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はじめに 

 

 「アジアの玄関口・福岡」。 

これは、福岡に住んでいる人なら何度も耳にしたことがあるフレーズであろう。 

 

福岡市は、九州の中心都市であり、人口 100 万人を超える大都市では日本の最も西

に位置している。朝鮮半島や中国大陸に近く、韓国・釜山までは飛行機で１時間弱。高

速船でも 3 時間で行ける距離である。福岡では国内旅行よりも安い韓国旅行プランも

多く出回り、週末に１泊２日で韓国旅行へ行っても、もはや福岡の人にとっては何の違

和感もない。また、福岡から中国・上海までの距離は約 900 ㎞。福岡-東京間の距離

とほぼ同じである。飛行機で約 1 時間半。１日 6 便が飛んでいる。数年前から航空会

社間の競争が激化し、上海-福岡間の往復で 2 万円という航空チケットも出回っている。

国際線と国内線という違いはあるものの、単純に飛行時間と費用だけを考えれば、福岡

-東京間と福岡-上海間では大きな差がなくなっている。東京、ソウル、上海という３大

国際都市を考えた場合、福岡市は 3 都市の中心にあり、地理的には非常に便利な場所

にある。思えば、2008 年に第 1 回目となる「日中韓首脳会議」が福岡で行われた際、

参加した日本の麻生太郎首相（当時、以下同じ）、中国の温家宝総理、韓国の李明博大

統領がそれぞれ東京、北京、ソウルから日帰りで来訪したのは、それを象徴する出来事

であったと言える。 

 

と、このように書くと、これまた福岡に住んでいる人なら、どこかで聞いたことがあ

るような内容と重なるのではなかろうか。多くの方々は、このような現状を分析し、「福

岡が持つポテンシャルの高さ」について言及をする。もちろん私も全くの同意見である。

交通が便利なところはポテンシャルが高い。 

しかし、私が福岡貿易会上海代表処の所長として約３年間を上海で過ごし、多くの日

中ビジネスを間近で見聞きしてきた中で感じたことは、「交通が便利というだけではビ



ジネスは生まれない」という極めてシンプルな事実であった。「近い」「安い」「便利」

というのは、ビジネスを考える際の要素の一つとなり得る。しかし、交通網、物流網、

情報網が発達し、瞬時に物と情報が行き交うようになった現代で、ある特定の場所に依

拠しなければ成り立たないビジネスは数を減らしている。したがって、こうした要素は、

ビジネスを成り立たせるための絶対的な要素とは成り得ず、ビジネスにかかるコスト計

算をする上で比較される相対的な要素としか扱われない。ビジネスの根本である収益部

分の計算が成り立たなければ、どんなコスト計算も無駄である。つまり、福岡の優位性

を発揮し、ポテンシャルを開花させるためには、福岡でどのようなビジネスを行い、ど

のように収益をもたらすことができるのか、そうした議論がより重要と思われる。 

では、福岡を取り巻く日中ビジネス環境はどのように変化しているのだろうか。第 

１章に詳しくまとめているが、2010 年に中国の GDP が日本の GDP を越え、2012

年の尖閣諸島問題で日中関係が悪化する中、2016 年には中国の GDP はいよいよ、日

本の GDP の 3 倍近い額まで成長してきた。日中の力関係は逆転し、日本人が望むと望

まざるとに関わらず、「爆買い」に象徴されるような中国マネーが日本に入り込んでく

るようになった。水は高いところから低いところへ流れゆく。海外ビジネスと言えば、

かつては海外へ出ていく会社や人材など、特別な人間だけが国外で関わるものという印

象があった。しかし、少子高齢化で日本市場が縮小していけば、今後はそれを許さない

だろう。国内に残っていても、水がどんどん外から流れ込んでくるようになり、何らか

の形で海外ビジネスに巻き込まれる可能性が増えていく。「国外からの観光客需要を取

り込む」という考えは、そんな環境の変化を端的に示している。今後の日中ビジネスを

考えた場合に、こうした頭の切り替えをいち早く行ない、流れに流されるのではなく、

積極的に流れを取り込んでいく姿勢、これは変化をチャンスに変える上で最も重要なこ

とだと思う。 

しかし、正直に自戒を込めて言えば、こうした言葉は、脇から無責任に発言するのは

簡単であるが、実際に上海の最前線で日中間を俯瞰して見ている限り、今のままそれを

日本で実現するのは難しいのではないかと思うことがある。なぜなら、今、日中間では、

情報の格差が大きく広がりつつあるのを感じるからだ。個人的な感想であるが、日本で

流れている中国の情報は、政治問題、景気動向、面白ニュースなどに関する話題が多い

ように感じる。中国人社会の普通の生活状況を伝えるような話はめっきり減った。それ

に対し、インターネットテレビが普及している中国では、日本に興味を持つグループは、

相変わらず日本のドラマや映画を選んで見られる環境がある。日本のアニメに対する人

気もかなり根強い。それに加えて、「観光」である。日本政府観光局（JNTO）が発表

している統計によれば 201６年の訪日外客数推計値に占める中国人の数は 637 万人

である。前年より 27.6％の伸び率を示している。それに対して、中国を訪れた日本人

数は 2015 年で 250 万人。こちらは減少の一途をたどっており、前年比で△8.1％と

なっている。実際に現地に赴くというのは、最高の情報収集である。ただ街を歩くだけ



でも、五感を通じて入って来る情報量は膨大である。意図した情報、意図しない情報が

得られる。「日本旅行をして日本に対する見方が変わった中国人」の話が時折話題とし

て上るが、それは逆に言えば、メディアを通じて得られる情報だけでは、断片的な情報

に偏ってしまうことを意味しているだろう。もちろん、それは日本、中国に限らず、世

界中どこでも同じである。「日本に対する理解度を増している中国人」と「中国に対す

る理解度を減らしている日本人」。率直に言って、私が日中両国を行き来しながら受け

る印象は、残念ながらそのようなものである。 

中国人社会の変化のスピードは本当に速い。私が上海に来てからの 3 年間でも、多

くのサービスが生まれ、瞬く間に世間を席巻し、生活を一変させていく様を見てきた。

信じてもらえるかどうか分からないが、中国では既に日本よりも便利だと感じるサービ

スが数多く存在している。これも本章で詳しく説明するが、既に必要な物が行き渡り、

モノがあふれだすようになった中国では、サービスによる競争が激化している。サービ

スが必要な隙間を誰かが見つければ、そこに投資が殺到し、多くの企業が生まれ、競争

が起こり、結果、消費者にとってベストなものが生き残る。そのサイクルは、まるで飢

えた猛獣の争いを彷彿させる。「1 年中国を離れると、もう自分が時代遅れだと感じる」

と言って、否定する中国人はいないだろう。少なくとも上海人ではいないと断言できる。

それ程、変化がドラスティックでスピーディーである。そして、それを多くの日本人は

知らない。 

こうした情報の格差は、新たに日中ビジネスを立ち上げる際の、ビジネスプランの精

度の高さとして現れてくる。日本のビジネスモデルをベースに作られた企画書と、中国

の最新ビジネスをベースに作られた企画書があれば、例えビジネスの戦場が日本国内で

あったとしても、どちらが中国人消費者にマッチしているかは火を見るより明らかであ

ろう。サービス業がサービスを提供して対価を得るのなら、対象者が求めるニーズをつ

かまなければならない。そして、そのニーズは、対象者の日常生活や行動様式を把握し

ないことにはなかなかたどり着くはずがないのである。 

私は、地域がインバウンド需要を取り込み、地域の活力に還元していくためには、そ

の地域が持っている情報が何より重要だと考えている。その地域そのものに関する情報

をよく理解し、発信する対象となる相手に関する情報をよく理解する。まさに「敵を知

り己を知れば百戦危うからず」である。そして、その情報の質が高ければ高いほど、そ

こから生まれるサービスの質が高まる。それが、地域の魅力を更に引き出し、人を引き

付ける。これが理想の循環というものだろう。 

そうであれば、上海赴任生活を終え、福岡へ帰国するこのタイミングで、中国で見た

こと聞いたこと考えたことをレポートという形でまとめておくことは、私のここでやる

べき最後の仕事であると感じている。私は、大学生だった 1997 年に広東省広州市に

留学に行って以来、既に 20 年間日本と中国を行き来しながら中国社会を観察し続けて

きた。中国語学習歴も 20 年を数え、中国に長期滞在するのも今回で 3 回目である。



中国の 2３省(台湾を含む)、4 直轄市、5 自治区、２特別行政区も全て訪れ、広い中国

をくまなく見て回った。おかげで中国の大抵の地域の話題にはついていけるようになっ

た。中国の学校で中国人の学生相手に中国語で中国の昔話を語ってやれるくらいにもな

った。そんな私の極めて私的な蓄積でも、あるいはこの情報格差が生まれつつある状況

においては、ささやかながらインバウンドという需要を地域が取り込む際の情報の質の

向上に貢献できるかもしれない。このレポートが果たしてどれほどの人の目に留まるの

かは分からないが、ここでささやかながら情報発信をすることで、今後も福岡に押し寄

せるだろう中国経済を考える際のほんの一助になれればよいと願っている。 

また、「上海レポート その１」では、福岡と中国との長くて深い歴史的な話をまと

めて発表した。福岡に住む人間は、長い歴史の中で中国大陸における情勢の変化から大

きな影響を受けており、その度にその状況の変化をチャンスに変えてきたことが、これ

を読んでいただければ分ると思う。改めて、私は経済学者でもないし、国際情勢の専門

家でもない。福岡と中国文化を愛するただの素人である。ここでまとめることは、中国

に住んで、実際に中国経済の変化を目の当たりにする中で感じたことであり、専門的な

分析に裏付けされたものでも、全てを網羅するものでもない。色んな異論もあり得るだ

ろうが、それらは一個人としての感想であることを強調しておく。その上で、実際に中

国ビジネスに挑むというのなら、自らの業種やビジネススキームに沿ってしっかりとし

た調査を行い、実行に移すことをお勧めする。私に示せるのは、私の世界から見たアウ

トラインに過ぎない。 
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１．全体的な中国の経済のお話 

 

（１）中国の経済成長率と日本 

 

 中国は広くて複雑である。様々な角度から断片的な情報が流れてくる中、今の中国経

済をどのように捉えていいのかは分かりにくくなっている。まずは、全体的な流れとい

うことで、マクロの指標である GDP から考えてみたい。 

 例年、年が明けると、GDP の話題が始まる。中国の GDP について、世界中で関心

が高いのはその成長率だろう。中国国家統計局が 2017 年 1 月 21 日に発表した速報

値によれば、2016 年の中国の GDP 成長率は 6.7％である。2016 年 3 月に開かれ

た第 12 期全国人民代表大会の政府活動報告において、李克強首相は 2016 年の GDP

成長率の目標を 6.5％～７％と掲げていたので、6.7％という成長率は、想定の範囲内

である。2015 年の成長率が 6.9％と発表された際には、目標としていた 7％を下回っ

たこと、6％台に突入したこと等の理由で話題になった。それと比べると、前年度より

成長率が下回ったものの今年は比較的穏やかだったような気がする。一時期 14％台と

いう高い成長率を誇っていた中国経済も、成長の速度は「鈍化」してきている。 

  

 
IMF - World Economic Outlook Databases より 

 

 さて、上述したような話は、皆さんもニュースなどで聞いたことがあるような話では

ないだろうか。上のグラフをご覧いただければ分かるように、中国の GDP 成長率は近

年下降線をたどっている。成長率の数値だけを比較すれば、まぎれもなく「鈍化」して

いると言える。 

 ただ、これは、成長率の話であることに留意すべきである。実際に増加した GDP の

総額はどのような推移なのであろうか？下のグラフをご覧いただきたい。 
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これは、物価変動の影響を除いた実質 GDP の増額分であるが、ここ数年は、概ね 3

兆 5 千万元～4 兆元が毎年増加しているのが分かる。成長率の低下が懸念される中国

経済であるが、毎年この規模の GDP が上乗せされていっているということは頭に入れ

ておく必要があるだろう。ドルベースの名目 GDP で中国の増加分とアジア各国の名目

GDP を比較したのが下図である。 
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ドルベースの名目 GDP 比較だと、物価変動や為替変動が含まれているので一定して

いないものの、このグラフを見ていただければ、中国の言う 7％という経済成長率の規

模が分かってもらえるのではないだろうか。インドネシア、マレーシア、タイ、香港、

台湾、どれも日本では話題に上ることが多い国や地域であるが、中国では、これらの国

や地域に匹敵する規模の富が毎年「増加」しているというになる。 

 

そうした背景をふまえて、全体の GDP を見てみよう。下のグラフは、2006 年から

2015 年までの日本、アメリカ、中国の名目 GDP の推移を比較したものである。 
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日本と中国の名目 GDP は 2009 年頃に同規模になっている。その後、日本はあま

り変動がないのに対し、中国は上述した通り、毎年成長を重ね、増額分を上乗せしてい

った結果、2015 年にはドルベースで 3 倍近くまで差が開いている。2012 年に尖閣

諸島国有化に端を発した日中関係の悪化以降、安倍政権は中国に対して強硬な態度を保

っている。もちろん、外交においては、国益を考え、主張すべきは主張する必要がある。

しかし、それに伴って、日本社会では中国経済に対するマイナス的な見方が蔓延してき

たようにも思う。私自身、日本に帰国すると「中国経済は危ないのではないか？」とい

う質問を度々受けてきた。しかしながら、少なくとも現段階においては、中国経済はマ

イナスどころか、着実に成長を重ねていると言えるだろう。成長率の変化は、今後の中

国経済の成長「速度」を考える上で重要な指標であるが、GDP 総額での日本と中国と

の経済力の現状分析も、中国戦略を考える上では重要であると思われる。 

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

米 13,856 14,478 14,719 14,419 14,964 15,518 16,155 16,692 17,393 18,037

中 2,774 3,572 4,605 5,122 6,066 7,522 8,570 9,635 10,558 11,182

日 4,357 4,356 4,849 5,035 5,499 5,909 5,957 4,909 4,596 4,124
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 それでは、今後はどのように推移していくのだろうか。IMF が発表している各国の経

済指標の動向予測をベースに、2021 年までの日本、アメリカ、中国の名目 GDP の推

移予測をグラフにしたのが上の図である。これによると、日本経済は依然として停滞を

続け、アメリカは増加を続ける。しかし、中国の増加スピードの方が速く、2021 年

ごろにはアメリカの GDP に肉薄しつつある状況が生まれている。この時、中国の GDP

は、既に日本の 4 倍近い額になりつつある。 

もちろん、これは単なる予測であり、現実社会では様々な予測不能な出来事が発生す

るため、必ずしもこのように動くとは限らない。しかし、極めてニュートラルに現状を

とらえれば、5 年後にはこのような状況になっていると考える方が自然ではないだろう

か。GDP というのは、「GDP＝一人当たり GDP×人口」である。仮に中国の 1 人当

たり GDP の額が日本と同レベルになるのなら、人口が日本の 10 倍以上ある中国では、

単純計算で GDP は日本の１０倍以上となるはずである。GDP は、国力を測る目安に

はなるが、本来的には人口が多い国は総量が大きくなるのは、極めて当然のことなので

ある。 

とはいえ、この中国の急速な発展は、日本を不安にさせる。「上海レポート その１」

でも紹介してきた通り、中国は、東アジアの国々にとって、そもそも圧倒的な強国とし

て存在していた。中国の朝廷の一角で政変が起きる、もしくは辺境の地に異民族が侵入

して来る、たったそれだけで自国に何が降りかかってきてもおかしくないような、とて

も大きな影響力をかつての中国は持っていた。その影響力が復活しようとしているのだ

としたら、本能的に身構えてしまう日本人の気持ちは非常に理解できる。実際に、政治

的にはそうした大国的な片鱗が見えてきている。「できれば中国の影響力が低いままで
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いてほしい」というのは日本人が潜在的にもっている防衛的な反応であろう。 

そうした日本人の潜在意識にマッチするのか、私は中国に関わりだしてから 20 年、

中国経済の急発展に警鐘を鳴らす論調や、中国経済のバブル崩壊の可能性を指摘したよ

うな論調は数限りなく目にしてきた。しかし、少なくとも現段階において、所謂「バブ

ル崩壊」は起こっていない。私自身、バブル崩壊を本気で心配した時期もあったが、既

に何年もの間ひっきりなしに警鐘を聞き続けていると、感覚が麻痺してしまったところ

がある。突発的な経済危機が起きた時のリスク管理を考えておくことは一方で非常に重

要なことであるが、もう一方では、このまま中国経済が順調に成長するということを前

提として、日本がその場合どう対処するのか、ということを考えておくことも重要であ

る。したがって、少なくともこのレポートでは、前述した IMF の示す将来予測をベー

スに考えてみたいと思っている。5 年後に中国の GDP が日本の 4 倍近くになっている

未来を、である。 

 

 

（２）都市と農村の格差と戸籍制度改革 

 

 それでは、5 年後の中国はどのようになっているのだろうか？ 

 これについては、2016 年に中国政府が発表した「第 13 次五カ年計画」が参考と

なる。これは、2016 年から 2020 年までの中国全体の発展計画を示したものである。

中国政府は、ここで「2020 年までに国内総生産及び都市・農村部の住民一人当たり

の所得を 2010 年の 2 倍にする」という大きな目標を掲げている。冒頭で述べた李克

強首相の経済成長率の目標というのは、この数値を達成するために逆算して割り出され

たもので、2020 年に 2 倍になっているためには、毎年 6.5%～7％の成長が必要だと

されているのである。日本でも 1960 年の経済系長期の池田勇人内閣の時に「所得倍

増計画」が打ち出されたが、現在の中国もそれに近いものがある。 

 

 国民一人当たりの所得を 2 倍にすると言っても、これはそんなに簡単なことではな

い。それには、国民一人一人の生産性を高める必要がある。中国は、90 年代から 20

年かけて急速に発展してきたが、その過程で犠牲とされてきたのは生産性の低い地域で

ある。生産性の高い都市と低い都市の間の経済的な格差は広がっており、この格差解消

は、中国政府にとっても喫緊の課題である。下に示すのは、2016 年上半期の中国各

省の都市住民の一人当たり平均収入のランキングである。全ての省を網羅しているわけ

ではないが、このランキングで最上位の上海と最下位の甘粛省では、約 2.3 倍の差が

あるのが見て取れるだろう。 

 

 



 

 

 なお、下の画像は、甘粛省の省都・蘭州市と上海市の比較である。黄河が街の中央を

流れる内陸都市・蘭州はシルクロードの拠点都市として栄えたが、経済の重点が沿海都

市に移った後では、発展の手がかりをつかめずにいる。 
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しかし、蘭州はまだ省を支える省都としてある程度の発展は見られた。本当に難しい

のは中国全土に広がる農村部である。これは、自然豊かな日本で生まれ育つと想像しに

くいことだが、中国のように広い国土を有していると、自然環境が劣悪で農業に適さな

い場所も多い。しかし、人口は広く全国に分布しており、いくら経済が自由になったと

言っても簡単に生産性を高められるような状況ではない地域も多数存在する。また、こ

うした生産性の低い地域では、人々の教育に対する意識も低く、中学を卒業したら仕事

を始めたり、女子であれば若いうちからすぐに結婚して出産したりする傾向も残ってい

る。こうした状況は、更なる負の悪循環を生み、地域間の格差、都市部と農村部の格差

を更に広げる要因にもなっている。下の画像は、河南省の田舎の街中の写真と、河北省

の農村の写真である。 

 

  

 

 もしも、こういう地域の資産のない家に生れ落ちてしまったら、普通に暮らしていて

も、高収入を手にする機会は少ない。中国経済発展の恩恵を受けたかったら、収入の高

い地域で働こうとするのは当然の事であろう。そこで、多くの農村部の住民は、都会を

目指す。 

しかし、一般的に中国では、人々の自由な移動は制限されている。戸籍制度である。

中国には日本のように住民票はない。人々は戸籍を元に管理されている。この戸籍には、

都市戸籍と農村戸籍があり、農村戸籍から都市戸籍へ向かう壁は特に高い。そこで、通

常、農村戸籍を有しているものは、戸籍を残したまま都市部に出稼ぎに行くという方法

を取らざるを得ない。親戚や知人・友人を頼って、フラフラと大都市に出てくるのであ

る。大都市では、当然賃金も高い。既に生産性の高い職を手にしている都市部の人間は、

肉体労働などの生産性の低い仕事はしたがらない。出稼ぎに出てきた農村部の労働者を

引き受ける余地は大いにあるのだ。仕事を選ばなければ、都心部で仕事を見つけること

はそう難しいことではない。都心部で肉体労働に従事しても、農村部で得られる収入よ

りは高い。彼らは都心部に出稼ぎに出て、宿舎と食事が用意されているような職を探し、

得られた収入の一部を農村部に残してきた家族に仕送りするという生活を送る。もちろ



ん、狭くて汚い宿舎での集団生活であり、食事と言っても豪勢な食事は提供されない。 

ところが、ここで大きな問題がある。社会保障や学校教育などは、基本的に戸籍に紐

づけられているのだ。こうした公的サービスは、戸籍のある住所に住んでいて初めて享

受できる。したがって、大都市に出てきた出稼ぎ労働者たちは満足な公的サービスを受

けられない。これには、都市側の理屈もある。都心部の公的サービスを支えているのは、

生産性の高い職に従事している都市住民の納税によるものである。本来、納めた税金は

納めた人々のために使うべきである。仮に、こうした貧困地域から来た出稼ぎ労働者に

都市住民と同等の公的サービスを適用すれば、農村部からの人口流入はとどまる所がな

くなるだろう。都市部の高い医療、福祉、教育サービスなどを目当てに農村部から人々

が流入してくるようになれば、都市部の人間がどれだけ働いても決して支え切れるもの

ではない。そこで、都心部への農村部からの人口流入を制限する必要があるのだ。しか

し、実際上は、都心部でも出稼ぎ農民などの労働なしではまわらなくなっている。労働

力を必要としながら、労働者に必要な公的サービスを提供しない。この矛盾が、都市部

の中での経済格差を生んでいる。まるで、移民問題そのものである。 

 

 中国が、今後、国民の所得を倍増させていくためには、こうした社会問題を解決して

いくしか方法がない。今までの 20 年間は、経済発展の可能性がある所から重点的に発

展させてきたが、いよいよその発展の果実を全国に広げていく必要があるのだ。 

 そこで、この戸籍制度の改革が始められた。2014 年 7 月国務院により「戸籍制度

改革をより一層推進することに関する意見」が出され、各地方政府に戸籍制度の改革が

呼びかけられた。これを受けて、2016 年 9 月には各地方政府が統一戸籍導入による

検討に入った。第 13 次五カ年計画が終わる 2020 年頃を目途に各都市で統一戸籍導

入が始められるものと思われる。これにより、都市に住む農村戸籍者も、都市住民と同

等の公的サービスを受けられるようになる。 

 とは言え、単純に戸籍制度撤廃をするだけなら、すぐにでもできる。しかし、そうな

ったら前述した通り、無秩序な都市への人口流入を招き、すぐに都市はパンクしてしま

う。ここに、世界最大の人口を抱える中国の難しさがある。新たな統一戸籍制度は、単

純に農村戸籍保持者が自由に都市に移動できるようになるわけではない。恐らく都市側

では、学歴や年齢、技能保有レベルなどで人材を点数化し、その得点をクリアした人材

だけを受け入れる形に変わるだろう。そして、その門戸の広さは、各都市によって異な

ることになると思われる。例えば、上海や北京のように、ただでさえ人口増加により交

通渋滞や不動産価格の上昇など弊害を生んでいるような地域は、なるべく優秀な人間だ

けを受け入れたいと考えるだろう。一方、内陸部などの、今後も引き続き企業を誘致し、

生産を拡大させ、多くの労働者を必要とするような都市では、門戸を広げ、より大人数

の農村戸籍者を受け入れようとするだろう。こうして、都市間で条件の差をつけること

で、都市戦略として均衡のとれた人口移動を実現させようとしている。このように、農



村部から、バランスを取りつつ、如何にして都市の成長への活力として人口を取り込む

ことができるのか、これは国民全体の所得を倍増させるうえで非常に重要なことである。 

 下のグラフは、都市人口と農村人口の推移を示したグラフである。都市人口は増加し、

農村人口が減少を続けている結果、2010 年頃を境に逆転し、その数はどんどんと開

いていっていることが分かるだろう。この農村人口を減らし、より生産性の高い仕事へ

とシフトさせることこそ、国民の所得を倍増させるうえで肝となる。 

 

 

中国国家統計局データ 

 

 さて、この戸籍制度改革であるが、人材を点数化し、人口流入をコントロールすると

いう考え方は、我々中国に暮らす外国人にとっても他人事ではない。恐らく、こうした

人口抑制の改革の一環であると思われるが、2016 年 11 月に外国人の管理を担当す

る国家外国専家局により、2017 年 4 月から中国に入国する人材を点数化し、それに

よって扱いを変えるという方針を発表した。それによると、2017 年 4 月以降は、外

国人人材を A ランク（高度人材）、B ランク（専門人材）、C ランク（一般人員）の 3

つに分類するとしている。それぞれの人材は、年齢や年収、学歴、中国語能力などの項

目により点数化される。85 点以上～120 点に入る A ランクは高度専門人材及びイノ

ベーション創業人材とされ中国政府が大々的に求める人材とされる。60 点～84 点に

入る B ランクは中国経済発展のために欠かすことのできない外国専門人材とされる。

企業が B ランクの人材を雇用する場合にはある程度の制限を受ける。更に、0 点～59

点に入る C ランクなら中国の労働力市場のニーズ、臨時性があるもの、季節的なもの、

非技術的もしくはサービス業に携わる外国人として居住は厳格な制限を受ける。 
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これは、今後、日本の企業が中国に日本人を派遣する場合には注意をする必要がある。

詳細な項目については、ネットなどでも大々的に出ているため、細かい点は調べていた

だければと思うが、ざっくり言えば、若くて、年収が高くて、高学歴かつ中国語が堪能

な人材であれば点数が高い。私が上海で日本企業の駐在員を見てきた感じから言えば、

企業から派遣されてくる人材は、中国に理解がある、中国語が堪能な人材というよりも、

社内で営業成績の良い人間や、海外での滞在経験のある海外志向の高い人材という傾向

があるように思う。しかし、今後は、中国に派遣する人材を戦略的に育成していくよう

な取り組みが必要になってくると思われる。 

 

 

（３）産業構造の転換と環境保護 

 

 さて、話を所得倍増の政策に戻そう。 

 第 13 次五カ年計画では、「都市部に定住する約 1 億人の農村部出身者に対し都市戸

籍を付与する。中国の都市部で約 1 億人が居住する発展途上エリアを改築再建する。

中西部地区における約 1 億人の農村部出身者に対し同地区の市・町への定住を可能に

する」こととしている。農村部から都市部へ人口を移動させるのはよいが、一級都市と

いわれる「大都市」、地方の「中核都市」、そして「農村」、それぞれに課題は残ってい

る。 

 それぞれの地域における課題を考える前に、下のグラフをご覧いただきたい。これは

中国の産業ごとの従事人口の推移を示したものである。 
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 これによると、第二次産業従事人口は横ばいなのだが、第一次産業従事人口が減少し、

その分第三次産業従事人口が増加していることが分かる。つまり、中国の人口政策にお

いては、農村から流出する農業従事者を、都市のサービス業が受け入れるという状況で

ある。物を作りだすだけの経済から、生み出されたものに価値を付加し消費する経済へ

と変貌を遂げようとしているのだ。 

  

 このように、第一次産業従事人口が減少しているということは、農業を近代化し、1

人 1 人の所得を高めるチャンスでもある。中国では、小規模農業を集約し、大規模農

業に生まれ変わらせる政策を進めている。また、それに伴い、近代的な農業技術を導入

し、生産効率を高めることも必要だ。過剰な食糧生産を抑制し、付加価値の高い作物の

生産に移行することも重要である。更に、農村部へのインフラを充実させることも課題

となろう。「農村部」では、こうした点を一つ一つクリアしながら、農民の所得向上を

目指している。 

 そして、その農村部からの流出人口を受け止める先は、地方の「中核都市」である。

改革開放以来の経済発展で大都市周辺に集中した製造業であったが、単純で付加価値の

低い組み立て工場などの製造業は、なるべくこうした地方の中小都市へと移行するよう

に進めている。そして、農村部から出てきた単純労働に従事する労働者たちをこうした

中小都市で引き受け、人口増加を促すとともに、中小都市における消費を促し、地方に

おける第三次産業の育成へとつなげていくのである。 

 更に、「大都市」である。こちらは、先ほどの外国人人材の点と共通するが、流入し

てくる人材は、できるだけハイレベルな人材に限定したいと考えている。この点につい

ては、上海を例に大都市で起こっている問題を後ほど詳しく述べたいと思う。 

 

 こうして、地域が持つ課題に合わせて、それぞれ必要とする人材を再配置し、効率よ

く経済を高度化していく。簡単に言えば、これが、中国が今目指している経済発展の次

のステップである。下のグラフを見てほしい。これは、さきほどの各産業別の従事人口

に各産業の総生産額のグラフを組み合わせたものである。増加を続ける第三次産業の従

事者数と第三次産業の総額が正比例の関係になっているのに対し、従事人口が横ばいの

第二次産業、更に従事人口が減少している第一次産業でさえも、総生産額がわずかに増

加を続けており、反比例の関係になっている。これはつまり、第一次産業、第二次産業

において一人当たりの生産額が上昇しているということを示唆している。 
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また、産業構造の改革を行う際、改革開放後の経済発展のようになりふり構わず進め

ていると、環境問題の更なる悪化を招く。そこで、産業構造の転換において、環境保護

の問題は非常に重視されている。環境基準の整備やグリーンエネルギーの推進、環境に

やさしい技術の開発などを発展させていくことを目標に掲げている。日本の報道等でも

知られているように、中国の空気汚染や土壌汚染など悪質な環境問題は多々発生してい

る。これらに対して、私も日本に帰国した際に、よく心配の声をいただく。環境問題と

いうのは、一朝一夕には解決できない難しい問題である。しかし、だからと言って中国

政府がこの問題を重視していないということではない。「第十三次五カ年計画」におい

ても、環境保護を重視する姿は鮮明に打ち出している。経済発展と環境保護というのは、

そもそもベクトルの方向が真逆の存在である。環境を維持しながら、如何にして更なる

産業の高度化を遂げるか、これは他の国と同様、中国も道を模索している最中である。

また、あくまで個人的な肌感覚ではあるが、以前に比べると少しずつ環境も改善されて

きているように思う。 
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（４）社会主義市場経済と政治制度 

 

さて、ここで少し脱線して、中国における「計画」の重さについて触れておこう。先

ほどから話題にあげている「第 13 次五カ年計画」である。中国では、現在「社会主義

市場経済」という特殊な経済制度をとっている。これは「政治的には社会主義、経済的

には市場経済」などと解説されている。鄧小平の改革開放の際に打ち出された考え方だ

が、1989 年の天安門事件の後、1992 年に鄧小平が中国の南方を訪問し、中国経済

の今後の方向性を語った、所謂「南巡講話」によって確立された。現在の中国経済の発

展は、これを受けて 90 年代以降に急速に発展してきたものだ。しかし、これが日本人

にはよく分かりにくいのではないだろうか。今の中国では、表面的に見ると資本主義そ

のものだからである。 

そもそも、中国は社会主義国である。その理念は社会主義を実現することにある。そ

の手法として、計画経済という手法が用いられてきた。これは、財の生産から分配まで

全ての経済活動を中央政府のもとで計画され、実施されるという経済体制である。上述

した戸籍制度は、そもそもこの計画経済に紐づけされていた。個人は、住居や身分によ

って単位という呼ばれるユニットに所属する。例えば、工場があれば、それが一つの単

位だ。今の工場は、基本的に生産設備しか備わっていないが、かつては、この単位の中

に住居や食堂、商店、娯楽施設など、生活に必要な物が一通り揃っていた。単位内の職

位に応じて住居を割り当てられたりしていた。この単位について、上級機関が年間の生

産量を計画し、生産を管理する。政府は計画に基づき生産された財を、国レベルで効率

的な分配を行い、全体の効率を高める。これが計画経済だ。したがって、社会主義国家

においては、そもそも計画は非常に重要なものである。 

鄧小平が行った改革は、こうした単位ごとに定められていた生産量などを自由化した

ものだった。こうすることで単位は、市場の需要をみながら独自に供給量を決定できる。

余剰生産した分を販売して、手にした財を生産拡大にまわすこともできる。こうした自

由度を拡大し、民間企業の活動や国有企業の自由な企業活動などに枠を広げていった先

が「社会主義市場経済」である。したがって、表面的には資本主義に見えるし、実際各

企業が行っていることは資本主義と何ら変わりがないのであるが、そのスタート地点と

ゴール地点が異なっている。完全に資本主義とならずに、社会主義の枠を外していない

ことがポイントである。つまり、国が計画し、指導するという決定的な要素は決して手

放しているわけではないのである。したがって、企業は国有企業であろうと民間企業で

あろうと、政府の方針に大なり小なり影響を受ける。例えば、事業を行う上での法制度

や許認可などの部分で制限を受けてしまうことになるのだ。この点は、民主主義国家の

日本で、政権が交代した際に、新たな政権の政策を実施するためには補助金や規制緩和

などを活用して企業活動を誘導せざるを得ない状況とは異なっている。とはいえ、基本

的には、中国のリーダーは在職期間が最初から分かっているし、連続性を重視する中国



においては、共産党の大きな方針はそうそう変更されるものではない。コロコロと変更

の通知が送られてくるのは、行政府の各部門や地方政府などの実施機関による実施内容

や実施方法である。上述した外国人労働者の居住条件の点数化のような話が、急に降っ

てきて、半年後には実施が始まってしまうというのは、そうしたことの一例である。 

ただ、選挙による政権交代がない一党独裁体制というのは、逆に言えば、計画を達成

できなかった際に責任を取る方法がない体制であるとも言える。選挙もないため、中国

では政党への支持率といった考え方も存在しない。しかし、国民の間には歴然と支持と

不支持が存在している。仮に不支持の声が圧倒的に高くなり、ほとんどの国民が「NO」

をつきつけたら、その不満を受け止めるシステムが備わってないため、存在そのものを

消滅させる以外の方法がなくなってしまう。「失敗したらどうなるか分からない」とい

うのは、ある意味「失敗したら選挙で負ける」と分かっているよりプレッシャーが大き

い。したがって、一党独裁とは言え、国民の意見を無視して突っ走るようなことはでき

ない。ほとんどの国民が納得できるような未来を「五か年計画」で提示し、その目標を

きちんと達成していくことが為政者には無言の圧力として圧し掛かっているのだ。 

したがって、もし中国でビジネスを行いたいなら、この「五か年計画」を見ておくこ

とをお勧めする。これを読めば、中国がこの 5 年で達成しようとしている全体的な方

向性は俯瞰できる。そして、それは国のリーダーたちにとっても、達成すべき目標とな

っている。これは、時に力技を行使してでも達成してくるであろう。こうした全体的な

方向性を見極めたうえで、個々の戦略を考えておけば、突如降りかかってくる制度の変

更や新たな法律・通知の類にも備えができるし、変化を受けた後のリカバリーも早くな

るだろう。 

 

 なお、これも日本でよく質問を受けたことなので、個人的な見解を付け加えておく。

現政権についてである。例えば、公務員のコンプライアンス強化や、賄賂などによる大

物幹部の逮捕などの事象を通じて、現政権の強権化を懸念するような論調はある。しか

し、私はこれもやはり「五カ年計画」と関係があると考えている。 

これまで述べてきたとおり、国民の所得を倍増させるためには、産業を効率化させる

必要がある。しかし、中国には、依然として非効率な経済活動を行っている本丸のよう

な存在がある。国有企業である。中国には、かつての日本の電電公社や国鉄のような、

企業の自由な参入が認められず、国有企業だけが活動を行える領域が数多く存在する。

その領域は、日本のような国よりもはるかに広範囲である。言わば、独占企業にも近い

国有企業は、非常に生産効率が悪いところも存在している。国全体の産業効率を上げる

ためには、中央政府としても是非とも切り込み改革する必要のある領域である。 

しかし、多くの国有企業は、政府官僚と癒着していた。既得権益を守るために、権限

を持つ官と接点を持つ。一党独裁政権の弊害である。経済発展を果たしてきた段階では、

こうした特定の利権とつながった官により、党内でも派閥が形成されてきた。そして、



そうした個々の利益だけを考える存在が、全体の効率を高めるときに抵抗勢力となり足

を引っ張るのだ。したがって、現政権が目標を達成しようとするためには、官と国有企

業との癒着を断ち、国有企業の改革に着手しなければならない。それが「腐敗撲滅キャ

ンペーン」だと私は思っている。 

更に、そうした生産効率の悪い国有企業整理の動きが、「ゾンビ企業淘汰」などと呼

ばれている。例えば、需要が落ちているのに過剰な生産を続ける企業、過剰な人員を抱

え生産効率の低い企業、こんな国有企業が数多く存在している。生産効率向上の自助努

力ができないなら、政府はもう助けない、という話である。裏で、どんな権力闘争の力

が働いているのかなど、私には知りようが全くないが、少なくとも政府がやっているこ

とは、五カ年計画の目標達成に向けて、どれも大事なことではないかと思う。 

世論調査もない国であるから正確なところは誰も分からないのだが、少なくとも所得

を 2 倍にしてくれると約束したリーダー、そのために腐敗撲滅や構造改革に取り組む

リーダーに、真剣に「NO」を突き付ける人がいるとしたら、その人は一体どんな未来

を望む人なのだろう、と私は思う。 

 

 

（５）イノベーションと消費・サービス主導型経済 

 

以上見てみてきたように、生産効率の向上が実現すれば、今後の GDP 成長にも寄与

するだろう。だが、これから中国が更に先進国として発展していくためには、更に必要

な物がある。「イノベーション」である。 

今までの中国の発展は、加工貿易のような形で成り立っていた。外国資本を受け入れ、

中国の労働者を使って製造、外国へ輸出するというスタイルである。核心技術は海外企

業に抑えられ、単純な組み立てや、付加価値の低い工程が主となっていた。これは、多

くの中国人労働者に職を与え、国を発展させるのに役立った。しかし、これにより国が

発展し、賃金が上昇すると、外国資本側は更に安い生産コストの国を求めて東南アジア

などの後進国に移転を始める。いわゆる「中所得国の罠」という現象である。これによ

り、日本の企業も東南アジアへの移転が始まっている。この問題を解決するためには、

産業を高度化し自国の技術力を高める必要がある。つまり、「イノベーション」だ。 

中国の中央政府も、この「イノベーション」促進には非常に力を入れている。中国語

で「創新」というが、このスローガンは、今やどの地方政府に行っても同じように聞か

される。もちろん、世界的な競争力を持ったリーディングカンパニーを育てることが大

事なのだが、そのすそ野を広げるためにも、各地域でスタートアップなどの創業が奨励

され、インキュベート施設や、ファンドの創設、イベントの実施などが進められている。 

そもそも中国では、日本よりも起業を志す若者が多い。今、大企業になっているよう

な民間企業は、概ね 80 年代、90 年代に創業し、00 年代に急拡大してきたような企



業が多い。創業者たるオーナーはまだ若く健在で、オーナーのリーダーシップの下、組

織を拡大している。創業によるサクセスストーリーは、身近な所に掃いて捨てるほど転

がっている。アイディアと情熱があり、自分に自信を持つ若者であれば、一発逆転のサ

クセスストーリーに賭けて起業の道を選ぶ人も多いのだ。 

 

しかし、そうしたイノベーションが簡単に進むのだろうか？私は、上海に滞在し、新

たなサービスが生まれる過程を見ながら、これは意外とうまくいくのではないかと考え

ている。かつて、日本の製造業が成長する過程で、彼らの成長を支えたのは日本市場で

あった。1 億人を超える市場であり、所得も高い。ヒット商品が生まれれば、それなり

の収益を手にすることができ、それを開発費にまわせる。ある程度の販売台数が出るな

ら、工場を新設し、効率的な生産体制も固められる。そして、海外に進出する場合は、

日本市場で得た収益と商品をベースに海外展開できる余裕も持てる。このような、国内

市場の消費が国際的競争力を培ったという面はあるだろう。そして、中国の場合は、こ

の国内市場がとりわけ膨大である。特に IT の分野でヒット商品を出せれば、それはあ

っという間に中国全土に広がり、すぐに会員数が数億人という巨大企業に化けることが

できる。世界で数億人の会員数を囲ってビジネスをやろうとしたら、国を跨いで、言語

やサービスを微調整する必要があり、そうした違いを越えてでも便利なサービスしかう

まく浸透しない。したがって、中国で数億人の会員数を囲めたら、それはすなわち世界

最大規模のサイトとなっている可能性があるのだ。利用者が多いということは利益も大

きい。すると、その収益を使って新たな開発をしたり、世界市場へ打って出たりするこ

とは非常に容易なのだ。少なくとも中国には、そのような夢を見ながら新たなサービス

開発に取り組んでいる若者が、全国各地に存在している。 

 

さて、このように、新たなイノベーションを支えるのは、国内の市場である。イノベ

ーションを活発化させるためにも、国内の消費を増やす必要がある。中国はこれまで、

工業主導の投資型で発展してきたが、今後はサービス主導の消費型に転換していこうと

している。政府によると、特に高齢者介護、ヘルスケアサービス、家事、教育、文化及

びスポーツ関連サービスなどの消費が増えるだろうと予想している。 

また、所得が倍増するということは、家計における収入が増えるということであるが、

それを消費にまわさずに貯蓄にまわされてしまっては意味がない。実は、中国は、国民

の貯蓄率が非常に高い国でもある。下のグラフは、中国、日本、アメリカの貯蓄率の比

較であるが、中国が突出して高い割合を示しているのが分かるだろう。 

 

 

 

 



 

IMF - World Economic Outlook Databases より 

 

中国人が貯蓄を好む傾向には、様々な要因があるだろうが、将来への不安というのも

一つであろう。そのため、政府としても福祉施策を充実させ、こうした貯蓄を少しでも

消費にまわさせる必要がある。もちろん、この福祉分野は重要な政府の施策の一つだ。 

 

このように、たかだか「五カ年計画」といっても政府にとってはやることが山積みで

ある。ここで紹介していないようなこともたくさんある。その上で、誤解も承知の上で

極めて単純化してまとめると、環境保護に力をいれ生活環境を改善し、その上で福祉を

充実させて将来への憂いを和らげる。それにより貯蓄にまわしていたお金を消費にまわ

させ、旺盛な消費がイノベーションを育成する。同時に国有企業の淘汰をすすめ、農業

政策と相まって産業の高度化を実現する。それは国民の所得を倍増させ、GDP を引き

上げる、というシナリオだ。これが、2020 年頃に中国が達成しようとしている未来

なのである。 
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２．大都市・上海のお話 

 

（１）大都市が抱える問題 

 

前章でも見たように、中国では、国土も広く、地理的条件、経済的条件も大きく異な

るため、都市によって発展のスピードに格差が生じる。その格差は、収入の格差を生み、

大都市への猛流となって押し寄せる。下の図は、上海市のこの 20 年間の人口の推移で

ある。 

 

 

2016 上海統計年鑑より 

 

「戸籍人口」というのが上海戸籍保持者の人口。「常住人口」というのは、それに戸

籍を持たない流動人口を加えたものである。１996 年時点では、両者の間には 150

万人ほどの違いしかない。ところが、20 年後に戸籍人口が 150 万人増加する間に、

流動人口は 1,000 万人も増えてしまった。実に、東京一個分に相当する規模の人口が

増加したのである。 

20 年間で人口が 1,000 万人増えるというのは、尋常ではない。最も必要となるの

は住居だ。例えば、1 フロア 8 部屋で 40 階建てのマンションを建設したとする。結

構な高さだ。中国は一人っ子政策を取っていたので、仮に１部屋家族３人が暮らしたと
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する。１棟で約 1,000 人だ。20 年で 1,000 万人の住居を確保するためには、こんな

マンションを 1 万棟。年間 500 棟供給し続けなければ間に合わないことになる。無論、

そんなことは土台無理な相談だ。だから、地方からやって来た人たちの居住環境は悪い。

数人が相部屋で暮らすようなこともよくある。出稼ぎ労働者は、一時的な上海居住者で

ある。彼らはどんな居住環境でもある程度の我慢をするのだ。 

しかし、中には、上海で定職を見つけて、ある程度の収入を得られるようになってく

る人も出てくる。戸籍はないが、地元には帰りたくないという人たちだ。彼らは、ちゃ

んとしたマンションに住みたいと願う。しかし、そもそも住宅は不足している。需要と

供給のバランスが崩れ、不動産の値段はあっという間に高騰してしまったのだ。 

 

 

上海市統計局 本市房地产市场运行综述より 

 

これは、上海市統計局が発表している上海市の不動産市場に関する報告から抜粋した

データである。「内環」と呼ばれるエリアが上海の中心になる。更にその外に「外環」

があり、内環と外環の間、外環の外になるにしたがって、中心エリアから離れていく。

これをご覧いただければ分かる通り、2010 年から、わずか 6 年で、上海市中心部の

不動産の価格は 2 倍になっている。中心部の値上がりを受けて、内環の外まで需要が

広がり、内環と外環の間にある物件に関しては、およそ 3 倍の価格に上昇している。

2016 年の内環以内の新築住宅の平均価格 87,436 元/㎡というのは、現在のレートで、

およそ 150 万円/㎡。つまり、100 ㎡のマンションを買おうと思ったら、1 億 5 千万

円が必要になる計算だ。同様に、交通が不便な内環から外環の間の物件ですら、100

㎡で 7,500 万円が必要となる。ちなみに、2005 年時点では、上海市内の新築住宅の
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平均販売価格は、6,698 元/㎡（約 11 万円）であった。10 年前に買っておけば、1,100

万円で買えたマンションが、今や 1 億 5 千万円である。 

 

 この不動産価格の急騰という現象を抜きに、今の中国は語れない。何もしなくても資

産が 10 倍に増える社会なのである。少し賢い上海人ならどうするだろうか？当然「不

動産投資」に動く。自分の住居用とは別に投資用のマンションを購入して貸し出す。不

動産価格が高騰しているので、賃貸の価格も高騰している。家賃収入もそれなりの収入

になる。それで、適度に値上がりした時に売却する。売却して得た利益で更に投資用物

件を複数購入する。それを繰り返せば、あっという間にプチ資産家である。企業も一緒

である。最初は実業で誠実に事業を行っていても、ある時、自社用として購入した物件

の価格が高騰しているのに気づく。売却して得た利益は、時に実業で一年間販売して得

た利益よりも大きい。いつのまにか不動産投資が事業の一部になり、気がつけば「投資

会社」である。収益が上がれば株価もあがるので、株にも投資する。企業も投資の対象

になる。有望そうな企業やプロジェクトがあれば積極的に投資する。投資した事業が成

功すれば、それを売って利益を得る。前章でイノベーションの話をしたが、このように

投資したい企業が山のように並んでいるので、アイディア次第でスタートアップの企業

にも資金はあっという間に集まる。起業家の方も、資金を集めて事業を拡大し、企業価

値が上がったところで会社ごと売却し、手にした資金でまた別の事業を始める、という

ことを行う。根っこが「投資」と「回収」なので、できるだけ早く価値を上げて、でき

るだけ早く回収が可能な案件が良い案件だ。事業はスピードが命で、長期計画など見向

きもしない。誰かが成功した案件があれば、二匹目のドジョウを狙う投資家達が押し寄

せ、根こそぎ食べつくして次の目標に移動する。誰も見つけていないような良質な投資

案件がどこかに落ちてないかと常にギラギラしていて、二言目には「とにかく金ならあ

る」と口にする。不動産価格が急騰している社会の基本形態はこのようなものだ。私も、

ここ十年くらいは中国でこんな人たちを見てきた。 

 さて、ここまで読んでいただいた日本の皆様の頭の中には、共通して同じ単語が浮か

んでいるだろう。そう、「バブル経済」である。「日本もバブルの頃はすごかったぞー」

と語りだしたくなっている人もいることだろう。私も全くの同感である。それほどに、

ここ数年の中国の状況は日本のバブル時代を想起させる。華やかだが、どこか刹那的で、

どこか薄っぺらだ。人々は自信に満ちていて、忙しそうにしている。持っている物も、

着ている服も随分よくなった。高級レストランが繁盛し、おしゃれなカフェが増えた。

街中も高級車ばかりが走っている。海外旅行は当たり前になり、出張と称して海外を飛

び回っている。最初に人目に付く部分にお金をかけだし、最近では内面にもお金を使う

ようになってきた。若者はハングリーさが無くなったと言われる。反面、生活にゆとり

ができ、他人に気を配れるようになってきた。「自分探し」のようなことをする人も増

え、ボランティアなど誰かの役に立ちたいと思う若者も出てきた。街中のマナーも格段



に向上している。ものすごい速さでお金がまわり、人々の生活を変え、人々の意識を変

えている。これが、今の上海だ。 

 

  

 

 しかし、日本人が「バブル経済」と聞けば、同時に「崩壊」という言葉も浮かぶだろ

う。「バブル＝崩壊」というのは、日本人の頭にトラウマのように刷り込まれている。

だから、「中国は今、日本のバブルの時にそっくりですねー」と言うと、大抵の日本人

はビジネスチャンスとは思わず、リスクに備える。しかし、中国政府も当然、日本のバ

ブル経済は研究していて警戒をしている。例えば、2016 年には、不動産の値上がり

が著しい大都市で不動産購入に対する制限を設けた。都市によって違いはあるが、独身

者は不動産の購入を 1 軒までに制限し、2 軒目以降の物件を購入する際には頭金を

70％とか 80％納める、不動産取得にかかる税金の税率引き上げなどを行った。投資

用の不動産購入を抑制しようというのである。こうした力技を行うと、価格は一時的に

落ち着く。しかし、価格が下がってくると、再び購入希望者が現れ、値上がりを始める。

そもそもそ、「バブル経済」とは、不動産価格の急騰を指すわけではない。投資用資金

が流れ込み需要を作り出し、実需要がないまま価格だけが上昇し、供給過剰になってい

くことである。それで言えば、中国の場合は、価格が下がれば住宅を購入したいという

人がまだまだ行列を作って待っている。こうした人々の存在が実需要となり、不動産取

引を支えているのである。私も、中国のバブルを警戒する声は、10 年前から散々聞い

てきた。「2008 年の北京オリンピックが終わったらバブルが崩壊する」「2010 年の

上海万博が終わったらバブルが崩壊する」「リーマンショックのカンフル剤が切れたら

バブルが崩壊する」などなど。10 年前から崩壊の秒読みが始まっていると言っていた

人がいたが、10 年経っても秒読みが終わらない。したがって、最近私は、「バブル＝

崩壊」という日本人としての固定観念を一旦脇に置くことにしている。考えてみたら、

20 年間で 1 千万人の人口が増えた都市で、住宅需要が簡単に落ち着くはずがないので

ある。 

 とはいえ、懸念事項もある。ここ数年、上海の人口増加が止まったのだ。下のグラフ



は、上海市の人口から増加した人数だけをまとめたものである。 
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一時期、多い時で年間 100 万人近い人口の流入があった上海であったが、2010 年

頃を境に流入速度が落ち、2015 年には、とうとう減少に転じているのだ。これは、

前章で述べたような中央政府の戸籍制度改革と人口の適正配置に向けた政策が功を奏

してきていると見てもいいかもしれない。だが、庶民目線で考えると、単純に上海での

暮らしがコスト高になったこともあるだろう。何しろ、不動産が高騰して、家賃が高い。

賃金水準も上がっているが、家賃の値上がりで吸収され、むしろ自由に使えるお金は毎

年減る。物価は上がり、生活にかかるプレッシャーは年々強まるばかりである。それな

ら、いっそ田舎の近くの比較的大きな都市に移動し、上海並ではないが、ある程度の賃

金を手にして、ゆとりを持って生活をした方が良い。このように考え始める地方の人間

が増えた。とにかく、都会は暮らしにくいのだ。したがって、戸籍制度を改革し、点数

化で人材を制限しなくても、人口増加の圧力は自然と解消されている。しかし、そうな

ると、不動産売買は、今いる人口を相手に行わなければならない。幸い、住宅購入を希

望する賃貸住宅居住者や住み替えを希望する上海人のニーズはまだまだある。一人っ子

政策が緩和され、二人目の子どものために少し広い部屋を買いなおすという需要も生ま

れた。しばらくはまだ実需要があるだろう。しかし、これが一巡し、上海に住む 2,500

万人にある程度の住宅が行き渡った後、それでも不動産価格が上昇を続けるなら、それ

こそ正に「バブル状態」である。 
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（２）発展するということ 

 

このように上昇を続けている不動産価格であるが、「それがバブルか否か」というこ

とだけに話が終始していると、とても重要なことを見落としてしまうような気がする。

あくまで自分の肌感覚だけに頼った発言ではあるが、敢えてはっきりと言ってみたい。 

 

「今、上海人は、普通の日本人より金持ちになった」。 

 

ここまではっきりと言えば、さすがに反論もきそうである。中国のネット記事によれ

ば、2016 年の上海の平均月収は 6,378 元（約 10 万円）だそうである。夫婦共働き

でも月収 20 万円程度。これでも、北京に次いで全国第 2 位である。こうした数字は、

ニュースや書籍、講演などでも紹介されるため、似たようなイメージを持っている人も

いるだろう。私も上海で、日本から来た出張者によく「上海人は月収でどれくらいもら

っているの？」と質問された。確かに、上海の常住人口 2,500 万人の平均月収を計算

したら 6,000 元くらいかもしれない。しかし私は、こうした収入（フロー）という切

り口だけで見ていたら、今の中国社会は永遠に理解できないだろうと思っている。平均

月収 20 万円の社会で、1 億円を超えるマンションが値上がりを続けているのだ。ここ

では、資産（ストック）で見ないと分からない。 

例えば、私は 10 年前に福岡の地方都市に小さなマンションの一室を購入した。30

数年かけてようやく返済が終わる計画だ。給料は増えないし、返済は楽ではない。だが、

マンションが値上がりするなどと考えたこともないし、一発逆転の手など思いつきもし

ない。せっせと月々の返済を行っていくだけである。よく言えば、安定。しかし、ほと

んどの日本人が似たような暮らしをしていると信じている。 

でも、その同じ 10 年前、私と同じように上海市内にマンションを買った上海人の物

件は、数倍に値上がりしている。転売して既に借金も返済しているかもしれない。少し

交通が不便な所に新しくマンションを購入し引っ越したとしても、またそのマンション

が値上がりする。給料も毎年ベースアップされる。家計にできた余剰資金で株を買った

ら、配当でお小遣いもできた。既に保有資産は時価総額で 1 億円を超えている。と、

そんな具合だ。ある日系の事務所の中国人スタッフと話していたら、給料は日本人であ

る私の方が高かったが、そのスタッフが購入していたマンションは 4 倍に値上がりし

て 1 億円以上になっていた。わずか数万円の月収の違いなど、一体何の役に立つのだ

ろうか。 

したがって、先ほどの言葉を正確に言えば、「上海で数年前に不動産を購入していた

上海人は、普通の日本人よりはるかに金持になった」となるだろうか。例えば、元々市

の中心部に不動産を持っていた上海人などである。10 数年前に立ち退きにあい、当時

としてはまとまった金額の保証金を手にし、新たに不動産を購入した、などという経歴



を持っていれば、もはやそれでサクセスストーリーの始まりを手にしていたことになる。

もちろんこれは、上海だけに限らない。不動産価格が上昇した都市（ほとんどの大都市

が上昇した）で同じような状況が起こっていたと考えられるのである。 

考えれば、10 年ほど前、中国人観光客向けのインバンドが盛り上がり始めた頃に、

「中国人富裕層」という言葉が生まれた。今でも、クルーズ船に乗って来る観光客向け

の戦略に対して「中国人富裕層」という言葉を使う。しかし、10 年前に「富裕層」と

呼んでいた層は、今頃、「超富裕層」となり、自家用ジェットで世界中を飛び回ってい

るかもしれない。日本の良い製品があったとしても、「箱買い」などと言うレベルでは

なく、ひょっとすると会社ごと買い取れるくらいの資産がある。「爆買い」などで再び

騒がれだした日本での中国人観光客向けインバウンド戦略であるが、恐らく「爆買い」

をしていた主役は、本物の「富裕層」などではなく、普通の人々である。普通の人々で

も、日本に旅行し、日本で自由に買い物できるほどの資産を持つようになった。この認

識を持てないと、中国人向けのあらゆる戦略が失敗するだろう。なにしろ、中国の GDP

は日本の GDP の 3 倍に近いのだ。こうした私の感覚的な話は、たとえ今はただの妄言

に聞こえたとしても、いずれそんな世がくるということは間違いないのだ。 

 

 さてここで、もう一度不動産価格が高騰すると起きることを考えてみる。例えば、小

売店や飲食店など、テナントを賃貸して営業している所は、毎年賃料値上げの圧力にさ

らされる。経営コストが高くなるので、その分は売価に転嫁するしかなくなる。すると、

物価が上がる。単純に値上げするだけならお客が減るので、内装を小奇麗なものに作り

替えたり、サービスを向上させたり、販売方法を工夫する。飲食店なら、メニューを刷

新し、高級志向を目指しだす。すると、値段据え置きで頑張る店舗と高級志向を目指す

店舗で二極化しだす。結局のところ、「回転数アップで売り上げを維持する」のか、「客

単価アップで売り上げを維持する」のか、選択肢は二つしかないのである。バブル傾向

にある消費者は、もちろん高級志向の店舗にあこがれる。 

また、労働者から見たら、賃貸の住宅は基本的に年間契約であるため、契約更新の時

期ごとに賃料値上げに頭を悩ますことになる。街中に出ると物価も上がった。質の良い

洋服は値段も高くなった。友人や家族、恋人などと少し良いレストランに行けば、それ

なりの消費額になる。こうした諸々は、賃上げの圧力となって経営者側にのしかかる。

毎年、数％～10 数％の割合でベースアップが必要となる。これが、人件費の高騰を招

く。中国では当たり前の話であり、日本では理解不能な話なのである。例えば、ここ

10 年くらいは上海を訪れたことがない、というような方がいらっしゃったら、一度上

海に来てみることをお勧めする。恐らく 10 年前よりおしゃれな店が増え、巨大なショ

ッピングモールで買い物を楽しむ上海人の姿が見られるだろう。オシャレな雰囲気のレ

ストランで料理とお酒を楽しんだら、1 人 300 元（約 5,000 円）以上は覚悟してい

た方がいいし、普通の中華料理店でも 1 人 200 元（約 3,500 円）くらいは持ってい



た方がいい。1 杯 30 元（500 円）くらいのスターバックスコーヒーには朝から行列

ができているし、日本より多少値段が高く感じるユニクロや無印良品でもお客がごった

返している。 

 

 

 

こうした状況は、中央政府が目標としている「いくらかゆとりのある社会」、いわゆ

る「小康社会」を体現しているのだろう。上海では人々の欲望が消費に向かっており、

その消費が第三次産業を刺激して、更なる発展を促している。下のグラフは、上海市の

産業構造の変化を示したものだ。これを見たら、明らかに第三次産業が上海経済を引っ

張っていっていることが分かる。 
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（３）交通事情に見るサービス業 

 

それではここで、上海でそのサービス業がどのように発展しているのか、具体的な事

例を交えて紹介したい。 

 

上海の交通事情の話である。人口が過密になることの弊害として交通渋滞がある。上

海には現在 350 万台ほどの自家用車が走っている。上海で自動車を取得するのは大変

である。上海市政府は、自動車の急増を受けて、ナンバープレート発行の制限をかけて

いるのだ。ナンバープレートは、表向き競売という形で配布されている。ちなみに、

2017 年 2 月に行われた競売では、25 万 1,717 人の入札者に対して、放出数はわず

か 1 万 517 枚。落札率はわずか 4％である。平均落札価格は、8 万 8,240 元（約 150

万円）である。日本では、軽自動車が１台買えるくらいの金額のナンバープレートであ

る。落札は並大抵のことではできないので、家族や知人友人総動員して、できるだけ回

線の早いインターネットの回線を探し出しパソコンの前で待機、入札開始と同時に一斉

に申し込むことになる。数十万円を払えば、申し込みを代行してチャレンジしてくれる

業者も多数存在する。中国での自動車の価格も高いが、どんなに豪華な車を購入しよう

と、この壁を越えなければ自由に走行はできないのだ。それでも、未だに自動車を購入

したいと希望する人は多い。 

しかし、苦労して自動車を手に入れても、次に苦労するのは上海市内の渋滞である。

特に、朝と夕方の交通渋滞はひどい。交通渋滞がひどくなると、タクシーがつかまらな

くなる。元々中国のタクシーは初乗り料金が日本の半額くらいなので、市民の足として

利用率は高い。しかし、例えば退社時間に雨が降ってきたような時など、路上に出ても

全くタクシーが走っていない、という状況が度々起こる。非常に不便である。そのため、

携帯のアプリでタクシーを呼べるサービスが始まった。 

 

         



上の二つの画像は、代表的なタクシー配車アプリの二つの会社の画面である。アプリ

を開くと、自分の現在地と、提携しているタクシーの現在地が GPS で表示される。ア

プリで行き先を入力すると、距離が近いタクシーから順番にその情報は一斉配信される。

情報を受け取った運転手は、その行き先で問題なければ承諾をする。すると、利用者の

画面には、タクシー運転手の名前と車番、携帯電話番号と到着予想時刻が表示される。

その後、運転手から携帯に電話があり、注文を確認して問題なければ、そのタクシーが

現れるのを待つというシステムだ。このシステムが便利なのは、急いでいる時やタクシ

ーが少ない時などに、料金とは別にチップを上乗せする交渉がアプリ上でできることだ。

また、当初は、このタクシーアプリは、電子決済アプリとの連動で急速拡大した。後述

するが、現在中国では、アリババの「アリペイ」とテンセントの「We Chat ペイ」と

いう電子決済の 2 大勢力が激しい争いを繰り広げている。この二つのタクシーアプリ

は、この電子決済における勢力争いの代理戦争の様相を呈した。アプリを利用してタク

シーに乗車し、電子決済アプリを通じて代金を支払ったら、運転手と利用者にキャッシ

ュバックするというサービスを行ったのだ。競争は過熱し、その結果、このタクシーア

プリは瞬く間に上海市民のスマホに常駐するようになった。 

こうして、あっという間にタクシーはタクシーアプリを通じて呼ぶものという利用方

法が浸透したのだが、完全に浸透してくると、今度は別の問題を生んだ。このアプリで

は行き先を入力して情報発信をするため、運転手はお客を選べるようになったのだ。タ

クシー運転手としては、なるべく長距離で稼ぎがいいお客を乗せたい。特に、道路が混

雑しタクシーがつかまりにくいような時間帯は、完全に売り手市場である。しかし、そ

の時間は利用者も最も多い時間帯である。結果的に、チップをいくら上乗せしても応答

してくれるタクシー運転者がいない、という状況を招いた。効率的にタクシーが利用で

きるようになった結果、利用希望者に対してタクシーの台数が足りていないことが露呈

したのだ。そこで現れたのは、日本でも有名になった「Uber（ユーバー）」などのアプ

リである。これは、ご存知の方も多いと思うが、運転手はタクシー運転手ではない。自

家用車など、正規のタクシーではない自動車を利用して、正規のタクシー運転手ではな

い運転手がタクシー業を行うものだ。カーナビ技術の発展がそれを可能にした。「Uber」

が中国に上陸した頃、「専車」と呼ばれる類似のサービスを提供するアプリが続々開始

された。タクシーアプリとしての利用方法はほとんど変わらないが、やってくる車は高

級車であったり、ワゴンタイプであったりと選ぶことができる。これがまた一世風靡し

た。正規のタクシー運転手をやるよりも稼ぎがいいからと、こうした新規アプリの運転

手に鞍替えする運転手も出てきた。これは、見方によっては「白タク」である。当然中

国でも、その是非について議論があった。最終的に規制もかけられ「Uber」は撤退す

るが、「専車」と呼ばれる正規タクシー以外の自動車配車サービスは残り、新たな市場

を形成した。 

 



こうしてタクシー問題は緩和されるかと思われたが、配車アプリが引き起こした根本

的な不便さは残った。それは近距離での利用である。例えば、訪問先の最寄りの地下鉄

駅から降りて、訪問先まで徒歩で 15 分というような場合、こんな近距離ではタクシー

アプリでは全く相手にしてもらえないのだ。もちろん、15 分くらいは歩けばいいので

あるが、急いでいる時など需要もある。そうしたラストワンマイルの不便さを解消する

ために、更に新たなサービスが登場した。「モバイク（摩托单车）」というレンタサイク

ルのサービスである。これももちろんアプリでのサービスだ。 

 

     

 

 通常レンタサイクルは、サイクルステーションを設置することから始める。利用者は

サイクルステーションに行って自転車を借り、別のサイクルステーションまで行って返

却する。これが基本のビジネススタイルであったはずだ。上海にもこのようなレンタサ

イクルは以前から存在していた。しかし、利用者は非常に少なかった。ところがこの「モ

バイク」は、サイクルステーションを作らずに、一台一台の自転車に GPS を設置し、

放置したのだ。利用者は、アプリを使って自分の所在地近くの自転車の場所が確認でき

る。それぞれの自転車には QR コードがついており、それをスキャンすると鍵が自動的

に開き、利用が開始となる。その後、行きたいところまで移動し、駐輪し、施錠したら

利用完了である。つまり、乗り捨て OK としたのだ。どこに乗り捨てようと、次の利用

者が GPS で探し出して利用してくれるから、モバイク側は特に 1 台 1 台を管理する

必要がない。しかも、利用料金は、30 分 1 元（16 円）と格安。料金はアプリ内にチ



ャージしていたお金からネットを通じて決済を行う。 

 

   

 

そして、このサービスに火が付いた。あっという間に利用者が広がり、モバイクには

大手企業から多額の投資が行われた。投入された自転車も日に日に増え、今や街中モバ

イクだらけである。更に、数カ月もしたら、類似サービスを提供する会社も複数出てき

た。現在は、数社が入り乱れての激しい競争を繰り広げている。下の画像であれば、オ

レンジ色の自転車がモバイクで、黄色と水色の自転車がそれぞれ別の会社が提供するレ

ンタサイクルである。 

 

  

 



 さて、今紹介したような交通事情をめぐるサービス業の争いの話は、全てこの 3 年

間で起こったことである。3 年前に私が上海に赴任した頃にタクシーアプリの競争が始

まり、2 年目の時に「Uber」が流行り出した。3 年目の夏頃に「モバイク」が出てき

て話題になり、冬を迎えるころにはライバル社が出現していた。とにかくスピードが速

い。今は路上放置されたレンタサイクルの数が多くなり社会問題になっている。これも

一年後には全く新しいものが席巻している可能性がある。しかし、一つ言えるのは、タ

クシーをつかまえるのに路上で 30 分も待たされていた頃に比べると、格段に便利な社

会になったということだ。このように社会の不便な所にサービス業が入り込み、上海の

サービス業は日進月歩で進化を続けている。 

 

 

（４）電子決済に見るサービス業 

 

 便利になったことと言えば、もう一つ、先ほども少し触れた「電子決済」についても

紹介しておこう。先ほど名前を挙げたアリババの「アリペイ」とテンセントの「We Chat

ペイ」である。 

 

 アリババは「タオバオ（淘宝）」という通販サイトを運営することで大きく成長した

会社だ。「タオバオ」は C2C の通販サイトで、その後に B2C の「T モール（天猫）」

という通販サイトも始めている。アリババも、創始者のジャック・マーもタオバオも T

モールも、日本でもかなり有名になったのでもはや説明はいらないだろう。中国最大の

通販サイトで、2016 年の「双 11（独身の日）」」キャンペーンでは、一日で約 2 兆

円も売り上げた超巨大企業である。アリババが、この通販サイトを始めるのにあたり、

新しく築いたのが「アリペイ（支付宝）」という電子決済システムである。 

 当初、中国では通販サイトは上手くいかないだろうと言われていた。物流網も未発達

であり、未達や破損なども多かった。それに、最大の問題は「信用」の問題である。ア

リババが立ち上げた「タオバオ」は、C2C であり、知らない人同士が物を売り買いす

るのに利用するプラットフォームである。基本的に中国人は、知らない中国人をあまり

信用しない。購入者からしたら、偽物ではないか、商品が届かないのではないか、とい

った騙されるリスクがつきまとう。お金を先に払って騙されたことに気づいたら手遅れ

だ。また、販売者からしたら、商品を発送したのにお金を支払わない客のリスクがある。

先に商品を送るのか、先にお金を支払うのか、不毛な駆け引きが発生する。「アリペイ」

は、そこを仲介した。購入者からの発注があったら、「アリペイ」が一旦商品代金を預

かる。販売者は注文を受けた商品を発送する。ちゃんと商品が購入者のもとに届いたら、

「アリペイ」は販売者に、購入者から預かった代金を支払う。何か問題があれば購入者

へ返金である。また、サイト上では、取引に対しての評価や口コミ機能を加え、信頼で



きる取引相手かどうかの信頼度を可視化した。これにより、通販サイトにおける支払い

の問題は解決し、通販サイトは爆発的な成長を遂げることになる。 

 

     

 

 そして、「タオバオ」と「T モール」を通じて会員を増やした「アリペイ」が次にと

った戦略が、この電子決済システムを独立させて、自社サイトだけではなく、生活のあ

らゆるシーンで「アリペイ」を使った決済が行える環境を整えることであった。現在、

アリペイのアプリでは、公共料金の支払い、電話料金の支払い、交通カードのチャージ、

アプリの購入、ホテル代金の支払い、航空チケット代金の支払い等々…、とにかく、あ

りとあらゆるものの支払いができるようになった。余剰

資金の運用までアプリ上で行える。さらに街中に出ても、

コンビニ、スーパー、自動販売機まで、アリペイでの支

払いが可能となった。上海で暮らす実感としては、「便

利」の一言に尽きる。財布を持ち歩く必要がなくなって

しまった。現金で支払っていると、お釣りの受け渡しな

どに面倒臭さを感じるくらいである。 

   

こうしたアリペイの動きに呼応して、電子決済のビジ

ネスに殴り込みをかけてきたのが、テンセントがおこな

っている SNS サービス「We Chat（微信）」である。 

ご存知の方も多いかもしれないが、中国では、インタ

ーネットの利用に制限がかけられている。日本で普通に

利用できる Google が使えない。YouTube も使えない。



Line も使えない。Facebook も使えない。Twitter も使えない。その他諸々使えない。

「不便か？」と聞かれたら、外国から来た身としたら非常に不便だ。しかしそれはあく

まで外国人としての不便である。普通の中国人にしてみたら、そんなに不便さを感じて

いないだろう。なぜなら、代替するサービスが全て出揃っているからだ。Google に代

わる検索サイトとして「百度」というサイトがある。YouTube に代わる動画サイトと

して「优酷」などの動画サイトがある。そして、各種 SNS の代わりにあるのが、「We 

Chat（微信）」である。これは、要するに「ガラパゴス化」である。政府によって管理

されたネットの海の孤島で、中国だけが独自の進化を遂げつつある。しかし、このガラ

パゴスは、決して侮ることはできない。何しろ島民は世界一の人口を持っているのだ。

例えば、「We Chat」は、中国人の携帯には必ず入っている必須 SNS アプリとなった。

高齢者を除くと、中国人でこのアプリを利用していない人にお目にかかったことがない。

利用者は 6 億人を超えた。これだけで、Facebook に次ぐ会員規模である。あっとい

う間に世界レベルの企業に成長した。利用者が多いということは、利益が大きい。利益

が大きいということは、開発費や販促費などの拡大に向けた投資額が大きくなる。しか

も、基本的にそれは中国国内だけで完結できる。「情報統制」の裏側には、こうした国

内 IT 産業の育成という面もあると思う。そのくらい、中国のネットサービスは、政府

の情報統制による恩恵を受けている。もしこれがなかったら、ほとんどの市場を外国企

業によって奪われてしまっていたことだろう。 

このようにして、中国の SNS は、「We Chat」がほぼ独占する状態となった。メッ

セージの送受信、音声メッセージの送受信、画像・ファイルの送受信、無料電話、無料

テレビ電話、位置情報の送信、タイムラインへの投稿など、必要な機能が揃っており、

正直に言うと、とても使いやすい。中国人は、現在これなしには生きられない程になっ

ている。皆、ひっきりなしに「We Chat」を開いて、メッセージをやり取りしている。

仕事も「We Chat」、プライベートも「We Chat」、情報収集も「We Chat」、情報発

信も「We Chat」である。私も、上海で生活していて、半分中毒のようになっている。

恐らく、ほとんどの中国人が私以上の中毒患者だろう。そして、そんな「We Chat」

が始めた電子決済サービスが、「We Chat ペイ」なのである。 

 

     



「We Chat ペイ」は、We Chat の基本機能に、お財布機能が追加される形で始ま

った。銀行口座に紐づけされたこのお財布には、自由にお金の出し入れができた。ある

一定のお金を We Chat 上のお財布に入れておけば、「アリペイ」同様、各種支払いが

できるようになった。「アリペイ」が普及し電子決済方式に慣れ始めていた人々にとっ

て、この機能が浸透するのは早かった。あっという間に「アリペイ」をキャッチアップ

した。現在の市場シェアは分からないが、少なくとも実生活を送る上では、「アリペイ」

と「We Chat ペイ」のどちらも、大抵の店で利用できる。下の画像は、このレポート

を作成するために来店したカフェのレジで、ついさきほど撮影したものだ。左のマーク

が「アリペイ」、右のマークが「We Chat」が使用可能であることを示している。今や、

このようなマークが上海市内のあちらこちらで目にすることができる。今回、私は「ア

リペイ」で支払った。 

 

 
 

このように、中国において、電子決済サービスは瞬く間に日常生活に溶け込んだ。こ

れも、私が赴任して 3 年間の間に起こったことである。しかし、中国人としての真骨

頂は、むしろここからである。「We Chat ペイ」は、更に新たなビジネス形態を生んだ。

「We Chat（微信）」を利用したビジネスで、「微商」と呼ばれている。 

「We Chat ペイ」と「アリペイ」は、日常生活で使われる電子決済としての機能は

ほとんど同じだが、その背景が異なっている。元々知らない者同士が取引をするために

始まった「アリペイ」に対して、元々SNS でつながった知り合い同士でお金がやり取

りできるようになったのが「We Chat ペイ」である。これは、些細なことのようで、

本質が大きく異なる。日常生活において、友人同士でお金をやり取りするシーンがある。

例えば、食事に行って割り勘の支払いだったとする。誰かがまとめて支払った。それぞ



れの負担分を集金しなければならない。こんなシーンでは「We Chat ペイ」が大活躍

する。「We Chat」でつながっておけば、これを通してすぐにお金の回収ができる。友

人が立て替えて何かを購入してくれた。この場合、友人への代金の支払いも「We Chat

ペイ」である。春節（旧正月）時期に、中国でもお年玉をあげる習慣がある。このお年

玉も、今や「We Chat ペイ」だ。「We Chat ペイ」の最大の特徴がここにある。「We 

Chat ペイ」の出現により新たに生活に加わったサービスは、この「友人同士のお金の

やり取りが可能になった」ことだと言っていいだろう。 

そうなると、その新たに加わった機能を活用してビジネスを始める人が出てくる。知

り合いを対象にした C2C ビジネス「微商」である。元々「アリペイ」が必要とされた

のは、中国人は知らない人を信用しないからである。裏返せば、知っている人は信用す

る。「微商」をやる人は、自分の We Chat に登録された数百人～数千人の知り合いを

対象にビジネスをする。やり方はとても簡単である。タイムラインに自分が販売したい

商品を記事として画像付きで投稿するだけである。信用できる友人がアップした情報を

見て、商品に興味がある人は、We Chat を通してメッセージを送り、価格を確認した

り、詳しい商品説明を質問したりする。商談が成立したら、商品を発送して、We Chat

でお金を受け取るだけである。商品に問題があれば、購入者は We Chat を通じてすぐ

にクレームをいれることができる。返金も簡単だ。We Chat 版「ネットワークビジネ

ス」である。 

こうした「微商」をお小遣い稼ぎに始める人が増えた。更に、こうしたビジネスに手

を染める人たちに商品を供給する業者も現れた。ブランド工場の横流し品や B 級品な

どが、こうしたネットワークを通じて、安い価格で卸されている。もはや「B to C to C」

の様相も呈している。海外にいる中国人も一緒だ。気に入った商品を画像に撮ってタイ

ムラインにアップする。友人の誰かが希望したら、手数料を含めてお金を受け取り、代

わりに買いに行く。それを国際郵便で郵送すれば完了だ。もちろん、通関を通さないの

で、途中で発見されて税金の支払いを請求されるリスクはある。とはいえ、もはや海外

送金などの面倒なやり取りは必要ないだ。海を越えての個人間ビジネスを遮るものはな

くなったと言っても過言ではない。 

こうした個人間でのビジネスは、追いかけるのが非常に難しい。営業許可などの資格

はあるはずもなく、恐らく税金申告もしていないだろう。友人に頼まれて買い物しただ

けなのか、実際の売買なのかも判別しにくい。したがって、私は、こうした微商による

取引はかなりの量にのぼっているのではないかと思っている。「爆買い」と呼ばれたブ

ームの際にも、こうした微商の商材にするために買い付けられていた日本商品もかなり

あっただろう。なぜなら、こうしたビジネスは中国人の気性に非常にマッチしている。

間に入る流通業者もなく、良い商品を安く提供できることで、売り手も買い手も

Win-Win である。どちらも、「友人のため」と思いながら「微商」に関わっているはず

だ。この辺がとても中国っぽい。歯ぎしりするのは、実態を追えず、税金を取り損ねる



政府のみなのである。 

 

このように、電子決済をめぐる中国の変化も、やはり目まぐるしい。最近は、日本の

コンビニなどでも「アリペイ」が使えるようになったし、インバウンド対策で「We Chat

ペイ」を導入する店舗も増えてきた。もちろん「アップルペイ」も始まっている。本来、

消費税のおかげで 1 円単位での取引が多い日本の方が電子決済のニーズは高そうに思

うが、日常生活での普及レベルは天と地ほどの開きがある。変化のスピードが圧倒的に

違うのだ。「微商」を始めとした電子決済による新たなビジネスは、中国で更に進化を

続けるだろう。電子決済が普及した後の社会の様子を視察するため、日本の訪問団が中

国に視察にやって来る日も近いかもしれない。でも、敢えて断言しておくが、インバウ

ンド対策で日本中の小売店舗に「アリペイ」や「We Chat ペイ」が浸透した後、仮に

彼らが日本人向けに日本円のサービスを始めるようになったとしたら…、恐らく日本市

場においても便利さで彼らに敵う日本企業は既にどこにも存在しないだろう。 

 

 

（５）上海を知るという意味 

 

このように、上海では現在、非常に速いスピードで様々なサービスが変化している。

銀行、レストラン情報、出前の注文、不動産情報、バスの時刻案内、航空券手配、鉄道

手配、ホテルの予約、映画やイベントのチケットの購入等々、便利なサービスを挙げた

ら枚挙にいとまがない。そして、そのほとんどが携帯電話の中での出来事である。中国

では、携帯電話が一台あれば、どこにも行かずに何でもできる。 

このような上海の動きを追いかけることは、全中国の今後の動きを予測する上で参考

になる。こうしたサービスは、上海や北京などの大都市で始まり、地方に普及していく

パターンが多いからだ。上海人の側もそれは自覚しており、新しいもの、話題のものに

対するアンテナの感度が高い。上海に住んでいる人を見ていたら、情報が早いことに驚

かされる。だから、上海を定点観測することで、中国での最新の動きをある程度キャッ

チアップできるだろう。しかし、同時にそれは上海人の冷めやすさの裏返しでもある。

最新の話題の店に並ぶのは苦にならないが、半年も経てば、すぐに次の話題に移ってい

る。無数の企業が、ここで新しいこと、面白いことやってやろうとしのぎを削っている

のだ。新たな話題には事欠かない。そして、それは世界の有名ブランドも同じ条件だ。

膨大な費用をかけたような大掛かりな広告とイベントが上海で頻繁に行われている。言

うなれば、ここはワールドカップ。参戦するには、自身の覚悟と戦略が問われるだろう。

コンサルなど、他人に任せておけば自動的に成功するような世界ではない、というのは

肝に銘じておく必要がある。 

 



また、飛び交う情報が世界各国のものに及んでいるのも驚く点の一つだ。上海は、中

国中の優秀な人材が集まる拠点でもある。優秀な人材の中には、外国語が堪能な人も含

まれる。世界各国で留学してきたような人たちである。彼らは、留学先で得た情報と語

学力を駆使して上海でのビジネスに臨む。日本留学経験者なら、日本で築いた日本人や

在日中国人との人脈も武器の一つだ。彼らは、例えば「We Chat」などでグループチ

ャットを作り、世界中の中国人と情報を交換し合う。「〇〇の商品を売っている所を知

らないか？」「東京の〇〇の不動産が売りに出されているが興味がないか？」「羽田空港

から横浜まで車を借り上げたらいくらか？」等々、話題は多岐に及ぶ。また、上海には

世界各国から企業が進出しているので、そうした企業の方々から聞き出した情報も、こ

うしたネットワークで駆け巡る。 

なお、中国は情報統制されているので中国人は世界のことを全く分かっていないので

はないか、と考えている日本の方がいるが、私の感覚だと、少なくとも上海では全くそ

んなことはない。むしろ逆である。情報統制されているというのは、中国のメディアが

政府の舌として、国内の都合の悪い話や政府批判となるような論調の話は流さないこと

から来ている。主に政治にかかわる問題に多い。しかし、視聴者の側も、メディアとは

そんなものだと割り切っているので、頭から報道内容を信用しているわけでもない。言

葉半分に聞いている。その代わり、頼りにするのは、自分の知人友人などのネットワー

クから得られた情報である。プロモーション戦略において、中国は「口コミ」が有効だ

と言われる所以がここにある。その結果、世界中に散らばった中国人ネットワークを莫

大な量の情報が日々行き交い、結果的に、上海などの大都市に蓄えられていくのである。

ただ、このように書くと、海外にいる中国人がスパイ行為をしているような印象を受け

る方もいるかもしれないので、彼らの名誉のために断っておくが、普通の人々の間で飛

び交っているのは軍事機密や企業機密に関わるような話ではない。何かビジネスの種に

なるようなことはないか、互いに支え合い、目にしたこと、聞いたこと、面白いと感じ

たことなどの情報を交換し合っているだけなのである。もちろん、普通でない人が存在

するのかどうか、また、そんな人がどんな情報を流しているのかなど、普通の人である

私には全く知る余地もない。 

 

また、このように世界中の情報が駆け巡っているということは、消費者としての上海

人も賢くなってきているということである。「中国の富裕層はモノの価値が分からない

のにお金を湯水のように使う」などという発想は大いなる勘違いなので、くれぐれも気

をつけた方がいい。当たり前だが「お金の使い方が上手な人がお金持ちになる」のだ。

特に、投資で財を成したような人は、モノの価値の見極めが上手なことが成功の最大の

鍵なのである。富裕層が消費をする際、確かに彼らの支出に金額の上限はないかもしれ

ない。しかし「価格に見合った価値かどうか」という計算は常にしている。中国では、

偽物商品も出回り、詐欺も多い。売り手が価値以上の金額をふっかけてくることもある。



恐らく中国人でも一度や二度は、こうしたことで痛い目にあったことがあるだろう。モ

ノの価値を見抜く目を持つことは、この社会で生きていくうえで重要な才覚の一つなの

だ。 

このように、目が肥えてきた消費者を相手にビジネスを成功させるためのキーワード

として、少し前から中国では「性価比（コストパフォーマンス）」という言葉がしきり

に使われるようになった。今や上海で商売を成功させるための重要なポイントとなって

いる。これは、「価格に対して価値が高い」と言い換えてもいいだろう。「安売りが好き

だ」というような単純な話ではない。いくら高額な商品でも、その価格に対して価値が

上回っていると思えば、迷わず購入する。例えば、2015 年に日本を襲った「爆買い」

だ。当時、日本は円安で、1 元＝20 円というレートになっていた。中国人観光客から

すると、日本の物は何を見ても割引セールが行われているようなものである。「Made in 

Japan」ブランドは浸透しているので、価値に対する信頼は高い。高い価値に対して、

価格が急激に下がった。「性価比」の当然の結果として、商品のまとめ買い、いわゆる

「爆買い」が発生したのだ。「爆買い」は、理性的な中国人の、理性的な計算に基づく、

理性的な消費行動の結果だった、と私は思っている。「上海レポート その３」でも述

べるが、日本で、もしくは中国で、中国人のこうした理性的な消費行動を引き起こすこ

とを考えるなら、「如何にして価格を下げるか」、もしくは「如何にして価値を高めるか」

の二つしか方法はない。なんのことはない、デフレ下の日本企業がひたすら追求してき

たことである。ただ、重点はあくまで後者にある。そして、その価値も、あくまで「中

国人にとって」の価値を高める必要がある。それは単に性能が良いということではなく、

「買い手である中国人にどのような価値をもたらすのか」という意味での価値である。

同時に、そうした日本人の考える価値を、どのようなストーリーで中国人に伝えるか、

という努力も必要である。中国人目線での情報発信がなければ、ただの押し付けにしか

過ぎない。 

このように、上海での動きを知ることは、中国におけるサービス業の最前線として、

中国人消費者に向けた新たな価値の提供の方法を理解することにつながる。そしてそれ

は、例え中国人観光客に向けたインバウンド戦略を日本で狙っているのだとしても、非

常に重要なことだと思う。 

 

  

 

 

 

 

 

 



３．中国を理解するために 

 

（１）中国の広さと多様さ 

 

 「巨大な中国市場」という言葉は、もう聞き飽きたという人は多いだろう。中国の人

口は約 14 億人。「14 億人の巨大市場」の可能性については、何度も何度も語られて

きた。この「14 億人の巨大市場」という言葉。読んで日本語の意味が理解できない日

本人はいないだろう。しかし、私は、本当の意味で 14 億人が暮らす社会が果たしてど

のような社会なのか理解できている日本人はほとんどいないのではないかと思ってい

る。14 億人が暮らす社会というのは、「日本より規模が 14 倍である」という単純な

話ではない。 

国土の中は様々な気候帯に分かれている。国土を覆う土壌の性質も異なる。気候と土

が異なれば、栽培できる作物が異なる。作物が異なれば、食文化は多様化する。当然、

生活習慣や文化も多様化する。それに応じて方言も変化する。方言で話すと中国人同士

でも全く聞き取れない。身体つきも地域ごとに特徴が出てくる。性格も地域ごとの特徴

が出てくる。当然、好みや嗜好にも反映される。更に、出自が全く異なる少数民族が暮

らす地域がある。イスラム教徒が暮らす地域がある。仏教徒が暮らす地域がある。イス

ラム教徒と仏教徒と少数民族が共に暮らす地域がある。こうした多種多様な人々が暮ら

す広いエリアに、「中国」という国名をかぶせているのだ。今や、各地域の人々は自由

に移動し、交わり、明確な線引きができない程に混在している。それが「中国」である。 

 したがって、前章で「上海」の紹介をしたが、本当に「巨大な中国市場」と向き合う

のなら、この中国の広さと深さを、実感として理解しておくことが必要である。この点、

例えば日本の場合だと、日本市場を知りたいなら「東京」をリサーチすれば問題ないだ

ろう。日本においては、もはや北海道でも九州でも東京発の情報を受け取り、似たよう

な価値観の中、均一化された市場を形成している。これをそのまま中国にあてはめ、「上

海」を理解することで、中国全体を理解した気持ちになるのははなはだ危険である。「上

海を知っている」ということは、14 億人が暮らす中国の内、最先端の 2,500 万人に

ついては理解した、という程度に捉えておいた方がいいと思う。 

 

 本来なら、ここで中国各省の説明を始めるべきである。しかし、中国の全ての地域の

説明を始めると、さすがに冗長になってしまうので、画像で一部の地域のみを紹介する。

私は、中国を深く理解するため、全ての省を実際に見てみることから始めたいと思って

いた。出張で行く大都市以外には、連休、長期休暇などの機会を利用し、寸暇を惜しん

で中国全土を旅した。下の画像は、その時撮影したものである。代表的な景色を切り取

ったというわけではないが、雰囲気だけでも伝われば幸いである。 



北京市 拡大を続ける中国の首都。全てのスケールが大きい巨大都市 

   

 

天津市 発展著しい租借地の面影を残す直轄市 

  

 

吉林省長春市  吉林省の省都。旧満州国の首都 

   

 



福建省アモイ市  台湾の対岸にある経済都市。コロンス島観光が有名 

   

 

 

山西省平遥市  明代の城壁が完全な姿で残る世界遺産都市 

   

 

 

黒竜江省ハルビン市  黒竜江省の省都。ロシア風の街並みが残る 

   

 

 



陝西省西安市  陝西省の省都。かつての長安。城壁が残る古都 

   

 

 

マカオ特別行政区  1999 年に中国に返還された元ポルトガル植民地 

   

 

遼寧省大連市  日本とのかかわりも深く、日系企業の進出も多い都市 

   



内モンゴル自治区満州里市  ロシアと国境を接する都市 

   

 

 

四川省成都市  四川省の省都。無印良品の世界旗艦店もある 

   

 

 

陝西省宝鶏市  三国志で有名な「五丈原の戦い」付近の都市 

    

 



重慶市  高い成長率を誇る内陸の直轄市 

   

 

 

福建省永定  客家が独自の文化を築いてきた土楼が残るエリア 

   

 

 

河北省邯鄲市  戦国時代に趙国の首都がおかれた街 

   

 

 



青海省西寧市  青海省の省都。回族、チベット族、漢族が暮らすモザイク都市 

   

 

 

山東省青島市  山東省の経済中心都市。青島ビールやハイアールで有名 

   

 

 

浙江省諸葛村  諸葛孔明の子孫が暮らす村 

   

 



湖北省武漢市  湖北省の省都。近年日系企業の進出が相次いでいる 

   

 

 

江蘇省蘇州市  経済開発区の発展が著しく日本企業も多く進出している 

   

 

 

貴州省鎮遠市  貴州の少数民族が暮らす古城 

   

 



江西省南昌市  江西省の省都。中国共産党が起こした「南昌蜂起」の地 

   

 

江蘇省南京市  江蘇省の省都。古い街並みと近代的街並みが調和した都市 

   

 

 

新疆ウイグル自治区カシュガル  ウイグル族が暮らす西の国境の街 

   



 中国の規模感を感じていただけただろうか？これが、「14 億人の巨大市場」のほん

の一部分である。ロシア人が暮らす街があり、草原で暮らす民がおり、ポルトガル人が

作った街があり、独自の文化を築き上げた集落があり、中華文明を体現したような都市

がある。どこに行っても人だらけ。これが「14 億人の巨大市場」である。 

 このように、「中国」には多様な人々が暮らし、生活も文化も考え方も様々である。

この認識は、「中国市場」なるものを考え、「中国人」をターゲットとした戦略を練ると

いう上で、是非とも大前提として知っていただきたい認識である。「中国人」という言

葉にステレオタイプのイメージを持ち込んで標準化することは、非常に乱暴な言い方を

すれば、ヨーロッパの各国に住む人々を、全て「ヨーロッパ人」として標準化しようと

している行為に近い。「知り合いの中国人から聞いた話」「テレビで言っていた中国人の

話」「本で読んだ中国人の話」など、無防備に全てを「中国人」というカテゴリーだけ

で捉えていると、話の振れ幅が大きすぎて、聞けば聞くほど中国が分からなくなってい

ってしまう。それは、あたかもイギリス人が語る話やイタリアで起こった話を「知り合

いのヨーロッパ人から聞いた話」「テレビで言っていたヨーロッパ人の話」というカテ

ゴリーで標準化して理解しようとしている行為に近い。「中国」や「中国人」という言

葉の裏に、多様な文化の広がりについて認識を持てているかどうか。この差は、ほんの

一歩の差ではあるが、とても大きな差だと思う。そして、当然であるが、中国人自身は、

そうした認識を持っている。 

  

 そして、こうした多様性はビジネスの世界にも及ぶ。各地域のビジネスは、基本的に

地域に合ったビジネスを構築しており、それぞれ独立していると考えた方がいい。例え

ば流通の世界を見てみると、地域の商店は、当然地域の消費者のニーズに合ったものを

提供する。そのための問屋があり、物流センターがあり、物流業者がある。多店舗展開

するとしても、同じアイテムを大量に仕入れて各店舗に配分する方が効率がよい。そう

なると、同じアイテムで需要が満たされるエリア内に集中的に店舗展開する方がよい。

どの都市も多くの人口を抱えており、一定規模の市場はある。こうして、地域内での縄

張りができ、離合集散をおこなっていくことになる。当然、地域ごとに力関係も商習慣

もそれぞれ異なる。したがって、例えば上海で売れ行きが伸びてきた商品を他地域に持

って行ったとする。その際、根拠もなく「上海で人気なので、こちらの地域でも売れる」

などと商談していては、地域の業者の反発をくらうことになってしまいかねない。広く

多様な文化を有する国では、単純に横展開していくのも一苦労なのである。 

また、中国では地域によって、収入にかなりの格差がある。同じ商品を同じ価格で売

っても、それを「高い」と感じる地域と、「安い」と感じる地域が存在する。少し高め

の嗜好品として PR するのか、少し安めの大衆向けの商品として PR するのか、それだ

けでブランド戦略に大きな差が生まれる。衣料品なら、1 年間のほとんどが冬の地域と、

1 年間のほとんどが夏の地域に、同時に新商品を売り出すためには、夏用から冬用まで



アイテムを用意する必要がある。食料品ならなおさらだ。豚肉を食べない宗教の人がい

る。牛肉を食べない宗教の人がいる。辛い物が好きな地域がある。辛いものが苦手な地

域がある。食に対する好みは文化の数だけ異なる。つまり、ブランド戦略から商品開発、

販売価格に至るまで全国統一でぼんやりと行って済むようなものではないのである。 

また、広告についても考えてみる。商品広告を考えた際に、伝統的なマスメディアの

手法でいけば、まずはテレビ広告が挙げられる。中国の場合、中央電視台というテレビ

局が全国放送を担っている。このチャンネルは、全国各地で同じものが見ることができ

る。しかし、この中央電視台のチャンネルだけで、ニュースやスポーツなど 10 数チャ

ンネルがある。また、通常、各省には、それぞれテレビ局がある。その地域のテレビ局

だけで、やはり 10 数チャンネルある。更に、その各省のテレビ局は、全国に向けて衛

星放送を発信している。受け取る側からすれば、省や自治区の数だけチャンネルがある。

その他のチャンネルも加えると、通常、中国のテレビは 60 チャンネル以上の番組で構

成されている。こうなってくると、スポンサーとなって相当な人気番組を生み出さない

限り、広告効果はあがりにくいのが常なのだ。 

これは、雑誌や新聞なども同様である。雑誌や新聞には、全国で発信しているものと、

地域限定のものがある。全国向けのものは中央政府の動きなど、大きな話が多い。地域

限定のものは、生活に密着した情報を提供してくれる。新聞や雑誌も、好みでこの両者

を選ぶことになる。全国版の雑誌に広告を出せば、全国には行き渡るが、一地域当たり

の読者数は少ない。地域限定の雑誌に広告を出せば、地域限定で読者数は多いかもしれ

ないが、地域の枠を飛び出して知名度を上げることはできない。また、新聞にしても、

各家庭では、新聞を定期購読しているような習慣はない。折り込みチラシのような文化

もない。新聞の中や雑誌の中の広告スペースを使って広告を出したとしても、それだけ

で画期的な効果を出すのは難しいのである。 

このように、一口に中国でビジネスを行うと言っても、ターゲットとする地域、ター

ゲットとする購買層をしっかりイメージして戦略を練らないと、地図もなく大海原に漕

ぎ出してしまったような状態になってしまう。これでは漂うばかりで結局どこにもたど

り着かない。これが、14 億人市場の恐ろしさである。 

 

ただ、現在では、伝統的に分断されていた中国の地域を覆う画期的なプラットフォー

ムが存在する。「インターネット」である。 

あくまで私の感覚であるが、日本の通信端末は、固定電話の普及→ポケベルの普及→

PHS の普及→携帯電話の普及という流れで発展してきたように思う。そのため、イン

ターネットが始まった時に、日本人は、最初に家庭にそれぞれつながっていた固定電話

の回線を利用してインターネットを始めるところからスタートした。各家庭ではパソコ

ンを購入してくればネットに接続できる環境が整っていた。データ通信やインターネッ

ト環境の向上により、インターネットは瞬く間に各家庭に入り込んだ。今やインターネ



ットの主戦場は、スマートフォンの中に移ってきている。しかし、スマートフォンを持

たなくてもネットサービス自体は利用できる環境が先に存在したため、スマートフォン

を所持する必要を感じないという人も一定数存在している。つまり、全てがそれぞれの

段階を経て進化していく中で、次の段階に進むことを躊躇する人が常に存在しているの

が日本の状況である。 

 それに対して、中国の状況はどうだったのであろうか？私が 1997 年に初めて中国

を訪れた時、固定電話は各家庭には普及していなかった。大学には電話局が置かれ、学

生は電話をするために行列を作って電話をかけにきていた。街中の商店には、電話機が

置かれ、時間制で料金を支払っていた。学生が実家に電話をかけたくても、家に電話が

ないため、近所の知り合いで電話機を持っている家に電話して、呼び出してもらうよう

なこともしていた。遠く離れた人同士が連絡を取り合うのは、そんなに簡単な事ではな

かった。日本では、PHS から携帯電話に移行しようとしている時期である。そんな状

況の中に、携帯電話とインターネットが入ってきた。人々は、固定電話の普及を待たず

して、携帯電話時代に突入した。個人がそれぞれ電話を持つのなら、もはや家庭での固

定電話など必要ない。私が 2003 年に再び中国を訪れた時には、驚くほど世の中に携

帯電話が普及しているのを目にした。社会人だろうと学生だろうと、みんな一人一台携

帯電話を所有して、電話やショートメールを送りあっていた。ゴミあさりをするホーム

レスですら携帯電話で連絡を取り合っていると揶揄される状況だった。わずか 6 年で、

携帯電話は中国の隅々まで普及してしまったのである。 

一方、当時、社会問題になっていたのは、「ネットカフェ」に入り浸る若者だった。

これは日本でも起こったことだが、中国の場合では少し状況が異なる。当時、固定電話

は全ての家庭に普及していたわけではなかった。今のように携帯電話でネットが楽しめ

るわけでもない。若者がネットを使ってゲームなどをしようと思ったら、「ネットカフ

ェ」に行く以外の方法がなかったのだ。それでも、インターネットは徐々に家庭に普及

が進んでいく。しかし、全ての家庭にパソコンが普及する前に、また新たな革新が起こ

った。スマートフォンである。先行して個人レベルで普及していた携帯電話でインター

ネットができるようになったのである。人々は、あっという間に携帯電話をスマートフ

ォンに切り替え、今やネットの主な利用はスマートフォンを通して行うようになった。

中国のニュースサイト中国新聞網が伝えたところによると、中国における 2016 年末

時点でのネット利用者数は、前年同期比 6.2％増の 7 億 3125 万人。ヨーロッパの全

人口に匹敵する数である。ネット普及率は 53.2％で、世界水準、アジア水準より高い。

これも、地域差があるため、上海などの地域なら更に高い割合だろう。このうち、モバ

イル端末経由の利用者数は、前年同期比 12.2％増の 6 億 9500 万人となっている。

ほとんどの人がモバイル端末を経由してネットを利用していることが分かる。 

 こうしたインターネットの普及は、分断されていた各地域を一つにつなげることに成

功した。思えば、このようなプラットフォームは、中国のような国にこそ必要なもので



あった。例えばネット通販である。上述した通り、各地での流通システムは分かれてい

た。中国では、同じ商品でも店や地域によって価格が異なることが多々ある。また、地

域のニーズに特化した品ぞろえをされると、例えば別の地域で販売しているような商品

を購入しようとする時に、外国製品を買うような大変さがあった。人々の購買欲は、現

実の流通システムの前に制限を受けていたのである。インターネットはそれを打ち破っ

た。どんな地域に住む人でも、共通のプラットフォームで商品を選び、購入し、商品を

受け取れるようになったのだ。これは、中国各地の消費者にとって画期的な出来事であ

った。 

また、このことは販売する側にとっても画期的であった。今までは、一つの地域で成

功しても、他地域に進出する度に、またふりだしに戻って最初から始めなければならな

い苦労があった。全国制覇など、夢のまた夢である。それが、インターネットを通すこ

とで一瞬のうちに全国の消費者をターゲットにすることができるようになったのだ。し

かも、地域ごとのマーケティングやターゲット分析なども必要ない。買いたい人が全国

からネットを通して寄ってきてくれるのだ。こんな便利なシステムはない。こうして、

売り手も買い手もネット通販に群がった。その行きついた先が、第 2 章で述べたよう

に、「双 11（独身の日）」キャンペーンでアリババが 1 日で売り上げた約 2 兆円とい

う規模であり、その成れの果てが、個人間でネットワークビジネスに手を染める「微商」

というビジネスの横行である。 

このように、広い中国という前提で考えた場合、ネットビジネスは、「リアル店舗 vs

ネットショップ」といった単純な対立項では語れない。ネットビジネスが、実態ビジネ

スを代替しているのではない。リアル店舗の展開で全国を網羅することは、中国では一

部の企業にしか実現ができなかったことである、中国全土を股に掛けたビジネス、これ

を可能にしてくれる魔法のツールがネットビジネスなのだ。このような中国ビジネスに

おける方法論のパラダイムシフトが起こったことが、中国の爆発的な成長や第三次産業

の飛躍に大きく寄与しているのである。 

  

 ただ、このように話すと、「ネット」だけで全てが完結し、中国の各地域の違いを考

慮する必要がなくなったように勘違いされてしまってはいけないので、蛇足を承知で補

足しておく。ビジネスにおける「インターネット」は、サービスや商品を提供するため

の手段に過ぎない。どのようなサービスや商品を提供するのか、という部分においては、

中国人の生活の実態を知らなければ絶対に成立しない。また、先に例に挙げた「モバイ

ク」や電子決済においても、サービスの提供は IT を通して行っているが、「モバイク」

では実際に自転車を配置して回る作業が必要になるし、電子決済では実際に各店舗に決

済端末を設置してもらう作業が必要になる。いくらネットを通したサービスと言っても、

ほとんどのサービスは、実態の経済活動と切り離しては実行不可能なのである。そもそ

も、外国人が異国に行ってビジネスを行うのは、このリアルな生活体験の点で大きくビ



ハインドを負っている。私は、ネットという中国全土を股に掛けた出口が存在するから

こそ、ビジネスの核心部分である入口の所で、全国各地の中国人の暮らしを直に知って

おくことは益々重要になっていると考えている。 

 

 

（２）中国人として生きる 

 

 中国の広さと多様さをイメージしてもらえるようになったとしたら、「中国人は中国

人を信用していない」という言葉にも理解を示してもらえるだろうか。もし、この言葉

を聞いて、「中国人の社会というのは、互いに疑心暗鬼でギスギスしているのだろうか」

などと思ったのだとしたら、まだ、中国の広さと多様さが理解できていないことになる。

「中国人」という言葉の意味は広い。中国人自身にとっても、行ったことのない地域、

触れたこともない文化、会ったこともない民族が存在している。個人レベルで中国人の

多様性を網羅することには限界がある。そして、この人の多さである。お金のためなら

人を傷つけることに平気な人がいることも、汚い手を使ってでものし上がろうとする人

がいることも知っている。社会に格差が広がっており、様々な収入レベルの人と教育レ

ベルの人が共存しているのも知っている。中国人が「中国人」と聞いて連想する範囲は、

一般の日本人が「中国人」と聞いて連想する範囲よりはるかに広くて多様性に富む。そ

の上で、「その全てを信用できるのか？」と聞かれれば、「NO」と答えるしかないのだ。 

 このような社会に暮らしていると、日本と比べ、他人を同調化させようとする圧力が

圧倒的に少ない。知らない人は他人である。他人は何をしている人なのか、どんな出自

を持ち、どのような思想を持っているか分からない。分からないのが普通である。だか

ら、分からない他人を自分と同じ価値観で測っても意味がない。したがって、他人の行

為については、放置する。簡単に言えば、「無関心」という方向に動く。電車の中で携

帯電話を片手に大声で話す人がいる。街中で痰を吐く人がいる。飛行機で騒ぎ続ける子

供がいる。基本的には全て放置である。それは、「不快を感じない」という意味ではな

い。多種多様な人々が暮らす社会では、違う価値観を持つ人を許容せざるを得ない現実

があるだけなのである。日本人なら「普通はこうするよねー」と言って押しつけ合って

いる共通する価値観や見えないルールがあるが、中国ではその土台が存在していない。

「中国は人が多いからしょうがない」と諦めているのである。 

だから、中国人は、日本人に比べて「個」が独立しているように思う。他人の目を気

にして暮らすようなことはしない。「自分は自分、他人は他人」なのである。自分の欲

求に比較的素直に生きているように見える。他人には必要以上に干渉しない。しかし、

自分も自分の思うようにふるまう。そして、一旦自分の利害を妨げる障害が現れたら、

人が変わったように自己主張を始める。この時の豹変ぶりとその激しさは、普通の日本

人なら圧倒されるだろう。しかし、私はそこに多少の演技も含まれていると思っている。



時に強い口調を用いて相手を威圧してでも自分の主張をする。ここに「個」として、他

の「個」とぶつかる時の作法がある。 

また、とにかく人口が多い国なので、こうして時に他人を押しのけて自己主張しなけ

れば、永遠に自分の順番も回ってこない。何

をするにしても、人が殺到し、行列である。

順番を守って列に並んでいても、横から入っ

て来る人がいる。窓口にたどり着いても、窓

口の人にそっけない態度で「できない」と言

われる。こうした社会に暮らしていては、時

に「怒る」技術は、大変重要なスキルなのだ。

したがって、中国人の場合は、仮に激高して

いるように見えても、自己主張が終わり、状

況が改善されれば、驚くほどあっという間に

通常のテンションに戻る。後になってまでネ

チネチ言うこともない。 

 

 こうした点は、日本人が中国人と付き合う

上で、是非認識しておいてほしい相違点であ

る。例えば、日本には「以心伝心」という考

え方がある。表情や態度などで自分の考えを

察してほしいと日本人は考える。日本は世界でも珍しい単一民族の国である。厳密に言

えば異なるが、普通の日本人の意識の中ではそう考えているだろう。九州の人が北海道

の人と知り合うとする。互いにいくつかの相違点はあるが、言葉が通じないということ

はないし、食文化が根本的に異なるということもない。同世代なら、共通のテレビ番組

や流行した商品で話が盛り上がるだろう。これが単一民族の単一市場である。誰かと知

り合う時でも、「基本的には同じ日本人」という前提に立って相手を考える。だからこ

そ、「こういう態度を取ったら、こうした意思表示のサイン」といった共通した暗黙の

ルールが成り立つ。つまり、日本人にとっては、他人を認識するのは「共通している」

と思っている所から、相違点を見つけ「引き算」していく行為に近い。したがって、誰

かが突出して「引き算」の割合が大きいと、「あいつは周りに比べて変だ」ということ

になり、時にいじめなどの対象になる。 

 この点、中国人の付き合い方は「足し算」である。基本的には、全く異なる他人とい

う地点からスタートする。そのままだと分かり合えるはずもない。知らない人と「以心

伝心」など成立するはずもない。どんなに相手が嫌な顔をしようと、言葉を荒げてこよ

うとも、主張すべきところは主張しないと伝わるはずがないと考える。しかし、コミュ

ニケーションを重ね、相手のことが分かっていくと、様々な面で「足し算」されていく。



その結果、相手に対する「足し算」の割合が大きいと、「あいつはいい奴だ」というこ

とになり、信用に足る仲間になっていく。もちろんこれは、どちらが優れているという

問題ではない。単に異なる背景を持った社会では、異なる人付き合いの作法があるとい

うだけである。 

 この「暗黙のルール」を探り合う日本人と「自己主張」から始める中国人の分かりや

すい一例として、私自身が体験した話をしよう。私が福岡にいた時、日本人二人と中国

人二人で鹿児島に旅行に行くことになった。当時はまだ九州新幹線がなく、特急列車に

乗って旅することになった。事前に四人分の指定席の切符を買って車両に乗り込んだら、

我々の車両には、普通の 4 人掛けのシートとは別に、コンパートメントの個室のよう

になったシートがあった。当然、そちらの方が良いシートだ。車内はガラガラで、とて

も鹿児島まで人が埋まりそうにない。その内、誰かが、「コンパートメントの方に座っ

てもいいじゃないか？」と言い出した。さて、今、これを読んでいるあなたが日本人な

ら、どう対応するだろうか？ 

私の意見は、「分かった。多分誰も人が乗ってくることはないと思うが、恐らくもう

すぐしたら車掌が切符を確認しに来る。その時に、車掌に席を移動しても構わないか聞

いてみよう」だった。まず、「暗黙のルール」を確認してから行動しようとしたのであ

る。恐らく日本人としては普通の意見だと信じている。しかし、その時一緒にいた中国

人の友人の意見は違った。「車掌が後で来るのだったら、先に席を移動しておこう。も

しダメだったら車掌にそう言われるから、その時に戻ればいいではないか」というもの

であった。まず「自己主張」してみて、主張が通らなかったら取り下げればいい、とい

う考え方である。私はこの時、日本人と中国人の行動原理の相違点を、とてもはっきり

と捉えることができた。だから、試しに中国人の友人の意見を取り入れ、先に席を移動

してみた。その後、ずいぶん経って現れた車掌は席を移動することを許してくれたため、

我々は無事にコンパートメントで快適な旅をすることができた。だが、日本人である自

分は、車掌が来て確認が取れるまで、どこか落ち着かない心持であった。ドンと構えて

いる中国人の友人が頼もしくも見えた。今、中国で暮らしていて、私も中国では「自己

主張」から始めるようになってきた。しかし、「暗黙のルール」の確認が取れない間の

不安感は、未だに染みついて離れない。 

このように日本人と中国人の間には行動原理に基本的な差異があることは理解して

おいた方がいい。これを読んでいる方が、日本で中国人を見かけるようなことがあれば、

彼らに「以心伝心」を試みることはやめた方がいい。どんなに表情や態度で示したつも

りでも、彼らからしてみたら「注意を受けない限り大丈夫な行為だ」という認識しかさ

れない。慣れないかもしれないが、堂々と注意した方が正解だ。彼らはそれで間違いを

認識する。そしてそこに存在するルールを知る。日本人が考えるように、「普通は先に

ルールを確認するだろう」とか「言葉ではっきり言うと不快な気分になるだろうから態

度で伝える」という発想で臨んでいると、摩擦は広がる一方である。 



 さて、日本人と中国人の付き合い方における違いということであれば、もう一点相違

点を挙げておこう。中国人は、基本が「個」であると述べたが、日本人はどうであろう

か？日本人は「集団」である。何らかの集団に所属していないと落ち着かない。昔から

ある「イエ」の発想である。会社で社員が不祥事を起こすと、上司が出てきて謝罪をす

る。これは、「イエ」の典型的な発想であろう。したがって、会社勤めを始めると、多

くの日本人は公私を問わず名刺を持ち歩き、「〇〇に所属している〇〇です」という名

乗りを行う。日中間のビジネスを行う場合でも、多くの日本人は「〇〇会社の〇〇部長

の〇〇です」という言い方をする。会社の大きさ、そこでの役職を強調し、「集団」と

そこにおける自分のポジションを紹介することが自分を伝える手段だと考えるのだ。そ

して、名刺を渡し終わった時点で自分のことが伝わったと勘違いをしてしまう。しかし、

これは中国人にはあまり響かない。もちろん、情報としては名刺に書いてある情報を知

りたがるだろう。その人を理解するための重要な周辺情報である。だが、中国人が本当

に見ているのは、「個」、つまり、「その人はどんな人物なのか」である。役職はそんな

に大した意味を持たない。だから、どんなに大きな中国の会社の社長だろうと、一旦友

人として認識してもらえれば、自分の会社での役職が高いとか低いとかはあまり関係な

い。とても気さくに友人として対応してくれる。逆に、役職が高くても、「個」があま

り見えない人は、つまらない人として、一瞬で忘れ去られる存在となってしまう。その

証拠に、中国人と私的な場面で知り合うと、多くの人が名刺を持ち歩いていない。会社

名も名乗らない。何をしている人なのかも分からない場合がある。でも、一旦仲良くな

ると、「そこまで話しても大丈夫か？」と心配するくらい会社の情報やビジネスの核心

部分までベラベラと喋ってくれる。そして、仲良くなった証として、名刺ではなく、「We 
Chat」の ID を交換し合い、友人認定するのである。現在、日中ビジネスを行うのなら、

「名刺交換」ではなく、「We Chat」の ID 交換が第一歩だと心得ていた方がいい。 
  

 このように、社会の多様性を背景とした「個」を基本とする中国社会のあり様は、「集

団」における共通性を拠り所にする日本人にはなかなか想像しにくい所があるだろう。

では、中国人にとっての「人付き合い」や「集団」というのはどういう認識なのだろう

か。 

冒頭で、「中国人は中国人を信用しない」という話をした。それは、様々な考え方が

社会に存在することを認めたうえで、「その全てを信用するわけではない」ということ

であった。それは、逆に言えば、「考え方を理解している友人」については信用をする

ということにつながる。そして、この多様性に富んだ社会で、信用できる人をできるだ

けたくさん作っていくことが、自分の身を守る最大の安全保障だと考える。したがって、

友人になる垣根は驚くほど低い。一番手軽なのは「友人からの紹介」である。信用でき

る友人が信用できる友人を連れてきた。この時点で、最初の垣根を越えている。だから、

友人から紹介された人とはあっという間に友人になる。先ほども言ったが、そこには会



社名や役職名は関係ない。例えば、何かのテーマに「We Chat」上でグループチャッ

トを作ったとする。「日中貿易ビジネス」とか「日本観光」とか、何でもいい。そこに、

自分の友人を入れ込んでグループを作る。自然と、集まったメンバーが自分の友人もグ

ループに連れてくる。あっという間にグループは大きくなる。知らない者同士もたくさ

ん存在する。しかし、友人が紹介した友人たちということで、こうしたメンバーに対し

ては信頼する前提でお付き合いをするのである。だから、知らない者同士でも情報交換

が成立し、実際に仕事になったりすれば、顔を合わせて、本当の友人になるのである。

このように、友人を辿って友人を増やしていくという方法が中国人の人付き合いにおけ

る基本姿勢である。 

では、友人が多い方が安全保障につながるというのは、どういう考え方であろうか。

中国人と一度でも食事に行ったことである人なら、彼らが「割り勘」を嫌い、おごりお

ごられる関係を持ちたがることを体験したことがあるだろう。中国人にとっての人付き

合いは、「恩」のキャッチボールだと考えた方がいい。例えば、A さんが B さんに食事

をご馳走したとする。この時、「恩」が B さんの側に発生する。B さんは、この「恩」

を A さんに返さなければいけない。もっとも、これは強制ではない。強制ではないが、

ここで「恩」を返そうとしない人なら、そもそも友人に値しないとして切り捨てられる。

B さんは、次に A さんに食事をご馳走して「恩」を返す。もちろんこれでもいいが、「恩」

の返済は同じものでなくても構わない。A さんが何か助けが必要な時、「恩」がある B

さんに頼みやすくなる。仕事上のこと、プライベートのこと、何か困ったこと、手助け

が必要なこと、知りたい情報など、何らかの依頼があった時、B さんは「恩」を返済す

る手段として依頼を受けるのだ。もちろん、食事などたかだが数千円。会社の経費でも

落とせる。そんな「恩」はそんなに大きくないから、依頼内容が受けた「恩」を上回る

場合もあるだろう。そしたら、今度は A さんの側に B さんに対する「恩」が発生する。

今度は、B さんも A さんに頼みごとがしやすくなる。このようにして、持ちつ持たれ

つの関係を築いていくのだ。更に、A さんの依頼を解決するために、B さんは C さん

を A さんに紹介するかもしれない。すると、A さんは B さんと C さんに「恩」を受け、

B さんは C さんに対して「恩」を受けるという関係も発生する。小さな「恩」を起点

にして、「恩」でつながった関係性を築き、「恩」のやり取りをする中で、関係を深め、

人脈を広げ、自分にとって有利な状況を作っていく。これが中国における安全保障であ

る。ここでは、個人同士が「恩」でつながっているので、「会社」や「組織」といった

枠を軽々と超える。「個人間の関係性」と「集団での関係性」があった場合、日本では

「集団での関係性」を重視するが、中国人は「個人間の関係性」を重視する。それが、

先ほどの名刺交換の話につながっている。 

ただ、「恩」などと言うと日本人には身構えてしまうが、実際の所、普段やり取りし

ている「恩」は大した内容ではない。再び私の体験を例に具体的に話そう。昨日の出来

事だ。このレポートの数ページ前の部分を書いている時に、私の「We Chat」に着信



があった。先日、タイの視察ミッションに参加した時に知り合ったタイの銀行に勤める

マレーシア人華僑の李さんである。タイの交流会で知り合い、話が盛り上がって「We 

Chat」を交換していた。李さんの相談内容は、「タイの企業が上海に進出を検討してい

るが自由貿易区に進出するメリットはあるか？」というものだった。これに対して、私

は知っている限りの情報を伝えアドバイスをした。この時点で、私が李さんに対して「恩」

を与えたことになる。話の最後に李さんが贈ってきたメッセージは、「今度、食事をご

馳走します」だった。李さんは、私に「恩」を感じそれを返そうとしたのだ。私は、李

さんの誘いに応じてご馳走を受けてもいいが、タイに関する情報を知りたい時に気軽に

聞ける相手ができた、と考えることもできる。また、仮に李さんが上海まできて食事を

することになったら、恐らく私は、自由貿易区に詳しい友人やタイと中国のビジネスに

詳しい友人を同席させて紹介してあげるかもしれない。すると、私は、「恩」を返して

もらったのと同時に、更なる「恩」を李さんに与えたことになる。ひょっとすると今後

タイに李さんを訪ねていけば、タイで私の仕事に関係しそうな人を李さんは紹介してく

れようとするだろう。小さな「恩」のやり取りが、関係を築き、関係を広げていく。た

またま華僑の李さんの話をしたが、こんなささやかなやり取りで関係性を築いていくの

が中国人ネットワークなのである。 

 

中国人同士の友人関係というのは、このように支え合う中で深くなっていく。例えば、

「爆買い」が取りざたされた際、日本に旅行した中国人が、お土産として「電気炊飯器」

を大量に購入していくような姿があった。以前私が書いたレポート『中国発クルーズ船

旅行体験記』でも、そうした様子を詳しくまとめている。この時、話を聞いた観光客は、

6 個買った炊飯器を「友人に配る」と言っていた。日本人の感覚だと、お土産で炊飯器

は高価すぎる。しかし、普段から「恩」を受けている友人に対して、「恩」の返済の機

会として炊飯器を使ったのだとしたら合点がいく。食事と同様に、贈り物をするという

のは、「恩」のやり取りの中でポピュラーな方法の一つである。したがって、インバウ

ンドで中国人観光客の需要を取り込もうとするなら、この「恩」返しにふさわしい商品

を PR することも有効である。その際の商品は、廉価な大量生産のものではなく、相手

が「恩」返しと認識できるような高価なものが選ばれるはずである。 

 

ぼんやりとでも「中国人として生きる」中国人社会がイメージできるようになってき

ただろうか。中国では、旅行者として知らない人とその場限りのやり取りをしているだ

けでは、なかなか中国人流の付き合い方は生まれない。だが一度仲良くなり、深い友人

となれば、それこそ「そんなことまでしてくれなくても大丈夫ですよ」と言いたくなる

くらい色々とお世話を焼いてくれる。一度「個」と「個」として深く結びついてしまう

と、後は情に深く、熱心に付き合ってくれる。これが中国人の付き合いの心地よい所で

ある。また、そうなってくると話題にもタブーも何もない。例えば、政治の問題など敏



感な問題でも、互いにお酒を飲んで主張し合えばよい。概ね中国人は相手の主張を受け

入れる度量があり、主張し合ったそのことを原因として関係が崩れることはない。少な

くとも私はなかった。胸襟を開いて話をすれば、向こうも胸襟を開いてくれるのだ。も

ちろん全ての中国人がそうだとは限らない。散々言ってきたように、多様な文化が共存

し、様々な考え方が存在している社会である。全ての中国人に当てはまる共通項など、

そもそも存在しているかどうかですら怪しい。ただ、だからこそ逆に自分に合った性格

の中国人も必ず存在すると信じている。「会社の建前」とか「立場上の意見」とか、そ

うした日本的な「集団」としての意見を主張することを一度棚上げして、自分という「個

人」として中国人に向き合ってみてほしい。「暗黙のルール」を押しつけて相手を測る

のではなく、「自己主張」してみて「個」同士のぶつかり合いを楽しんでみてほしい。

相手もきっとあなたを「個」として尊重してくれ、次は「個」の違いを楽しめるように

なってくるはずである。そして、それが中国人を理解する最も近道である。 

最後になるが、私流の中国人との交流の楽しみ方を一つ。私は、今まで中国人と知り

合うと必ず出身地を聞いてきた。まだ中国の地図が頭に完全に入っていない時から、よ

く地名も分からないなりにとりあえず出身地を聞いて、その人の故郷の話を色々と質問

してきた。最初は簡単な質問からでいい。「どんな料理が有名か？」「本当に餃子を食べ

るのか？」「暑いのか？寒いのか？」「パンダはいるのか？」など。自分の知っている「中

国」に関する知識が、彼や彼女の出身地であてはまるのかどうか聞いていくのだ。する

と、ステレオタイプに理解していた中国の話と相違する部分が必ず出てくる。異なった

部分は、異なっていることもあるのだ、という程度で頭に残り続ける。それを繰り返す

うちに、自然と頭に残ることが増えてくる。そうなってくると、次第に、中国の広さと

多様さが立体的に頭の中で感じられ、「中国」というたった二文字の漢字に覆われてい

た多種多様な人々の暮らしが感覚として肌に染み入ってくるようになる。そして、その

違いが楽しめるようになってきた時、「中国」を「中国」としてしか捉えていなかった

頃には見えなかったたくさんのことが、日々流れる中国に関するニュースや情報記事の

中に見えてくるようになってくる。中国を理解するということは、意外とそんな簡単な

ことから始まるのだと思う。 

 

 


