国香港の活動家が魚釣島の領海を
侵犯して島に上陸し、島で待ち構えていた日本の警察官
と海上保安官に逮捕された。この逮捕を受けて中国各地
で破壊活動を伴った反日運動が起きに至った。9月11日、
日本政府は地権者から尖閣諸島を買取るとの国有化を宣
言した。この措置は、東京都による購入計画を阻止して
尖閣諸島の「平穏かつ安定的な維持管理」を行うことを
目的としていたが、中国では反日感情がさらに高まり、
上海で日本人が暴行されるなどの事例が相次いだ。しか
し、満州事変の契機となった9月18日の柳条湖事件・記
念日以降、中国政府はデモや破壊行為の鎮圧に転じた。
これまでの「愛国無罪」を掲げたデモが中国政府への批
判へとヒートアップする危険性を察知したからだと言わ
れている。一方、中国政府は国有化に対する対抗措置と
して9月27日に予定していた日中国交40周年式典を中
止し、また日本各地への観光のキャンセルが続出するな
ど日中関係に影響を与えている 2）。
　日本と韓国で領有権を争っている「竹島問題」では、
2012年8月10日に李明博大統領が韓国歴代首脳として初
めて竹島へ上陸し、その4日後には天皇訪韓の条件とし
て戦争責任に対する謝罪を要求した報道により、韓国に
対する厳しい世論が日本に沸き起こった 3）。それに対し
て野田佳彦首相は同月23日の衆議院予算委員会で韓国
大統領の竹島上陸に対して「遺憾の意」を表明した。また、
国際司法裁判所への提訴同意を求めた韓国大統領への親
書が返送されたことに対して「常識から逸脱している」
と語るほど日韓の外交関係は悪化した。その後、日本政
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府は韓国に対して1954年と62年に続いて、竹島領有権
問題の解決をはかるために国際司法裁判所への提訴を提
案しているが、韓国政府は拒否し続けている。
　韓国大統領の竹島訪問は、その背景に日本軍元「慰安
婦」問題があったと言われている。2011年8月30日、韓
国の憲法裁判所は、韓国政府が日本軍「慰安婦」被害者
の賠償請求権に関し、具体的解決のために努力していな
いことは「被害者らの基本権を侵害する違憲行為である」
決定を出した。そこで、韓国外交通商省は同年9月15日、
日本軍「慰安婦」被害者と原爆被害者らの請求権問題に
対して政府間交渉の開催を公式に求めた。2011年末に
京都で開催された日韓首脳会談で李明博大統領が元「慰
安婦」問題についての協議をもちかけたにもかかわらず、
野田佳彦首相が正面から応えようとしなかったことがそ
の要因とされている 4）。
　以上、これまで述べたように今年（2012年）の4月から
日中間で尖閣諸島の領有権をめぐって大きな問題となっ
ていたことから、春学期・総合基礎科目「教育学Ⅰ」では、
履修学生の希望により教育の視点から東アジアの領土問
題について取り挙げて講義を進めることになった。特に、
講義初回次の際実施したアンケートでは彼らが高校の時
に日本の領土問題を詳しく学んだ経験がないという意見
が殆どであったので、近現代史の視点に基づいた東アジ
アの領土問題の捉え方を中心に講義をおこなった。
　

Ⅱ　領土問題に対する日本の若者の認識
及び学習指導要領での取り扱い

　2011年8月4日、若手経営者などが加盟する日本青年
会議所・主権国家確立委員会は「領土・領海に関する意
識調査について」を発表し、当委員会が全国の高校生に
日本と周辺国との境界線を引く「領土・領海検定シート」

（資料1）実施した結果の詳細を発表した 5）。（有効回答者
数400人）
　調査対象の高校生には「領土・領海検定シート」に記
載された3枚の白地図に隣国との境界線を引かせるとい
う方法でアンケートを実施した。ちなみに3枚の白地図
とは、①北方シート（択捉島とウルップ島の間、宗谷岬
と樺太の間にそれぞれ国境線を1本ずつ引くことが正
解。）、②日本海シート（対馬の上、竹島と鬱陵島の間に
国境線を1本引くことが正解。）、③南方（東シナ海）シー
ト（与那国島と台湾の間、尖閣諸島の左に国境線を1本
引くことが正解。）である。それぞれの正解率は、①59人・
14.8％、②37人 9.3％、③105人・26.3％で、全問正解者7
人 1.8％であった。2011年7月31日の産経新聞朝刊によ
れば、「自信満々に答えた生徒は少なく、択捉島や与那国

島がわからなかったり、竹島と鬱陵島を取り違えたりし、
習っていません」と答えた生徒も目立ったという。
　この調査を実施した日本青年会議所は「この検定シー
トで大切なことは、自分の住む国のカタチを理解してい
ないことを自覚し、もし覚えていないのならば、次から
答えられるように覚えてもらい、それをきっかけとして、
なぜそこが国境となっているのか、歴史的背景に興味を
持ち、自ら学ぼうとする姿勢を持っていただくことです。
教育現場では、日本の公式な主張、隣国主張、なぜ小さ
な島を欲しがるのかという意味（海底資源やEEZ の意
味）。そこまで踏み込んだ教育を学校でしていただけれ
ばと思います。」6）とコメントしている。
　それでは、学習指導要領における領土問題の取り扱い
についてみてみよう。最初に北方領土問題について記載
が登場したのは1989年（平成元年）学習指導要領改訂で
あった。文部省は北方領土問題についての指導を徹底さ
せるため、小学校4年社会科で「国土の位置の指導につ
いては、我が国の領土と近隣の諸国を取り上げるものと
すること」、中学校社会科・地理的分野では「領域の特色
と変化については、北方領土など我が国の領域をめぐる
問題についても着目させるようにすること」と明記した。
その後、1998 年（平成10年）改定では，中学校社会科・
地理的分野で「北方領土が我が国の固有の領土であるこ
となど我が国の領域をめぐる問題にも着目させるように
すること」と明記された。
　一方，竹島問題の取り扱いについて文科省は、2008年

（平成20年）告示の中学校社会科・学習指導要領解説書
に「我が国固有の領土」と明記する方向であった。しか
し、韓国政府の抗議により「我が国と韓国の間に竹島を
めぐって主張に相違があることなどにも触れ」とする記
述を盛り込むことにより、竹島の領有権を直接的に示す
表現を見送るに至った。その当時の状況として政府首脳
は，日韓関係が悪化すれば北朝鮮の核問題に関する六か
国協議に関して悪影響があるとの政治的決着から，「我
が国固有の領土」と明記することを見送ったとされてい
る。
　高等学校に関して2009年（平成21年）告示の学習指導
要領及び翌年の学習指導要領解説の両方に竹島記載が見
られなかったことは、中学校では解説のみ記載されたこ
とと比較して異なる対応となった。しかし、「高等学校に
おいても中学校と同様、竹島を指導するという趣旨であ
る」との説明が文科省よりなされ、「地理」、「現代社会」、

「政治経済」の教科書に竹島記載が見られるようになっ
ている。
　さらに、尖閣諸島問題について日本政府の立場として
は、領有権問題は存在しないということを表明しており、
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学習指導要領には記載されていない。しかし、尖閣諸島
は「固有の領土であるが中国が領有権を主張している」
と記述している中学校社会科教科書（公民的分野及び地
理的分野）が数社（育鵬社、自由社など）検定をパスして
いる。高等学校学習指導要領・地理歴史科地理A 及び地
理Bの解説では、高校生に対して、竹島を含めた我が国
の領土問題について理解を深めさせるための指導が適切
になされるよう、「北方領土など我が国が当面する領土
問題については、中学校における学習を踏まえ、我が国
が正当に主張している立場に基づいて的確に扱い、領土
問題について理解を深めさせることが必要である。」と
記述している。そこで、今回の検定では地理の全ての教
科書7冊が尖閣問題を掲載するなど現行の教科書と比較
して取り扱う教科書発行社が増加した。また、「現代社会」
と「政治経済」の検定合格教科書13冊中11冊が尖閣問題
を掲載した。上述した様に学習指導要領解説では、尖閣
問題を扱うことを明示していないが、2010年9月に尖閣
諸島沖で発生した中国漁船衝突事件が影響したとみられ
ている。
　

Ⅲ　「教育学Ⅰ」講義内容

　総合基礎科目「教育学Ⅰ」は本学八王子キャンパス全
学部生が受講可能なので、教職免許を履修していない学
生も多く受講している。本年度春学期・科目登録者数は 
1, 2時限共通で約80名であり、レポート提出を経てプレ
ゼンテーションを実施し、単位を取得した学生は35名で
あった。なお、春学期は竹島問題を中心とした領土問題
の捉え方について以下の日程で講義を進めた。

第 1 回 ガイダンス　アンケート記入
第 2 回 尖閣諸島について
第 3 回 竹島問題①竹島問題と植民地支配
第 4 回 竹島問題②漁業権問題 ―島根漁民の叫び―
第 5 回 竹島問題③日韓基本条約 新日韓漁業協定
第 6 回 竹島問題④対日不信の要因、若者のイメージ
第 7 回 竹島問題⑤日本海の環境問題
第 8 回 竹島問題⑥日韓共通教材の取り組み
第 9 回 北方領土問題
第10回 レポート回収・プレゼンテーション①
第11回 プレゼンテーション②
第12回 プレゼンテーション③
第13回 プレゼンテーション④
第14回 プレゼンテーション⑤
第15回 まとめ

　第2回目の講義（2012年4月19日）は東京都による尖
閣諸島3島購入方針が決定された3日後であったので、
新聞記事を配布してそれに至るまでの概要及び中国・台
湾の反応について解説した。
　第3回目の講義（2012年4月26日）からは、テレビ朝日
で放映された『サンデープロジェクト』「韓国反日はなぜ
起きたか」（2005年6月19日放映）録画ビデオを視聴しな
がら、日本と韓国で領有権を争っている竹島問題につい
て学習を進めた。特に、2005年3月に島根県議会が「竹
島の日」制定条例を可決したことにより、なぜ韓国では
連日抗議デモが繰り返されたのか、さらに大部分の日本
国民はこれまで竹島問題に関心を示してこなかったのだ
が、日韓双方でこれほどの温度差がある理由とは何であ
ろうかという発問をした。そして、Ⅰ「竹島問題と植民
地支配 ―韓国国民の感情―」として前述したビデオを
視聴しながら、どちらが先に土地領有権の意思を「公的」
に示したのかという問いに対して、日本側は1905年の閣
議決定で島根県に編入したことを公表したので、国際法
的にも竹島領有の意思を「公的」に示したと主張してい
るということをワークシートに記述させた。一方、韓国
側はその当時、日本に外交権を奪われていたので、島根
県への竹島編入に対して反対の意思を示すことが出来な
かったと主張していることも記述させた。
　第4回目の講義（2012年5月10日）は、Ⅱ「漁業権問題
―島根漁民の叫び―」として、第二次世界大戦後、竹島
問題が両国間の紛争となった契機は、サンフランシスコ
講和条約発効によって日本が独立国に復帰する直前の
1952年1月、当時の李承晩大統領が竹島を自国に含むい
わゆる「李承晩ライン」の設定にあったことを映像で確
認しながら説明をした。それ以降、日本海で操業してい
た多くの日本漁船が拿捕されて船員が抑留されたので、
島根漁民にとって大きな打撃であったこともふれた。ま
た、以下の2点についても補足説明をおこなった。
　

①そのため、1954年に日本政府は竹島の日本帰属に
は近代国際法の領土取得の要件にも合致していると
して国際司法裁判所に提訴することを決定した。

②それに対して、韓国政府は独島が歴史的、地理的に
も「固有の領土」であることは明白であるから第三
者の判断は必要ないとの姿勢を堅持している。

　
　第5回目の講義（2012年5月17日）は、Ⅲ「日韓基本条
約―1965年」として、日本との国交正常化を目指した当
時の朴正煕大統領は、両国の懸案であった竹島について

「いっそ爆破したい」とも述べたともいう説があること
を映像で確認させた。そして、合計5億ドルの経済援助
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という合意により日韓基本条約が締結され、結局、竹島
問題について両国は棚上げしたことを説明した。また、
Ⅳ「新日韓漁業協定 ― 1999年」、「竹島の日条例制定」と
して、1994年、国連海洋法条約が発効して日韓両国も批
准したので1999年には新日韓漁業協定が締結され、両国
は竹島がないものとして海域の中間線付近に暫定水域を
設置したことについて映像を利用しながら確認した。さ
らに、共同管理にもかかわらず韓国漁船が現在も占拠を
続けており、この周辺海域に生活基盤をおく島根県漁業
関係者が大きな打撃を受けている現状 7）を日本政府や自
国民に対してアピールするため、竹島が島根県に編入さ
れた1905年2月22日を「竹島の日」とする条例を島根県
議会が2005年3月16日に制定したことも説明した。
　第6回目の講義（2012年5月24日）は、Ⅴ「対日不信の
要因」、「若者の日本イメージ」として、竹島問題のみな
らず歴史教科書問題や小泉元首相による靖国神社参拝問
題も重なり韓国での反日デモはさらに拡大したことも映
像で確認した。その様な状況において日韓双方の歴史教
師たちが民間レベルでの交流を開始したことを説明しな
がら、そのメンバーの一人である韓国側の教師が「日本
の平和憲法である九条の存在を交流前までは全く知らな
かったし、それを韓国の生徒達に全く教えていなかった」
と述べている映像シーンを特に紹介した。ちなみに、そ
の教師は私自身が執筆に関わっている日韓共通教材作成
メンバーであった 8）。また、日本の大学教授が韓国の女
子高生に対して日本のイメージを聞く場面として、「日
本のアニメや漫画など文化面では非常に良い印象を持っ
ているが、竹島問題など政治面については悪い印象を
持っている」という映像シーンに対して、各自の意見を
聞いた。
　第7回目の講義（2012年5月31日）は、テレビ朝日で放
映された『サンデープロジェクト』「日本海クライシス」

（2010年1月31日放映）を視聴しながら、日本海で韓国の
密漁船が捨てた大量の漁具が大きな問題になっているこ
とを学習した。韓国船による遺失漁具が海産物を殺し続
ける「ゴーストフィッシング」で資源状況が悪化してい
ること、また長期間にわたって、韓国政府公認のもとで
大規模な海洋投棄が大規模に行われていること、そして
韓国の下水汚泥や畜産排水などが海産物に深刻な影響を
与えており、韓国政府の調査によればベニズワイガニな
どから食品安全基準値を大幅に上回るカドミウムが検出
されていたということなども映像を観ながら確認した。
　第8回目の講義（2012年6月7日）は、教育の視点から
みた領土紛争の解決にむけての取り組み例として、韓国
側教師と共同で執筆した日韓共通教材「東アジアの領土
問題」完成に至るまでの経緯について説明をおこなった。

そこで、筆者自身は領土問題を学校で扱う際に必要なこ
とは自国の主張だけではなく、相手国の主張やその背景
も解説し、双方の見解の相違について生徒自身が考察で
きるようにすべきだと述べた。また、互いの首脳が「双
方の勝利」を宣言できるような世論の構築を目指すため、
未来志向に向けた解決策を提案しあえるような授業を双
方の国で実践すべきだと主張した。
　また、講義では以下の世論調査結果を提示した。韓国
併合100周年となった2010年8月、韓国のKBSと日本の
NHK放送が日韓関係について世論調査を実施したもの
で、「日本と韓国の関係を前進させるために何が必要か」
について、以下のリストから重要だと思うことを2つ選
択するというものであった 9）。

選択リスト
1. 貿易の不均衡の解消、2. 政治的対話、3. 経済交流、4. 
戦後補償にかかわる問題の解決、5. 文化・スポーツ交流、
6. 市民レベルの交流、7. 歴史認識をめぐる問題の解消、8. 
竹島（独島）をめぐる領有権の問題の解決、9. 漁業権の
問題の解決、10. その他（具体的に）、11. 特にない、12. 
わからない

日本の選択
年

順位
20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

1 政治的
対話

文化
スポーツ

交流
歴史認識 政治的

対話
政治的
対話

政治的
対話

2
文化

スポーツ
交流

政治的
対話

政治的
対話 経済交流 経済交流 経済交流

3 歴史認識 竹島
文化

スポーツ
交流

文化
スポーツ

交流
歴史認識

文化
スポーツ

交流

4 経済交流 歴史認識 竹島 歴史認識 竹島 竹島

5 竹島 経済交流 経済交流 市民交流 市民交流 歴史認識

韓国の選択
年

順位
20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

1 独島 独島 独島 独島 独島 独島

2 歴史認識 歴史認識 歴史認識 歴史認識 歴史認識 戦後補償

3 政治的
対話

政治的
対話 戦後補償 戦後補償 戦後補償 歴史認識

4 戦後補償 戦後補償 政治的
対話

政治的
対話

政治的
対話

政治的
対話

5
文化

スポーツ
交流

経済交流 経済交流 経済交流 貿易
不均衡 経済交流
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　この調査結果で明らかにわかることは、日本では多く
の世代が「政治的対話」を挙げた割合が高かったのに対
して、韓国のすべての世代が「独島」を第1位で、第2位
に「歴史認識」を挙げていることである。つまり、日本で
はロシアとの北方領土問題、中国との尖角諸島問題と同
じく竹島（独島）問題を領土問題だと認識しているのに
対し、韓国では日本が独島に対する領有権を主張するこ
とは韓国の完全な解放と独立を否定する行為であり、過
去日本がおこした侵略戦争に対して正当性を主張する行
為として捉えている。したがって多くの韓国国民の意識
として、独島は完全な主権回復の象徴であって、領土問
題ではなく歴史認識の問題であると認識していることが
わかる。
　そこで、両国の国民が竹島（独島）問題についてお互
いの立場を理解することが必要であり、韓国人が独島に
対してなぜそのように敏感な反応を見せるのか、島根県
はなぜ竹島の日条例を制定して世論に訴えるのか、につ
いて互いに理解しあう姿勢が必要になってくることを考
察させるようにした。
　第9回目の講義（2012年6月14日）は、北方領土問題に
ついて1コマのみではあったが、独立行政法人・北方領
土問題対策協会のホームページ・北方領土問題情報総合
サイト 10）の動画を視聴しながら、これまでの日露双方の
主張や学校での北方領土学習に対する取り組みについて
学習した。また、これまでの交渉過程において、歯舞・色
丹の二島を返還した後に平和条約を締結して残り二島に
ついては返還交渉を続けるという二島先行返還や2006
年12月に当時の麻生太郎外相が提案した面積2等分論

（歯舞・色丹・国後の三島に加え、択捉の25％を日本に返
還させるという案）などの解決案が検討されたというこ
とも説明した。
　第10回目の講義（2012年6月21日）は、これまで学習
した尖閣、竹島、北方領土問題の中から1つ選択して作
成させたミニレポート（A4・2枚　①要約・②キーワー
ド・③設定の理由・④調査方法・⑤調査結果・⑥参考文献・
註）を回収し、その後5回にわたって自分自身のレポー
トをOHPで投影しながら1人約10分のプレゼンテーショ
ンを実施した。なお、尖閣問題を選択した学生は8名、竹
島問題を選択した学生は17名、北方領土を選択した学生
は10名であった。受講生は1年生が比較的多く、インター
ネットからそのまま添付する学生が続出したので、基本
的なレポートの書き方をさせるため大部分は修正のうえ
で再提出をさせた。以下は、プレゼンテーションを終え
ての感想の一例である。

　初回に作成したレポートは最終的に自分が何を強く主張
して伝えたかったのかということが、まったくまとまって
おらず、プレゼンの際にも自分の考えを伝えることができ
なかった。その時に先生から様々なアドバイスを頂いて再
修正して作成したので多少、良いものが出来たのではない
かと思う。他者のプレゼンを聞きながら多くの参考文献を
知り、多様な意見を知ることが可能となって自分の糧にす
ることにより充実した自分のためになる時間を過ごすこと
が出来た。今回のレポートを通して、3つの領土問題につい
ての重要さや詳しい概要を知ることが出来て勉強になった
と思う。自分のプレゼン能力のなさを知ることもできたの
で、自分の主張を明確に伝えることができるよう頑張りた
い。（女子学生）

Ⅳ　「教育学Ⅱ」講義内容

　本年度春学期に続き、秋学期は総合基礎科目「教育学
Ⅱ」を担当した。受講者数は1, 2時限共通で約60名であ
り、その中の約半数は春学期から継続して履修している
学生であった。なお講義内容は以下で、第7回以降は「現
代社会」・教材研究について講義をおこなった。

第 1 回 ガイダンス　尖閣諸島について
第 2 回 『ラストエンペラー』視聴①
第 3 回 『ラストエンペラー』視聴②
第 4 回 『ラストエンペラー』視聴③
第 5 回 『ラストエンペラー』視聴④
第 6 回 日・中・台の主張・東シナ海イニシアチブ
第 7 回 「現代社会」・教材研究①大衆社会
第 8 回 チャップリン『モダンタイムス』視聴
第 9 回 チャップリン『独裁者』前半視聴
第10回 チャップリン『独裁者』後半視聴
第11回 教材研究・宗教②エルサレム3つの聖地
第12回 教材研究・宗教③ユダヤ排斥の理由
第13回 教材研究・宗教④パレスチナ問題
第14回 総括
第15回 レポート提出

　第1回目の講義（2012年9月20日）は、日本政府による
尖閣諸島国有化宣言（9月11日）による大規模な反日デ
モが中国各地で勃発していたが、9月18日以降、中国政
府はデモの終息を命じた直後であったので、9月18日付
朝日新聞朝刊記事〈ニュースがわからん！〉「18日の柳
条湖事件って？」を配布し、9月18日がどのような意味
を持つ日であり、それ以外に日本と関する以下の中国の
記念日について解説した。
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① 7月 7日 柳条湖事件（1931年）
② 9月 3日 対日宣戦記念日（1945年）
③ 9月 18日 盧溝橋事件（1937年）
④ 9月 29日 日中国交正常化（1972年）　
⑤ 12月 13日 南京事件（1937年）

　そこで、受講している学生の日本近現代史に関する知
識の不十分さに筆者は唖然としたので、第2回目の講義

（2012年9月27日）講義以降では映画『ラストエンペラー』
を視聴覚教材として使用しながら戦前の日本と中国との
関係について学習することを決定した。また、本映画は
時代が前後しながら展開してゆく作品であるので、視聴
覚教材を使用する際に配布資料による事前学習を実施し
た。（以下、配布資料を添付。）

事前・事後指導のための資料
『ラストエンペラー』1987年　伊・英・中・共同製作アカ
デミー賞作品賞　 監督ベルナルド・ベルトルッチ 出演 
溥儀=ジョン・ローン 甘粕正彦=坂本龍一

上映目的
　中国、韓国・台湾などは日本の戦争責任を今でも追及
していることを認識する
　東アジアでは尖閣諸島、竹島の領有権を巡って日本は
中国・台湾、韓国と争っており、日本の過去における侵
略戦争の責任を追及しています。つまり、将来の日本を
担う君たち大学生は、戦前の日本が中国や朝鮮半島、東
南アジア諸国に対して極めて多くの被害を及ぼしたこと
を「知らない」では済まされないのです。『ラストエンペ
ラー』を観賞することで日本による中国侵略の経緯を学
んで欲しい。

あらすじ
　3歳で皇帝になり、庭師として生涯を終えた人間の実話！
①1950年、中国東北部ハルビン駅では、次々と中国人戦

犯たちが送りこまれていった。800人を越す中で、清
朝最後の皇帝であった愛新覚羅・溥儀（ジョン・ローン）
は、自ら命を断とうと誰もいない事務室へ向い、手首
を切った。流れる血を見ながら彼の脳裏には、皇帝の
住居である紫禁城へ初めて連れていかれた日が、まざ
まざと甦った。

②1909年に、光緒帝（溥儀の叔父）は帰らぬ人となり、
実質的支配者だった西太后は、自分の弟の子供である
溥儀を皇帝に指名して息を引きとった。紫禁城での生
活は、外へ出ること以外は何でも望みどおりであった
が、溥儀は家に帰りたいという気持ちを抑えきれず、

泣きじゃくる毎日であった。7年後、彼は実弟・溥傑
と初めて会い、2人はすぐに仲良くなった。しかし、
書道を楽しんでいたある日「黄色は皇帝の色だ、それ
を脱げ」の兄の言葉に弟が「嫌だ」「もう皇帝なんかじゃ
ない」と反抗した言葉に溥儀はショックを受けた。

 　そのような時、家庭教師としてレジナルド・ジョン
ストン（RJ）がやって来る。彼はテニス、自転車など
西洋の知識を教えた。溥儀の目は、次第に世界へ向け
られ、意志も言えず、指示されなければ動けない自分
に腹立たしさを感じ始めた。やがて自分で相手も選べ
ないと不満をもらす溥儀であったが、彼が16歳の時に
17歳と12歳の娘を皇后と妃に迎えた。（彼は性的不能
であったとの説がある。）

③1950年、ハルビン駅で死を選んだ。しかし、彼は心な
らずも収容所所長によって救われ、戦争犯罪人管理セ
ンターに送られ、そこは自分の犯した罪を償うという
人間改造の場だった。しかし彼に反省する気持ちはな
く、罪の告白も平気で偽り、尋問者を苛立たせた。

④1924年、中華民国の軍人のクーデターにより溥儀は紫
 禁城を追放される。
 　皇帝に即位して以来ずっと望んでいたことであった

が、「自分は殺されるのではないか?」とRJに不安の思
いをぶつけた。紫禁城を出た、かつての皇帝は、天津
の租界地（外国が支配する土地）贅沢な生活を楽しん
でいた。そのような状況で妻のもとへ、日本のスパイ
であり、男装の麗人といわれた川島芳子（満州貴族の
娘で日本人の養女）が不吉なニュースを持って来た。
その内容は中華民国政府が返還協定を破って、歴代皇
帝の墓を暴き金、銀など、財宝の略奪が行われている
という。そして1932年に全世界の非難の声にも関わら
ず、溥儀は日本政府に操られた満州国の執政になり、
2年後に皇帝となった。

⑤1959年、10年間の厳しい収容所生活を経て、溥儀は
 釈放される。
 　囚人981号から一般市民へ戻った。「みんなうわべだ

けだ。同じ人間が変われるものか」と主張していた人
間が、本当の意味で皇帝から一市民へ、生まれ変わっ
た。一市民となった溥儀は、庭師となり北京で暮らし
ていた。そして、かつて幼年時代を過ごし、観光地と
なってしまった紫禁城を訪れ、その場所で昔を懐しむ。
1967年、彼はガンのため、その波乱万丈の生涯を61歳
で閉じた。

　第3回目（2012年10月4日）から第5回目（2012年10月
18日）までの講義は本作品を分割して視聴しながら、①
溥儀の人物像、②皇后婉容の人物像、甘粕正彦の人物像、
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③満州事変（柳条湖事件）、④日中戦争（盧溝橋事件）、⑤
南京大虐殺、⑥細菌実験、⑦日本の敗戦、⑧文化大革命
など映画の展開を理解するうえで不可欠な内容について
は映像を止めて逐一解説をおこなった。以下は、映画視
聴後の感想の一例である。

　小学校から高校まで歴史はただ単に教科書の中だけで学
んでいたため、年号や事柄を淡々と暗記する作業であった
のであまり好きな教科ではなく、苦手意識さえ持っていた
教科であった。しかし、映画を題材として基礎を学ぶと、こ
んなにもわかりやすい授業になるということに驚き、改め
て視聴覚教材の重要性について身を持って理解することが
できた。また、事前に登場人物を整理したり、映像と並行し
て登場人物について解説を受けたので、非常に印象に残り、
映画が終わった際に「面白かった」だけで終わらせない、生
徒の理解度が深まる講義だと思った。あらためて、日本が
中国にしてきた事実を考えさせられたので、両国とも正確
な歴史を後世に伝えるべきだと感じた。（女子学生）
　
　自分としては過去の歴史に縛られてはいけないという考
えが多少あった。しかし、この映画を視聴したことで日本
が戦争責任を迫られていることを初めて知り、やはり歴史
問題は重要であるとあらたえめて認識した。（男子学生）

　
　第6回目（2012年10月25日）の講義では、春学期に尖閣問
題について、日本・中国・台湾がそれぞれどのような主張を
しているかについての詳細を解説できなかったので、以下4
点の資料（抜粋）を配布し、それらを読んだ上での考察をワー
クシートに記入させた。

①日本外務省HP「尖閣諸島に関するQ&A」11）

②中華人民共和国国務院報道弁公室「釣魚島は中国固 
の領土である」白書 12）

③台湾・馬英九総統が提唱した「東シナ海平和イニシ
アチブ 13）

④「『領土問題』の悪循環を止めよう！日本の市民のア
ピール」（以下、「市民アピール」。）14）

　特に筆者自身が注目すべきと認識している「市民ア
ピール」の項目を直接読み上げながら解説をおこなった。
　（以下参照）

2、　　　　　　　　　　中略
　日本の竹島（独島）編入は日露戦争中の1905年2月、韓国

（当時大韓帝国）の植民地化を進め、すでに外交権も奪いつ
つあった中でのものであった。韓国民にとっては、単なる

「島」ではなく、侵略と植民地支配の起点であり、その象徴
である。そのことを日本人は理解しなければならない。ま
た尖閣諸島（「釣魚島」＝中国名・「釣魚台」＝台湾名）も日
清戦争の帰趨が見えた1895年1月に日本領土に組み入れら
れ、その3カ月後の下関条約で台湾、澎湖島が日本の植民地
となった。いずれも、韓国、中国（当時清）が、もっとも弱く、
外交的主張が不可能であった中での領有であった。

6、少なくとも協議、交渉の間は、現状は維持されるべきで
あり、互いに挑発的な行動を抑制することが必要である。
この問題にかかわる基本的なルール、行動規範を作るべき
である。台湾の馬英九総統は、8月5日、「東シナ海平和イニ
シアチブ」を発表した。自らを抑制して対立をエスカレー
トしない、争いを棚上げして、対話のチャンネルを放棄し
ない、コンセンサスを求め、東シナ海における行動基準を
定める――など、きわめて冷静で合理的な提案である。こ
うした声をもっと広げ、強めるべきである。

（下線部は筆者。以下同様）

7、尖閣諸島とその周辺海域は、古来、台湾と沖縄など周辺
漁民たちが漁をし、交流してきた生活の場であり、生産の
海である。台湾と沖縄の漁民たちは、尖閣諸島が国家間の
争いの焦点になることを望んでいない。私たちは、これら
生活者の声を尊重すべきである。

9、こうした争いのある「領土」周辺の資源については、共
同開発、共同利用以外にはありえない。主権は分割出来な
いが、漁業を含む資源については共同で開発し管理し分配
することが出来る。主権をめぐって衝突するのではなく、
資源を分かち合い、利益を共有するための対話、協議をす
べきである。私たちは、領土ナショナリズムを引き起こす
紛争の種を、地域協力の核に転じなければならない。

11、最後に、私たちは「領土」をめぐり、政府間だけでなく、
日・中・韓・沖・台の民間レベルで、互いに誠意と信義を重
んじる未来志向の対話の仕組みを作ることを提案する。

　その後、受講生が記入したワークシート内容は以下で
あった。（一部抜粋）
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　「秘密裏に掠め取る」などと中国政府は尖閣の領有権を主
張しているが、日本では全ての内容が報道されていないの
で、両国とも欠点が多くみられる。従って、事実を伝えるた
めに日本・中国・台湾の主張をテレビなどのメデイアでそ
のまま包み隠さず、お互いの国民に向けて中継すれば公平
だと考える。（男子学生）
　
　日本が国際司法裁判所への提訴を拒否していたことは知
らなかった。韓国に提訴を呼びかけているのに、台湾から
の提案を拒絶していることは日本人としておかしいと思
う。イニシアチブは日本側からみればプラスの面もあるの
で利用すべきである。（男子学生）

　日本は日露戦争中に竹島を編入したので韓国側は外交権
を奪われており、反対の意向を示すことが出来なかったこ
とを前期のレポートにまとめたが、尖閣諸島も日清戦争中
に日本へ編入させ、日本は中国、朝鮮の外交権が最も弱い
ときに領有したことが問題を複雑にしていることがわかっ
た。（女子学生）
　
　私は前期に竹島のことを調べていたので日韓のことは多
少知っているつもりであったが、今回の講義で紹介された

「市民アピール」の記事を見て考えが変わった。尖閣諸島問
題を領土問題と日本は認め、互いに向きあってゆく姿勢が
大事であるし、話し合いなしに決めていくことは不満を残
すだろう。竹島問題は満足な話し合いができていないので
平行線のまままだ。だから、互いに領土問題として認める
こと、それから対話を継続することが最も平和的な解決へ
の道のりだと思う。（男子学生）

Ⅴ　まとめ

　最後に総合基礎科目「教育学Ⅰ・Ⅱ」の実践から、大学
生の東アジアの領土問題の捉え方に関する課題をいくつ
か挙げてみたい。

1　高校における近代史教育の課題
　日本青年会議所は都内の大学生を対象とした「領土・
領海に関する意識調査」を2012年9月18日から25日に
かけて「緊急」実施した結果、全問正解率は5.2％であっ
たという。（前年の高校生を対象とした同形式調査の全
問正解率は1.8％で、2012年1月から9月にかけて一般を
対象として実施した同形式調査の全問正解率は3.2％。）
　そこで、第6回目（2012年10月25日）の講義冒頭で「領
土・領海検定シート」に記載された3枚の白地図に隣国
との境界線を引かせるという従来と同じ方法でアンケー

トを実施したが、全問正解者は前述の大学生調査とほぼ
同程度であった。調査後の感想としてある男子受講生は
以下のコメントをワークシートに記入していた。

　春学期に北方領土をテーマとしてレポートを作成した
ので北方シートは正解だった。日本海シートは竹島が非常
に小さな点で記されていたので、場所がわからず不正解
であった。国境線だけ引けという問題は、学生が本当に領
土・領海について理解しているのかという疑問が生まれて
くる。島の形以外にその名称、そしてその島がなぜ国境紛
争を抱えているのかについての歴史的背景や日本の主張や
相手側の主張を理解してこそ、成り立つ問題ではないかと
思った。（男子学生）

　筆者も上記と同じ意見であり、全問正解率の低さを問
題にしてナショナリズムを煽ることは問題ではないかと
認識している。しかし、現在の学校における領土教育の
課題は山積していると言わざるを得ない。特に今回の講
義をふまえて痛感したことは、大学生の近現代史に関す
る知識が非常に不足していることである。この点に関し
て、筆者の前職が私立高校教師であったのである程度想
定することが可能であったため、講義の際に近現代史の
基礎事項を再確認しながら領土問題の背景について考察
を試みた。
　その背景として、従来から日本史や世界史において近
現代史を学習する時間の確保が課題となっていたので、
1989年（平成元年）の高等学校学習指導要領改訂では特
に近現代史を重視した日本史A（2単位）と世界史B（2単
位）が新たに設置されたにも拘わらず、大学受験を意識
して従来の日本史B（4単位）や世界史B（4単位）を履修
させる高校が多いことにある。また、同年の改定で世界
史が必修科目で日本史は地理との選択履修となったの
で、今回の講義の受講生の中で約2割が高校時代に日本
史を履修していないことも明らかになった。そこで、東
京都は2009年度（平成21年）に日本史必修化対策委員会
を立ち上げ、独自の学校設定科目「江戸から東京へ」を
2012年度（平成24年）から全ての都立高校で実施してい
る 15）。その趣旨は「江戸・東京の変遷からみた日本近代史
であり、東京に残る史跡や文化財などの身近な地域を活
用し、地理的な視点も踏まえて近現代史の大きな流れを、
総合的に学びます。」とのことであるが、東アジア史 16） 

の視点でどのような授業が展開できるかが課題であろ
う。

2　政治とメディアの課題
　前述した「市民アピール」は11項目の中の4つ目とし
て以下の内容を挙げている。
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4、領土問題はどの国のナショナリズムをも揺り動かす。国
内の矛盾のはけ口として、権力者によって利用されるのは
そのためである。一方の行動が、他方の行動を誘発し、そ
れが次々にエスカレートして、やがて武力衝突などコント
ロール不能な事態に発展する危険性も否定できない。私た
ちはいかなる暴力の行使にも反対し、平和的な対話による
問題の解決を主張する。それぞれの国の政治とメディアは、
自国のナショナリズムを抑制し、冷静に対処する責任があ
る。悪循環に陥りつつあるときこそ、それを止め、歴史を振
り返り、冷静さを呼びかけるメディアの役割は、いよいよ
重要になる。

（下線部は筆者。）

　筆者の見解を以下、述べてみたい。筆者の先祖の墓は
島根県隠岐郡海

あ ま

士町にあり、年に一回程度、東京から隠
岐島へ行く機会を設けているが、その度に竹島問題に対
する「温度差」を感じている。例えば今年（2012年）9月
初旬に竹島の行政区画である島根県隠岐郡隠岐の島町で
開催された日本島嶼学会（隠岐大会・国境フォーラムin
隠岐 ―シンポジウム―）に参加した際、隠岐の島町長は
現在の民主党政権に対する外交姿勢ではなく、これまで
の自民党政権が韓国と正面から向き合い、地元の漁業関
係者が安心して漁に出られないことに対して議論や交渉
をしてこなかったことに対する苛立ちを述べていたこと
が特に印象的であった。つまり、隠岐にとっての海の利
用、特に新日韓漁業協定において日韓漁民の「共有の海」
として設定された暫定水域についての意義や今後のあり
かたについて、日韓両国民は真剣に討議すべきであると
筆者は認識している。
　ゆえに、日本と朝鮮半島のちょうど真ん中辺りに位置
する無人島に対して領有権の起源の古さを言い争い、互
いのナショナリズムが衝突して外交関係を悪化させてい
る「固有の領土」17）論争を止め、竹島（独島）周辺地域で
ある隠岐や鬱陵島の視点に基づいた「共有の海」の利用
を検討すべきである。なぜならば、領土交渉当事者どう
しは相手国ではなく自国からの愛国心という圧力が加わ
るので、譲歩が困難になり問題解決は先送りとなるケー
スが多い。その典型が竹島問題であり、尖閣問題もその
事例に含まれてくるのではないだろうか。
　特に後者は竹島問題のような日韓二か国間紛争ではな
く、日中台の三か国間（台湾も国家とすれば）紛争であり、
尖閣諸島により近い台湾による「東シナ海平和イニシア
チブ」声明は注目すべきであるし、日本のメディアは中
国だけではなく台湾の動向についてより注目すべきであ
る。
　

3　未来志向にもとづく民間交流の必要性
　領土問題について、自国の主張のみを一方的に教える
ことはそれほど難しいことではない。しかし、筆者は領
土問題を学校で扱う際に必要なこととして、自国の主張
だけではなく、相手国の主張やその背景も教示すること
によりし、双方の見解の相違について生徒自身が考察で
きるような教材開発と授業づくりが不可欠であると認識
している。そう思うに至った契機は、日韓共通歴史教材
において「東アジアの領土問題」を韓国側教師と共同で
作成したことにあった 18）。
　当初、筆者は竹島問題について中ソ国境問題の解決例
を挙げながら未来志向にもとづく教材を意図して共同原
稿を執筆した。しかし、韓国側執筆者は韓国固有の領土
であった独島（竹島）が1905年に日本から奪われた島で
あり、朝鮮半島を植民地として支配する過程で真っ先に
併合された地と認識していること、つまり、韓国人は日
本が竹島（独島）を「固有の領土」と主張するのは過去の
日本が起こした侵略戦争に対する正当性を主張する行為
とみていることを実感するようになった。
　一方、島根県が「竹島の日」条例を2005年に制定した
理由は、日韓共同の漁場である暫定水域では韓国漁民が
占拠しており、この周辺海域を生活基盤としている日本
の漁民が大きな打撃をこうむっていること、さらにその
ような状況に無関心な日本政府、国民に対して島根県議
会が不満を訴える目的であったことを数年間の交流を経
て韓国側が理解できるようになった。
　そのうえで我々が竹島問題を理解するうえで必要なこ
とであると一致したことは、東京やソウルといった竹島

（独島）から遠く離れた大都市から互いのナショナリズ
ムを煽り立てるのではなく、竹島（独島）を生活の拠り
所として生活してきた隠岐諸島や鬱陵島の人々の考え方
にたって、さまざまな視角から見ることも必要であると
いうことであった。
　そのような観点から、尖閣諸島のすぐ近くにある台湾
の馬英九総統が8月5日、紛争を棚上げして、日本や中国
が東シナ海における行動基準を定めるなどの「東シナ海
平和イニシアチブ」を発表したことは注目すべきである。
また、「市民アピール」が提唱しているように日・中・韓・
台だけではなく沖縄も含めた「民間レベルで、互いに誠
意と信義を重んじる未来志向の対話の仕組みを作るこ
と」が今後は不可欠となってくるに違いない。
　また、2005年から相次いで共通歴史教材が出版され
た 19）が、課題としては作成した教材による実践が殆どみ
られないので、授業を通じた東アジアの交流が現在では
限定的であることだ。特に互いの領土問題に向き合うた
めには、日中韓の各世代が領土問題について、どのよう
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な歴史教育を受けてきたのかについて各年代ごとに調査
する必要がある。そうすることで各国の隔たりを具体的
に論じるこができる環境整備が必要である。
　その際に、ドイツとフランスの共通歴史教科書の作成
だけではなく、パレスチナとイスラエル間で行われてい
る共通歴史教材の作成にも協力してきた世界最大の教科
書図書館を有するドイツ・エッカート教科書研究所の取
り組みに注目したい。これまでの多国間の歴史和解や紛
争、領土問題解決のために果たしてきた役割を学ぶこと
で、東アジアで行われている共通歴史教材を使用した授
業の拡大や、領土問題の解決のための具体的な道筋につ
いて考察すべきである。さらにヨーロッパ全体で約4万
人の会員を有し、歴史教育の教育者や研究者によって構
成されるユーロクリオ（歴史教育者実践交流協会）の取
り組みについて学びながら、今後の東アジアの教師どう
しによる国境を超えた授業づくりのための研修機会を設
けるべきである。

註

1） 2012年9月8日夜、中国国営新華社通信は「この敏感
な日に」に国有化を打ち出したことは、「日中関係に
おける『火遊び』にほかならない」と批判する記事
を掲示した。

2） 2012年10月27日付日本経済新聞朝刊によれば、中
国での自動車生産は前年度比でトヨタ自動車が
41.9％減、販売は48.9％減、日産自動車もそれぞれ
20.4％減、35.3％減となった。反日デモの影響によ
り工場の操業の一部停止や稼働率の引き下げ実施、
不買運動による日本車購入を控える動きが強まった
ことなどが要因とされている。

3） 2012年9月9日共同通信によれば、9月5日朝、李明
博大統領は日韓関係の専門家らを大統領府に招き、

「天皇が訪問したければ独立運動で亡くなった方た
ちに、心から謝罪してほしい」との自らの発言につ
いて「ねじ曲げられて日本に伝わっているようで残
念だと」述べた。

4） 2012年9月22日声明「『領土問題』の悪循環を止めよ
う！日本の市民のアピール」参照。本アピールは大
江健三郎（作家）や本島等（元長崎市長）などの有識
者計1270人の賛同者らによるものである。

5） 日本青年会議所・主権国家確立確率委員会・「領土・
領海に関する意識調査について」

 http://www.jaycee.or.jp/2011/report/ryodo/
images/examreport.pdf　掲載

6） 同上

7） 2012年11月1日発表・水産庁HP「日本海の暫定水域
周辺海域での韓国漁船の重点取締について」

 http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kanri/12　掲載
8） 日韓共通教材『向かいあう日本と韓国・朝鮮の歴史

前近代編　上下）』（青木書店、2006年）
9） 『放送研究と調査』（NHK文化研究所、2010年11月号）

「日韓をめぐる現在・過去・未来～日韓市民意識調査
から～」より筆者が図表を作成。

10） 独立行政法人・北方領土問題対策協会HP
 http://www.hoppou.go.jp/nettv/inform/e/　掲載
11） 日本外務省HP「尖閣諸島に関するQ&A」
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/

qa_1010.html　掲載
12） 2012年9月25日中国国営新華社通信発表
13） 馬英九総統は8月5日と9月7日の2回に渡り「東シ

ナ海平和イニシアチブ」（東海和平倡議）を提唱した。
14） 4）と同じ。
15） 2011年4月11日「とみんマネジメントニュース」掲

載
16） 2012年から韓国では「東アジア史」が高校選択科目

選択科目として導入され、2社の教科書（天才教育
出版社と教学社）が検定を合格した。天才教育出版
社『東アジア史』に記載されている「主題探究」独島
の記載内容は以下である。同書p. 264掲載、以下日
本語訳。

 資料1．独島研究所（http://www.dokdohistory.com） 
にアクセスし、次の探求活動を完成してみよう。

   1 資料広場の中の‘独島歴史館’に入り1～ 4階まで
クリックして内容を勉強する。

 ・独島の行政区域
 ・独島の名称（三種類以上）
 ・独島のローマ字表記
 ・新羅の智證王の時の于山國を征伐した人
   2 “3D独島旅行”に入り‘巡り＆体験する’で‘体験す

る’に入り、‘フェリーに乗る’‘ボートに乗る’‘東
島巡り’‘西島巡り’の中で一つ以上を選び体験する。

 ・私が選択した体験
   3 “話題＆ニュース”の中の‘話題’（Issue）に接続し

一番下にある二つの内容を確認する。
 ‘東海（日本海）の独島は明白な大韓民国の領土です’

を読み地理的、歴史的、国際法的に独島であること
を確認する。

 ・地理的
 ・歴史的
 ・国際法的
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   4 最後に‘参加広場’の中の‘独島見聞録’に入り10
行以上感想を書く出力し下の空いているスペースに
張り付ける。

17） 和田春樹『領土問題をどう解決するか』（平凡社新書、
2012年）によれば、「固有の領土」という言葉が使用
された最初の例は、近衛文麿が依頼した対ソ提案文
中の「国土に就いては、なるべく他日の再起に便な
ることに努むるも、止むを得ざれば国有本土を以て
満足す」「国有本土の解釈については、最下限沖縄、
小笠原島、樺太を捨て、千島は南半部を保有する程
度とすること」であるとしている。同書pp. 24-25。

18） 日韓共通教材『向かいあう日本と韓国・朝鮮の歴史
近現代編）』（2013年　出版予定）

19） 日中韓三国共通歴史教材を含めて2005年から相次
いで以下の歴史共通教材が出版されている。

 ①日韓共通歴史教材作成チーム
 　『日韓共通教材・朝鮮通信使』明石書店、2005年
 ②日中韓三国共通歴史教材委員会編集　　
 　『未来をひらく歴史―東アジア三国の近現代史』
 　 高文研、2005年

 ③日韓「女性」共同歴史教材編集委員会
 　『ジェンダーの視点からみる日韓近現代史』
 　 梨の木舎、2005年
 ④歴史教育者協議会（日）、歴史教師の会（韓）
 　『向かいあう日本と韓国・朝鮮の歴史 前近代編 下』
 　 青木書店、2006年
 ⑤歴史教育研究会（日）歴史教科書研究会（韓）
 　『日韓交流の歴史 ―先史から古代まで―』
 　 明石書店、2007年
 ⑥日中韓三国共通歴史教材委員会編集
 　『新しい東アジアの近現代史　上・下』
 　 日本評論社、2012年9月
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