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父親と母親から教わったこと

佐々木：こんにちは。今日の対談に向けて、宋さ

んが書かれたコラムをじっくり読み直しました。

宋さんは中国東端の山東省のご出身ですね。61

回連載されたコラムには、お父さんとお母さんの

話が時々出て来ます。そして、お父さんが「遠く

へ行きなさい」と言われたという。そして、いろ

いろなことを経験することによってその子（人）

が伸びていき、今の宋さんの行動に繋がっている

のかな、影響を受けているのかなと思っているの

ですが、そういうことでしょうか。

宋：そうだと思います。私は 7人兄弟です。兄弟

は皆違う道を歩んでいて、何をもって素晴らしい

人生か、はっきり言って本人しか判断できません。

私以外の兄弟たちは、今でも旧満州の大地に残っ

たり、新疆ウイグル自治区の砂漠に残ったり、山

東省の田舎には姉の 1人が残り、唯一妹だけが私

のアシスタントも兼ねて北京にいます。みんなバ

ラバラです。私だけが経営者というエリートコー

スに乗ったことになっていますが、今、エリート

なんて言葉は流行りませんよね。要は現代社会に

どんどん適応していったわけです。

妹と会話すると、人生に対する見方とか考え

方が僕と変わらない。会話は実にスムーズで、特

に人生に挫折した時の見方なんかは僕よりずっと

成熟している感じがします。父親が要求した、

「とにかく遠く行け」とか、「どんな人生でもいい

から親のことを考えなくていい」とか、父親は子

供に対してこうなってほしいということは、1 つ

もありませんでした。それで子供たちを成功に導

いてくれたのではないかと思っています。

兄弟みんな逞しいですよ。砂漠だろうが、荒

れ地だろうが平気で暮らしています。むしろ、現

代社会にいる私が今一番弱い感じがしますよ。例

えば、日本にいて、縁起のよくない話ですけれど、

東京大震災あるいは世界大戦争でも起きたらどう

なるか。今回の金融バブル崩壊による世界大不況

もそうですけれども、そういったものに出会った

時に、初めて人間の生き延びる力が出てくると思

います。7人の兄弟の中で私が強い方かというと、

逆に一番弱い方だと思いました。

佐々木：宋さんから見ると、お父さんはものすご

く大きな存在のようですが？
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宋：ですよね。成功を要求してないのです。むし

ろどんな時代でも生き延びることしか要求してい

ない。

佐々木：お母さんの影響は？

宋：ありません。母はほとんど何も考えていませ

んでした。今でいう IQ が低かっただろうなと思

いますよ。理性的ではなく、すごく感情的でした。

だから私は中国の女性に対してあまりいいイメー

ジを持てなかった。それが母親のせいだと最近気

付いたんですよ（笑）。

何で中国人の女性がきつくて嫌だと思ったかと

いうと、母親のせいなのです。23 歳頃にようや

く女性と直接、素直に接することができるように

なったのですが、それも日本に来てからです。付

き合った女性はほとんど日本人ですし、中国人の

女性に対してはずっと母親だけのイメージで来て

しまったのです。でも、改めて中国人の女性と大

人の付き合いをしてみると、意外とこれまでのイ

メージでもない人がいっぱいいました。きついだ

けではなくて、まともな人がいっぱいいました。

私は母親のせいでひどい誤解をしてきたのです。

佐々木：私は 6歳の時に父親を亡くして、それか

らは母親が父親代わりでしたから、私にとっては

母親は大きい存在です。

宋：男女の関係なく、その人の人間としてのス

ケールというものが子供に影響を与えるのです

ね。ビートたけしさんの話ですが、お母さんが

ずっとずっとビッグで、お父さんだけだらしな

いヒモみたいな感じでいたということでした。

佐々木：父母のどちらかが良ければいいんです

（笑）。2人共良くなる必要はありませんね。

宋：ない、ない。佐々木さんもそうですよ。佐々

木さんさえ良ければ、他の人はどっちみち頼りに

できないところがありますからね。諺に、「時計

は 2つ使うと正確な時間が分からなくなる」とい

うのがあります。いくら正確であっても 2つの時

計があるとダメなのです。だって、絶対同じにな

らない。どっちを信じるべきか迷ってしまう。親

も 1人が抜群で、もう 1人は目立たない方がいい

んですよ。両方とも出来が良いと喧嘩するからダ

メ。また、子供はどっちがいいのかなって迷って

しまうことになるのです。

自閉症の子を持つ親同士

宋：佐々木さんの書かれた「ビッグツリー」を読

みました。対談する方が同じように自閉症の男の

子の父親だと知って、世の中にはこのような奇遇

があるのだと改めて感じ入りました。私の息子は

3 歳の頃に自閉症と言われて、小学校では先生が

横に付き添って指導してくれました。どうですか

今、お子さん何歳ですか？

佐々木： 35 歳です。

宋：自閉症だと思われたのは何歳頃からですか？

佐々木： 3 歳です。その頃自閉症の名前が知ら

れていなかったので、病院を何カ所も回って 5

軒目でやっとどうも自閉症らしいというのが分

かりました。それなりの施設に行ったり、病院

行ったりしたのですが、あまり効果はありませ

んでした。

宋：私も隠さないで、どこでもいいっていうわけ

ではないけれど、その話題に触れた場合はお話し

しています。病院の治療は効果がありましたか？

佐々木：いいえ、機能障害ですから治ることはあ

りませんね。でも人として生活することはできま

す。今は施設が整っていて、重症の人はその施設

に入ったままですけど、私の息子は軽いものです

から、「通所」といって通っています。
つうしょ
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宋：軽いと重いと分けるのはどんな感じですか？

例えば、お子さんは普段は普通に見えるでしょう。

何が普通じゃないのですか？

佐々木：こだわりとコミュニケーション能力が低

いという 2つの特徴があります。人によって IQが

違いますが、うちの子供の場合は普通の IQです。

それでガードするか、しないかが決まります。そ

れと、とにかく自分の好きなことしかやりません。

宋：ああいいじゃないですか。お父さんと似て頭

がいいのですね。

佐々木：いえそんなことありません。高校までは

何だかんだ言いながら、曲りなりにも普通科に行

っていましたけれど、社会性がないものですから

その後はちょっと…。

宋：わが家とほぼ一緒だ。といっても息子はまだ

小学 3年生ですから、補助の先生が付いてくれて

います。見た目は普通ですけれど、友達がいませ

ん。かといって寂しいわけではないみたいです。

誰かに嫌われているのではないかとドキドキする

よりは、全く、本人は幸せだと思います。本人に

自分が悲しいという気持ちさえなければ、感覚と

しては、僕らよりはずっといいと思いますね。

佐々木：結婚したいなんて、思いもしないようで

すね。だから 1人は全く平気なんですよ。自閉症

の子は結婚しませんからね。そういう人生も一つ

の生き方だなと思いませんか？

宋：いいですよ。だって結婚考えたら失恋とか、

相手から突き付けられることもよくあるし、若い

人は失恋が恐くって男女交際もしないという話も

耳にしますね。

傍目八目（おかめはちもく）…世相を斬る

宋：佐々木さんのオフィシャルWEBサイトは前

から読んでいます。独特というか、面白いコラム

が載っていますね

佐々木：いやいや、宋さんには及びも付きません。

宋：いえいえ、正直に言って「類は友を呼ぶ」。

二人の視点が似ていると思います。まさか、子供

の障害まで似ているとは思わなかったですね。で

も、人間って不思議なものですね、子供を通じて

妙に親近感を感じますね。急に佐々木さんが兄貴

に思えちゃう。私には何人か経営者の友達がいて、

たまに子供に障害のある人がいると妙に連帯感が

出てきます。人間って弱いところで連帯している

んだなって最近よく思います。

佐々木：いや私の方こそ、日経ビジネスの「傍目

八目」を読ませていただいて、大いに感心しまし

た。日本のことを本当によく理解されていると思

いました。2 年くらい前に、宋さんが「女性がト

イレにいても平気な男性の本質」（06 年 06 月 22

日）という文章を書いておられるのを読んで、全

く同感だと思いました。日本には古くから男尊女

卑の風潮が残っています。

私も最近女性の社会進出を推し進めようとし

ている NPO などに招かれて講演したり、情報交

換をしています。八百万の神々を信仰する日本の

男性がダイバーシティー（多様性）には無頓着で

いるのも不思議なものですが、宋さんにズバリ指

摘されて、改めて意を強くしました。

宋：そうです。現代社会においては、男性と共に

女性が職を持つことが当たり前になっているの

に、なぜ女性が家事や教育の責任を一身に負うよ

うになっているんでしょうか。もっと対等なもの

でなくてはならないと思います。

佐々木：私もコラムに「経産省の山田課長補佐、

ただいま育休中」というテーマで書きました。山

田さんは 1年間育休をとって職場に復帰し、今で

やおよろず
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も水曜日、金曜日は定時退社しています。月、火、

木は同じ官僚の奥様の当番です。山田さんは職場

に復帰して役所の仕事のやり方を評して、「残業を

当然の前提にした仕事の進め方と密度」「家庭責任

を負わない者につかまる不快感」「チームワークが

もたらすアンチ・ワーク・ライフ・バランス」、要

は一言で言うと「なんでダラダラ働いているのか」

と感想と怒りを露わにしています。

宋：よく先進国の夫婦で働いている家庭の子供は

できが悪いというような話を聞きますが、そんな

ことはないと思います。山田課長補佐のような夫

婦がしっかり分担を決めて充実した生活を送る

カップルが現れたことは頼もしい限りです。

日本の男性と女性

佐々木：日本社会では、子供の学校やボランティ

アの会合に顔を出すのは母親と相場が決まって

います。自閉症の親の会に行っても、幹事は皆

母親で、父親は誰一人来ない。父親は会社で仕

事をやって、帰りに一杯引っ掛けて憂さを晴ら

している。家庭のことは全部母親任せにしてお

いて、母親がうつ病になるという悲劇もよくあ

ると聞きます。

宋：私にはそのプレッシャーは耐えられないでし

ょう。私も子供のことでは家内を支えました。私

は日本のことを特殊だとは思っていないけれど、

家庭における父親のことは特別に日本の問題で

す。父親と家族の関わりについては、全部が全部

だとは言わないけれども、傾向的にひどい。その

人たちが会社で素晴らしいことをしているかとい

うとそうでもないですよね。

佐々木：父親は家族とのコミュニケーションが取

れていませんから、結果はミゼラブルですよ。あ

る東大出身の優秀なエコノミストで、母親でもあ

る女性から聞いた話ですが、ある日 9人の女性が

集まって、いろいろと話をしていたら、9 人のう

ち 7 人から「旦那さんが 60 歳定年になったら、

いなくなってほしい」ということになったそうで

す。仲間内でワーッとオーバーな話になったとは

思いますが、心の隅にちょっとでも思っているか

ら言うのでしょう。

宋：おっしゃる通り！　人間は、一瞬でも思わな

いことは言わない。例えば、私が家内と喧嘩する

時にひどいことを言うでしょう。でも後で、言っ

たことを謝る。それは喧嘩の瞬間はそう思ったこ

とは事実で、思っていないことは口に出さないか

らです。「でもごめん、今は思ってないから」と

言います（笑）。そういうものですよ。われわれ

自分のことをよく研究してみてください。天気と

一緒で、われわれちっとも安定してないですよ。

「以心伝心」は日本の美徳？

佐々木： 9 月に総理大臣に就任された麻生太郎さ

んが舌禍事件や漢字の読み間違いをして、世間の

もの笑いの種になっていますが、上に立つ人は言

葉を少なくして、間違いのない方向を示すように

話すべきだと思います。「以心伝心」という言葉

をどうお考えですか？

宋：私は「以心伝心」をいつも否定しています。

喋っても通じてないのに、「以心伝心」なんてで

きるわけがありません。あれは上の人間の勝手な

思い込みです。僕は北海道大学に留学していた時、
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日本の家庭を知りたくて友達の家に行きました。

そしてびっくりしました。すごいですよ、食事が

済んだら、夫婦の会話もないのに、お父さんが口

元をピクっとさせたらお母さんが爪楊枝をさっと

渡す。僕の友達が「これが日本の『以心伝心』だ

よ」と言う。

考えてみたら何か異常だなと思いました。そ

れは「以心伝心」ではないじゃないかと。つまり、

片方は何も反応しないで片方だけが反応している

わけですから、それは従属関係です。だいたい

「以心伝心」は上司が部下に要求するもの、旦那

が奥さんに要求するもので、部下が上司に「私が

何を考えているか分かるか」と言ったら、「クビ

だ！」、その時点でクビ。「以心伝心」はそういう

程度のものですよ。つまり下の人間から上の人間

に対しての気遣いでしょう。「部下を管理してい

る」「女房を食わしている」という傲慢さが邪魔

をすると、部下の心が伝わってこないとか先程の

同窓会の奥様達の話につながってしまうことにな

るでしょう。

中国の若者、日本の若者

佐々木：話は変わりますが、「最近の若者は…」

という言葉がいつの時代にもあります。先立って、

中国で「80 后または 80 後（バーリン・ホー）」

という言葉に出会いました。1980 年代に生まれ

た中国の人たちのことを年長の人達が、「最近の

新人類はよく分からない、一人っ子だしね」と言

っています。日本でも今の若い人たちはひ弱だと

かニート、フリーターになっている人が増えたと

言われています。宋さんは、彼らのような人間に

対して、「一時期の生き方に過ぎない」というふ

うに書かれていますが、私はそのへんがとても自

信ないところですね。

宋：僕の言っている意味は違います。例えば、ソ

フトブレーンの採用を見ても、やはりバブル時代

に採用された人は弱い。その後の就職氷河期に入

ってきた人の方が強い。だからそういう意味で、

戦争時代を経験した日本人と、高度成長期に生ま

れた日本人は違っていて当然だと思います。たま

たま戦争中に生まれた、本当は不幸なのに、たま

たま生き延びたからと言って、平和な時代に生ま

れた子を指して今の人は弱いと言うのはアンフェ

アだと思います。

例えば、僕はちょうど 80 年に大学に入りまし

た。その前の 17 年間は文化大革命も経験しまし

たし、ひもじい思いをいっぱい経験しました。僕

はできればその時代に生まれたくなかった。でき

れば「80 后」ですね、国が正常に戻って、まだ

豊かではないけれども腹いっぱい食べられて、テ

レビも見られる時代に生まれたかった。そういう

時代に生まれた人間が僕らと違うのは当然です。

それに対して、後ろ向きに解釈して今の若者は弱

いと言っても、どうにもならないことで、これは

言うべきではありません。僕らは自分の子供に戦

争の時代に生まれてほしくはありません。平和の

時代に生まれた子は、平和ボケだとか弱いとか文

句を言うべきではないと思います。

働くこと－働き甲斐、生き甲斐

佐々木：宋さんが創業されたソフトブレーンで

は、新入社員の研修で退職願の書き方を教えるそ

うですが、希望を持って入社してきた新人はびっ

くりするのではないですか。詳しくお話ししてく

ださい。

宋：創業当時は、社員の退社で悩まされました。

創業者が自信のないところへきて、従業員もあま

り自信がなかったのです。一人が辞めると連鎖的

に辞めていきます。「社長ご相談があります」と

声が掛かる度に肝を冷やしたものでした。その後、

私も達観できたのか、新入社員を迎えた式典で、

「入社するのも辞めるのも、あくまで自分を活か

すため。もっと自分を活かせる場所があれば、

正々堂々と会社を辞めてそちらに行くべき」「逆

に、辞めないと決めたら、ここは諸君が自ら選ん

だ場所だと自覚して、異論があっても正々堂々と



2009.1･2 経営センサー
11

お互い、もっと知り合いになろう

11

意見を述べて議論すべきです」ということを話し

ます。

佐々木：私の場合、会社人は入社 3年目には会社

の仕組みや仕事の進め方など物事が見えてきて、

30 歳にして立つ、完全に一人前の仕事ができる

ようになる。そして、35 歳で勝負は決まり、ビ

ジネスマン、経営者としての能力、周りの評価が

確定するということを、課長や部長として赴任し

た際に若手に向かって言うことにしています。

いずれにしても、年功序列の残影がある日本

の会社では、仕事ができる 30 代を取締役にする

ことは難しいので、大事なことはその優れた能力

を認めてあげて、その能力を大胆に発揮できる仕

事を任せ、うまくいったら褒めてもあげるなど、

働き甲斐、生き甲斐を感じさせる会社の風土にし

なければならないと思います。

宋：全く同感ですね。

日本の少子化と中国の一人っ子政策、

そして高齢化

佐々木：日本は 60 年少し前に戦争に負けて、冷

戦時代にアメリカの庇護のもとで世界史にも稀な

経済成長を遂げました。20 年くらい前に絶頂期

を迎え、その後は横這い状態で推移してきていま

す。一方、中国は改革開放後、特に冷戦終結後に

目を見張るような成長を続けており、今や新興国

を卒業して世界の大国にならんとしています。よ

く、オリンピックの開催時期と経済レベルが対比

されます。東京が 1964 年、ソウルが 1988 年、そ

して北京が 2008 年と、それぞれ 24 年、20 年の

隔たりがあります。

経験則では中国の経済成長もあと 20 年（韓国

の場合、9 年後の 1997 年に金融危機に襲われた）

くらいかと思われます。

日本の経済成長力が低迷している理由に、「少

子化」が挙げられます。お隣の韓国も「少子化」

が進んでいると聞きますが、中国も先程の「80

后（バーリン・ホー）」のようにいずれ「少子化」

に見舞われる時が来ると思われます。その対策な

どについてのお考えを聞かせて下さい。

宋：前提条件に違いがあります。中国が経済的に

苦しかったのは、人口が多すぎたからなのです。

西洋のキリスト教的な人権保護の立場からは言え

ないけれど、中国では、自分の国の人々が食べて

いけるにはどうすればいいか、限られた農耕地で

十分な作物が取れない。だから一人っ子政策を始

めたというわけです。

出生率が下がって、どこかの時点で中国中が

老人だらけになるでしょう。誰でも分かっている

現実ですが、それでも敢えてやったわけです。こ

の苦しみは一時的なものでしょう。老人はいずれ

死んでいきます。この政策を続ければ、やがて年

齢上のバランスが然るべき状態になる。日本も同

じです。日本は人工的に一人っ子政策みたいなこ

とをやっていないですね。太平洋戦争から兵士た

ちが帰還したことで急に子供が生まれたわけで

す。団塊の世代では約 270 万人も同じ歳の人がい

る。最近はそれが 100 万人ちょっとでしょう。団

塊世代には良くない言い方ですが、彼らが世の中

からいなくなった時点では、日本は普通の人口構

成の国になります。これは一時的な痛みなのです。

高齢化というのはあくまでも時代の“大気の乱れ”

です。

これと一緒の話で、次にその国に必要な人口

と適切な人口は誰が決めるかというと誰も決め

られないことです。例えば、中国は何で 13 億人

がいいのか、今 13 億人でも多いから、それなら

何億人いればいいか。それは誰も分からない。

「清」の時代には 5 億人いたらしい。今のアメリ

カよりも多い。日本も終戦時には 7,200 万人もい

たんでしょ。1 億総玉砕という言葉があったから

切り上げて 1 億人と言っていたのかもしれませ

ん。その 1 億人の日本人を養えないから、満州

とかハワイとか北米、南米に強制的に国策で移

民させて、それが戦争のトラブルにもつながっ
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たのではありませんか？　そういう歴史から見

た場合は、私はこの島には今現在の 1 億 2,700 万

人は多すぎると思っています。今、何で多いと

感じないかと言うと、平和で豊かになったから

です。でも、ちょっとした動乱で人が溢れかえ

る状態が来ないとも限らない。

実は日本は結構リスキーな国です。農地が極

端に少ない。仮にアメリカとの関係が悪くなり、

中国との関係も悪くなったら、じゃあ日本はどこ

に食糧を求めるか。この国で 100 ％食糧を自給し

ようと思ったら、今の生活水準を維持するには半

分の 6,000 万人でも多いんですよ。佐々木さんに

はっきり言っておきますが、今の生活レベルを維

持するには 3,000 万人がせいぜいだと思います。

食糧自給率は一体何％ですか。

佐々木： 40 ％台です。私も、日本には人が多す

ぎると思います。しかし、人が多いにもかかわら

ずみんな死ぬほどよく働くでしょう。あれって何

だろう、すごく無駄なことをしているような気が

します。

宋：違うんですよ佐々木さん。それは多いから働

くのです。オーストラリアへ行ってみてください、

みんな伸び伸びしていますから。人間というのは、

人口が多いところでは、自分も何かしなければい

けないと感じるのです。

心理テストがありますが、例えば 3人、ものす

ごく広い部屋に 3人を置いておくと、みんな行動

がゆったりとします。サル山もそうです。ところ

が、狭い部屋にたくさんの人間を入れたら、じっ

としていませんから。これもただの心理。

渋谷に行ってみてください。ゆっくり歩いてい

る人はいません。たいした用事も無く、みんな遊

びに来ているくせにせかせかしている。北海道の

それこそ十勝辺りに行ってみてください。速く歩

く人は一人もいない。これ簡単です。人間が多い

とせかせかするものなのです。

外国人労働者問題は

佐々木：日本人で肉体労働を職業に選ぶ人が減っ

ています。そこで外国人労働者が増えるのは既定

の事実だという人がいます。でも、これまでの宋

さんのお話を聞いていると、別に外国人を入れな

くてもいいということになりますか？

宋：そうです。僕も外国人は受け容れるべきだと

思っています。ただ理由が違います。もし「俺た

ち日本人は子供が足りないから、お前ら来い」と

言ったとしたら、子供が増えたら帰れということ

ですか？という言葉が返ってくると思いなさい。

そう言って、ヨーロッパの国々みたいに人種問題

も出てくる。「不景気になったら帰れ、景気が良

くなったら来い」、なんて虫が良すぎますよ。

僕が日本に外国人を増やしてほしい理由は、日

本人の身内発想、内向き発想に刺激を与えた方が

いいと思うからです。同じ種類の人間だけ集まると、

いくら頭が良くても発想が硬直してしまいます。

頭が良いのと考えが柔軟なのと話が違うでしょう。

柔軟さを持たせるには、絶対に異文化の刺激が必

要だと確信しています。

日本の進む道－アメリカかアジアか

佐々木：日中戦争が始まってから 71 年、太平洋

戦争は 67 年、日本の敗戦から 63 年の月日を数え

ます。今まで日本の外交の基軸は、日米関係で来

ましたが、これからは、軸足はちょっとアジアと

か中国の方に移っていくべきでしょうか？

宋：いいや軸足を動かすのはしばらくは無理です

ね。僕は、日米安保条約を外すべきじゃないと思

います。というのは、僕は中国人だけれども、中

国が冷静に見た場合、アメリカと中国とでは、や

はり日本の社会の基幹部分はアメリカと似ている

と言わざるを得ません。民主主義の体制から自由

経済からあらゆるものです。

将来もしも日本が中国と同盟国になるとすれば、

それは中国の社会が変わった時です。もうちょっ
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と 2国間の社会基盤が近付いた時点で自然な形で

やった方がいい。願望としてはなってほしいと念

じますが、しばらくかかると思います。

そうなった時は、今までの通りの日米関係で

はないと思います。私はよく冗談で言うのですが、

日本は軸足を日米に置いているように見えるけれ

どけれども、実を言うと離陸した飛行機のように

足をしまっちゃったようなものです。もう頭の中

にしまい込んじゃったのです。

佐々木：ところで、宋さんから見た日本の政治家

の人たちはどのように見えますか？

宋：まあ中国の政治家もそうですけれど、ちっち

ゃいですね。やはり時代が変わったんですね。ア

メリカもダメ、あのブッシュの馬鹿馬鹿しさ、ど

う思います？　あれ誤解しちゃいけないですよ、

アメリカが大国だから政治家もビッグだと思っち

ゃダメですよ。

佐々木：でもアメリカでは、ああいう西部劇のガ

ンマンみたいな感じの大統領が人気なんですよ。

宋：イラクを攻撃する理由は、今となって分かっ

たように、「9 ・ 11」と何の関係もないし、大量

破壊兵器もなかった。攻撃の理由というのは、フ

セインの暗殺をパパ・ブッシュが数回試みたけれ

どダメだったことと石油利権の 2つでしょう。フ

セインを育て上げたのもアメリカだし、それを潰

すために毎年 1,500 億ドルを使っています。今回

の経済危機に、6,000 か 7,000 億ドル出すのにあ

れだけ苦労しています。イラクで 10 年間に 1 兆

5,000 億ドルの戦費を費やしたのだから、経済危

機を 2回も救えたはずです。

近くて遠い国－日本と中国

佐々木：話をがらりと変えます。私は年に 2、3

回中国を訪れます。北京と上海を中心に、福建に

も行きました。お陰様で中国に友達がたくさんで

きました。政府の行政担当とか清華大学とか復旦

大学などの大学関係者と交流して、とても仲良く

なって、中国訪問の際には毎回大歓迎してくれま

す。一方、日本では中国を好きでない人が増えた

り、今起こっている政府間の靖国問題や歴史問題

がある。その辺りにちょっと違和感を覚えますが、

どういうふうにお考えですか？

宋：日中間は、人間対人間の関係が重要で、接触

した人間から見ると、全く今不可解な現象が起き

ています。つまり、日米間以上に日中間の貿易が

多くなったということは、この貿易は勝手に行わ

れているのではないんですね。全部、ちっちゃな

理由が付いている。一つひとつ、日中間の国民同

士が商談を通じて交流している。

中国人と日本人とでは国民性が違うし、生活

習慣も違う。でも、少なくとも大きな誤解はあり

ません。ところで、中国人と会ったことのない日

本人がほとんどじゃないですか。逆もそうですね。

日本人と会ったことのない中国人がほとんどで

す。私や佐々木さんは特殊なのです。街を歩いて

いる人に、あなたに中国人の友達はいるかと聞い

たら、「いる」という答えは滅多には返ってきま

せん。こういう人たちが問題なのです。

マスコミもそうです。中国の報道をいろいろ

しますが、実際に中国人の友達と行ったのかと。

実際に中国に 3カ月生活して取材したのかと聞く

と、そうじゃない。今 NHK テレビのレギュラー

番組（日曜夜「カンゴロンゴ」）を持っています

が、実は日本のテレビの現地取材はほとんど業

者に丸投げです。昔のゼネコンとそっくり、今

はアパレルかな？　テレビの関係者は、中国だ

けではなく日本国内でも現場に行かない。中国

の現場にも行かない、中国人の友達もいない、

他局から聞いた、新聞で読んだというような話、

自分の感覚に合うビデオがほしいわけです。こ

の作られたイメージに、作る側も観る側もみんな

が乗っている。ただ、これは悲観論ですが、最近

少し兆候が変わってきました。例えば、フジテレ
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ビのコメンテーターを去年の 10 月から頼まれて、

月 2、3 回出演しています。『新報道 2001』です。

その番組に何で僕を呼んだのか聞いてみたんです

よ。もともとフジテレビでも人気番組ですからね。

以前から櫻井よしこさんがよく出演されていまし

た。

佐々木：この間、櫻井さんが中国の話をよくして

いるのに、中国へ行ったことないと聞いてびっく

りしました。

宋：有名な話です。昔から彼女の評論が結構好き

で、一緒に食事をしたことがあります。人間的に

は素晴らしい。僕はこういった議論するときは人

格攻撃をしませんが、敢えてお話しします。櫻井

さんに「1 回僕と中国に行きませんか」とお誘い

しました。「中国を批判するのは良いですが、た

だ、実際に行ってみると、側面や裏面がだいぶ違

って見えると思いますよ」と言って様子を伺うと、

櫻井さんは「宋さん、私中国に行ったことないの」

と言う。「ああ、じゃあ余計行ったほうが良いで

す、行きましょうよ」と言ったら、「あの、私、

中国では嫌われているから…」と答える。それで

僕は「日本ではあなたは有名人かもしれないけれ

ど、中国ではあなたのことを誰も知らないよ」と

言いました。彼女は大変不愉快な顔をして話はそ

こまで、僕はもうお誘いすることをやめました。

石原慎太郎知事でさえ中国に実際に行って、

帰ってくると態度が変わりました。「支那」と言

ったり、台湾・チベット問題で中国政府に噛みつ

いたり、あのくらい激しく言っても、ちゃんと中

国大使と会ってくれる。大親友で財政大臣、金融

担当大臣の中川昭一さんもきついけれど、中国に

何度も行くし、僕ともよく話し合ってくれます。

このようなことであれば佐々木さんがさっき

言った日中関係は心配ないと思います。人とさえ

会ってくれれば、どんなに喧嘩しても会って話し

合えば分かります。最近、その兆候が出てきた。

みんなが会うようになったんですよ。フジテレビ

でさえ、最近は自社のカメラマンを送って現地取

材するようになった。帰ってくるとやはり態度が

違う。まあきついところは変わりないかもしれな

いけれど、でも分かる。

先程の『新報道 2001』に何で僕を起用したの

か聞いた答えが、『新報道 2001』はこれからは政

治ばかりではなく、経済とグローバル問題をやら

なければ視聴率が下がってしまうということでし

た。国民もテレビ会社が政治報道ばかりやってい

たのではつまらない。経済問題となると、メタメ

タのアメリカに魅力はないし、やはり日中や日印

の関わり合いが最重要な課題になってきます。

たぶんこれからはかなり変わると思います。少

なくともフジテレビの変化を見てびっくりしまし

た。私が知っている報道編集局の一番偉い人は、

急に中国の本をいっぱい読むようになった。一緒

に銀座に行った時に「中国に関する本をたくさん

読んだのはなぜ」と聞いたら、「いや、俺、宋さん

と会ってからな、ちょっと知りたくなって」と言

う。嘘かもしれないけれど、どこか嬉しいですね。

佐々木：あっと言う間にお約束の時間になりまし

た。

私も宋さんとお会いしたので、中国について

もっともっと勉強したくなりました（笑）。

本日は多方面にわたるお話をありがとうござ

いました。


