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親中でも、反中でもなく、客観的に冷静に！

私は中国が好き、でも中国の嫌いな面も多い

⇒政治的な立場に立たずに

冷静に現実を直視して、

良き隣国の人々との付き合い方を

模索していきたい

私の基本的な立場

改良、改善を
期待したい



私の中国駐在・訪問歴

• 1989年 業界団体の研修旅行（上海・北京・太原、大同）

（天安門事件の5ヶ月後）

• 2002年 業界団体の研修旅行＋調査（上海・寧波・大連）

• 2003年 中国鶏卵プロジェクトプロジェクトとして調査開始

（上海、北京、大連、天津、石家庄など）

• 2004年 太阳食品（天津）有限公司 設立

• 2004～2007年 天津に代表として駐在（執行副総経理）

• 2008年～現在 中国四川省、吉林省の食品会社顧問で

出張。毎年４～５回訪問。

• 直近では2016年8月に遼源・北京・河南省開封市を訪問。
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中国は多様性の国

地域の多様性： 東北、華北、華中、華南、西北、西南、
チベット地区、新疆ウィグル地区など広大

民族の多様性： 漢民族（約90％）、回族、満州族、
朝鮮族、蒙古族、チベット族、ウィグル族

など 計56民族

宗教の多様性： 儒教、道教、回教、チベット仏教など

食の多様性： 北鹹、東酸、西辣、南甜

言語の多様性： 普通語、広東語、上海語、四川語、

その他各地の方言（無数）



したたか：－メンツが大事

－自己主張が激しい、謝らない、非を認めない

以心伝心は通じない

－個人主義＝知らない他人は居ないも同然

日本人：相手に悪い

中国人：相手が悪い

但し、老人・障がい者・妊婦には親切！

中国人の基本的考え方



中国バブルは弾けるか？

内モンゴル自治区オルドス市 天津市北部京津新城

ゴーストタウン（鬼城）の例



2014年6月 上海 2016年6月 上海

上海浦東地区高層ビル群



Shanghai Tower （上海中心ビル） 高さ：632m 126階建）



2014年6月 天津塘沽

（昨年の爆発事故の1年前）



主な原因：工場の石炭ボイラー

都市集中暖房（石炭使用）

自家用自動車の増加

ガソリン、軽油の品質不良

排ガス規制が甘い（特に旧式トラックなど）

大気汚染事情

対策：
今のところ無策？





・自家用車が急増
⇒渋滞、大気汚染

・自転車は減少
－電動自転車が増加 →事故多い

・交通マナー
－基本ルールは存在するが・・・ 暗黙のルールがある

例：・車が来なければ信号は守る必要なし

・信号は車のため （歩行者・自転車は対象外？）

・車が避けてくれるので、堂々と渡るべし

・行列は不要、早い者勝ちが効率的と考える

－老人、妊婦、障がい者には親切

交通事情



・高速鉄道は快適
－全国に拡大中、発車頻度多い（北京－天津間4～5本/時）

－300km/hr前後で走行

－定時運行（1、2分前に発車→要注意）

・上海リニア（磁浮列車／マグレブ）は健在
－時速430㎞、300㎞走行（30㎞を7分）

・地下鉄網が拡大 全国の主要都市で工事中

・乗車マナー （悪い：知らない他人は居ないも同然）

－行列しない、乗降マナー、幼児の小便など問題）

－車内での携帯電話はOK

鉄道事情



上海リニア（磁浮） 最高時速431km/hr



高速鉄道 最高時速380km/hr 1万6千km （新幹線2,800km）





食生活事情①

・外食文化： 特に朝食は、路上の屋台や移動販売で購入

（油条、豆乳、煎餅果子、老豆腐、茶卵など）

・飯店・酒店： 各地料理、麻辣料理、火鍋などが人気

－酒の持込はOK。Doggy Bag（打包）はOK。
－円卓の座り方（上座にホスト、右隣が主賓、交互に）

－取り箸はなしｰｰｰ自分の箸で

－割り勘の習慣はない（プライベートでも）

・高級レストラン： 習近平の過剰接待禁止、倹約令

⇒売上大幅ダウン、高級酒・タバコ販売不振

⇒煙酒買取店激減。

－生簀の魚貝類（蛇含む）は高い。



・大衆向け屋台： 羊串焼が人気

ゲテモノ料理（蛙、サソリ、セミ幼虫、ヒトデなど）

・市場： 最近の物価上昇が顕著

－大型スーパー、路上市場： どちらが新鮮？

－肉、魚、卵、野菜、果物などの価格は？

－好みの順：豚肉、鶏肉、羊肉、牛肉

・食品の鮮度・品質 －問題あり？

但し、すべての料理は加熱調理

日本食店で食中毒多発

・油の過剰使用 5㍑ペットボトルが主流

食生活事情②



2014年9月 吉林省遼源









・天津丼、天津甘栗というものはない

天津丼、天津飯：日本生れの中華料理

天津甘栗：「糖炒栗子」

－栗の産地は河北省

－天津は船積み港

食生活事情③



・人口 公式発表：13.5億人、実際は15～16億人（黒孩子含）

・高齢化が進行

（定年 男性：55歳、女性：50歳）

・若年層が減少
－1979年制定の「計画生育政策」

（一人っ子政策）の見直し

－各省、自治区単位で改革

・子供（小皇帝）：わがまま、肥満

（保育は祖父母が担当、

Mac、KFCなどで甘やかす）

人口構成事情



本当の姿は、かなり不平等

・定年年令： 民間企業 男55歳／女50歳
公務員 男60歳／女55歳

・大学入学規制

例：医学部は女性枠を設定し、男性優先

・共働きが多いのは

→ 男性の収入だけでは生活苦しい

→ 第2子は考えられない

男性の結婚の条件：マンション＋乗用車＋家事

中国の男女平等



・適齢期人口比 男性：女性＝12：10

・男性の結婚難が深刻
－親たちのお見合公園（代理婚活）

－男：家、車所有が必須条件

・女性は強い⇒離婚率高い
－基本的に男女平等

－結婚・出産後も仕事は継続

－家事は夫婦で交代

・痴漢はいない？
－服装に無頓着

－パジャマで外出も可

結婚事情

（外務省報道官 華春螢 Hua Chun Yin）





・医療保険制度が未整備
－医療費は高額 ⇒病院にかからない

－富裕層は医療保険加入

・金が無いと治療しない
－前金制

－待合室死亡が頻発

（交通事故は警察の取調べまで現状保存）

－外国人向けは窓口が別で即治療

－担当医師（指名）によって治療費異なる

・救急車は有料： 基本料金：500元？＋？元／km

医療事情



・ビデオレコーダー、DVDレコーダーなし
－理由は、DVDが5元／枚で買える

・PC用ソフトはほとんど違法コピー品

－正規版販売店きわめて少ない

－役所、企業のPCソフトのほとんどはコピーソフト

・面白偽ブランドオンパレード
－SQNY、SONYO、Shark、Tochiba、Panasaonic、Yontendo
Hunda、Hongda、Yanema、Nokla、Unipro、Rolix、Zalbollae、
Pizza Huh、KFG、McDuck、Star Hucks、Prame、Azides、
Pmua、NKIE、Mike、Z‐Balance、FTZA、六本木の水、・・・

ニセモノ文化



中国人の姓①

順位 中国平均 太陽天津 韓国 日本

1 李 王 金 佐藤

2 王 李 李 鈴木

3 张（張） 张（張） 朴 高橋

4 刘（劉） 刘（劉） 崔 田中

5 陈（陳） 赵（趙） 鄭 渡辺

6 杨（楊） 周 姜 伊藤

7 赵（趙） 孙（孫） 趙 山本

8 黄 韩（韓） 尹 中村

9 周 吴（呉） 張 小林

10 吴（呉） 何 林 斉藤

トップ10 22% 61% 64% 11%

姓総数 3,500 30 250 27万



中国人の姓②

・夫婦別姓
－子は原則として父親の姓

－名は男性向け、女性向け、共通などあり

・ほとんどが１文字姓（単姓）
－２文字姓： 司馬、諸葛、欧阳、公孙など

－３文字以上の姓： 小数民族に多い（当字）

・社内などでは、敬称省略が原則 姓名で呼ぶ

－日本の「◯◯さん」という言葉なし

－役職名の省略形を使用することあり

（例：韩総、王副総、杨経理など）



中日比較関係論

一国の指導者に求められるもの

・自分の哲学を持っている
・国際感覚を持って、大所高所に立つ
・相手の国を理解する
・有事の時に冷静さを保つ
・長期的な目で外国との関係を考える
・自分の目で見て、考える／百聞は一見に
如かず

・相手国の常識・非常識を理解する

北京大学 彭広陸教授講演



日　本　人 中　国　人

技術力 開発力あり
他国から入手する。
違法コピーは当たり前。

性格
中庸。慎重。細かい。
仲間と認めにくい。

メンツ（見かけ）を重視。極端な悲劇、喜
劇を求める。

秩序 秩序ある法治国家。徐々に変わる。 マナーない。豹変しがちな人治国家

友人関係 自分と同じなら友人と認める
中国人が認めたら、外国人でも友人と認
める。
（井戸を掘ってくれた人を忘れない）

謝罪と言い訳 謝るのが好き。過去のお礼をいう、
言い訳をするのが好き。
過去のことは、お礼の必要なし。

羞恥心
恥の文化
ホームレスは物乞いしない。

メンツ重視のため、恥を気にしない。
マナー無視。物乞い多い。



日　本　人 中　国　人

伝統文化 大事にする
古いものの破壊にこだわりなし。
北京の城壁・堀は現在の地下鉄2号線。
中国の伝統文化は台湾にあり。

教育
江戸時代から重視。
教育環境整備されている

科挙の伝統（知識重視）あり。
体育館、プールのない学校多い。

大学生 入学後勉強しない
競争意識強く、自己中心的。
上等な利己主義者（銭利群）を養成。
礼儀知らず、恩知らず。

外国留学 減少傾向（内向き）
増加傾向（低年齢化）
北京大学、清華大学はアメリカの大学の
予備校？


