『『『『
新編中学校社会科地図最新版』』』』 のののの記述内容 にににに関関関関す る質問状
私ども 日本李登輝友 の会 は、文化交流を主と した新 し い日本と台湾 の関係を構築す
る ことを目的と して活動 して いる民間団体 です。
こ のたび、御社発行 の 『
新編中学校社会科地図最新版』 の内容 に関 し、見過ご し難
い誤 った記述 のあ る ことが判明 しま した。
【
誤り １】
一四頁、 一九頁 の地図 のな かで、台湾 と中華 人民共和国 の間 に国境線 が引 かれ てお
らず、前者 が後者 の領土 に組 み込まれた形 にな っております。
これに ついて御社 の地図編集室 の方 は、六月 二十四日 の当方 から の電話質問 に対 し、
台湾 は 「
中華 人民共和国 の領土だが、政権が及ばな い地域」だと の説明をされま した。
確 かに中華 人民共和国 は台湾 が自 国領 であ ると主張 して います。 しかし、台湾 が中華
人民共和国 の領土とな った事実 はなく、台湾 と中国 の現状 から しても、 これは明ら か
に重大な誤りです。
周知 のよう に、我が国 は、昭和 二十七年 四月発効 の 「
サ ンフラ ンシス コ講和条約」
にお いて台湾 に関す る主権を放棄 しま した。 しかし、 そ の後、台湾 がど の国家 に帰属
す るかに ついては 一切取 り極 められ ておらず、台湾 を自 国領とす る中華 人民共和国 の
主張 には法的根拠がありません。
また、昭和 四十七年九月 の 「
日中共同宣言」にお いても、中華 人民共和国政府 は 「
台
湾 が中華 人民共和国 の領土 の不可分 の 一部 であ ることを重ね て表明す る」と した 一方
で、我が 日本国政府 は 「
この中華 人民共和国政府 の立場を十分理解 し、尊 重」す ると
したも のの、台湾 を中華 人民共和国 の領土とは承認 しておりません。
そもそも我が国 は、サ ンフラ ンシス コ講和条約 にお いて台湾 に対す る領土的処分権
を喪失 して いるため、台湾 を中華 人民共和国 の領土と承認す る権 限 はなく、 そ のため
「
承認 できな い立場 にあ る」と いう のが政府 の公式 見解 にな って います。
さら に、我が国政府 の 「一つの中国」政策 にしても、 それは国際法上 の 一国 一政府
の原則 に基づき、「
中国」の正統政府 は中華 民国 か中華 人民共和国 のいずれか 一つしか
承認しな いと いう政府承認 の問題 であ り、台湾 の帰属先 の問題 ではあ りません。 この
ことは、 日中共同声明にも明記さ れ て いる通り です。
【
誤り ２】
一五頁 から 一六頁 の 「
中国 の資料図」 における七 つの中国地図 のな かには、 いずれ
も台湾 が中国 の領土と して描 かれ て います。
これに ついて前 記 の地図編集室 の方 は、 こ の 「
中国」と は 「
中華 人民共和国」を指
し、台湾 は中華 人民共和国 の領土だ、と説明さ れま した。 しかし、台湾 が中華 人民共
和国 の領土 でな い以上、 これも重大な誤り です。

以上、 二点 の誤りを指摘 したうえ で質問 いたします。
一、『
新 し い社会科地図』は、日本人 の中学生が使用す る教科書 であ りながら、現実 も
政府見解 も無視 して、あえ て中華 人民共和国 の主張どおり、台湾 を中華 人民共和国
の領土と表記す る のは、 い った いど のような理由 から でしょう か。
二、中学校学習指導 要領 では 「
地球儀や世界地図を活用 し、緯度 と経度、大陸 と海洋
の分布、主な国 々の名称と位置などを取り上げ、世界 の地域構成 を大観さ せる」 こ
とを求 め て います。 そ の点 で、台湾 を中華 人民共和国 の領土と表記す ることは 「
世
界 の地域構成を大観」す ることを妨げ ることにな ります ので、明ら かに学習指導要
領 に違 反して います。来年 の供給本 ではこれら の誤りを訂正す る意思 はあ ります か。
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以上、 日本 の将来を になう 子供たちを思 い、 日台関係、 日中関係 の正常化を願う立
場 から質問 いた しま した。速や かな るご 回答をよろ しくお願 いします。
尚、本質問状及びご 回答 は公開 いたします のでご 了承 のほどお願 いいたします。
平成十七年七月四日
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