双月刊行有料宅配誌／編集兼発行人・中村公省
2001 年 6 月 10 日 発行

‑

26 宅配料 2 年 12 号 1000 円
‑

の七つの関係をいかに処理していくか︑ そ
して今後一〇〜二〇年の間にどのように発

私は︑七つの関係が上海の未来を決める
鍵となると考えている︒以下では︑上海がこ

〇年の間に上海がどのように変貌してゆく
かを推測することができるだろう︒

だ成熟していないこと︑ これまでに諸制度
を大きく改革した実績から︑ 今後一〇〜二

り︑これが諸制度の改革を加速させる要因
の一つになっている︒ 上海の諸制度がいま

遠く︑基礎段階にあり︑まだまだ変貌を遂げ
そうである︒ 上海では人口が増え続けてお

わゆる中央政府と従属都市という関係で
あったが︑今後上海は︑徐々に対等かつ独立

全体にとってもプラスの方向へ向かうと考
えている︒これまで二つの都市の関係は︑い

〇年でどのように変化するかといえば︑ 私
はその変化は大きく︑ 上海にとっても中国

場への橋頭堡とする基礎がためをするよう
要請された︒北京と上海との関係が今後二

外の資本と技術を採り入れて外国に対する
競争力を急速に強化し︑ 国際経済と国際市

放﹂政策の一環として︑上海は中国内陸部の
開発を促す牽引車として位置づけられ︑ 海

ていた︒
一九八〇 年以降︑ 鄧小平による ﹁改革開

りもリッチになった結果である︒

始めたのは︑上海が独自の政策や実行力を
つけ︑その独自性を増し︑中国の他の省市よ

り︑徐々に独自の戦略を策定してゆくと考
えられる︒上海がこうした独立路線を築き

努力してきた︒しかし︑今後は︑ 自らの発展
について︑上海は自らイニシアティブを取

を決定することに何ら反対せず︑ 自らの政
策を北京の政策と大きく乖離しないように

的な立場へと移行していくだろう︒
過去に上海は︑ 北京が上海に関する政策

展していくかを︑検証してみようと思う︒

︵１︶北京との関係
過去五〇年間︑ とりわけこの二〇年間に
上海にとって最も重要な関係は︑ 北京との
関係だったと言って過言でない ︵ここで北
京とは中央政府と中共中央を指す︶︒

﹁課税﹂してそれらを他省や国家機関に再配
分して消費していた︒上海は︑自らの発展︑

計画経済体制の下では︑ 北京は上海を人
材・資金・生産余剰の供給源として利用し︑

か？ 過去一〇年︑いや二五年の間に︑上海
の社会・政治・経済システムは急激に変化し

特に住居や教育など社会インフラの発展を
犠牲にして︑ 中央政府の政策に忠実に従っ

上海の未来は？ 上海での生活︑ビジネス
は︑ 今後一〇〜二〇年にどのように変わる

︵長江世紀投資顧問公司社長︶

スチーブン・Ｍ・ハーナー

二一世紀の上海︱東洋の真珠
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上海に来る企業と人間をもっと受け入れる
ことになるだろう︒ 上海は他省からやって

第二に︑ 上海はもっとコスモポリタンに
なり︑上海語を話す﹁上海人﹂が減るという

国人という意味合い︑ 現在の香港人の自己
イメージに近いものとなるだろう︒ さらに

北京と上海との関係はすでに変化し始め
ており︑第一〇次五カ年計画︵二〇〇一︱二

流入するのを奨励したり支援したりする措
置をとるであろう︒逆に︑上海企業に対して

外からの移住者が多くなることによって︑
レストラン︑芸術︑その他の文化について︑

ことだ︒
﹁上海人﹂は意味合いを変え︑中国
大陸にルーツをもつ国際色豊かな現代的中

重要項目のひとつとして︑北京市︑深 市に
対抗できるようＩＴ部門を育成していくこ

は内陸省に設備投資や技術移転を奨励する
ことが予想される︒

中国内の他省だけでなく︑ 世界中の国々か
らの影響を大きく蒙ることになるであろう︒

来る人々に対して居住権を賦与することに
なるであろう︒また︑上海は他省から企業が

とが唱われている︒また︑第一〇次五カ年計
画期には︑非公有企業のシェアを二六％か

要するに︑上海は︑上海人が伝統的に抱い
ている他省の人間に対する偏見を取り除く

〇〇五年︶にそれが表明されている︒第一〇
次五カ年計画では︑ 上海における発展の最

ら四〇％へ拡大すると見られ︑ この傾向は
中央政府に従属する国有企業が上海経済に

︵３︶香港と台湾との関係

に及ぶであろう︒政治的な関係は︑都市レベ
ルの協力関係に止まり︑ 国家レベルの案件

要な関係を築くものと思われる︒ 台湾との
関係は︑経済・貿易・文化︑そして政治まで

及び台湾人と﹁特別な関係﹂を発展させ︑中
国内のどの都市との関係よりも親密で︑ 重

係は極めて微妙である︒
今後一〇〜二〇年のうちに︑ 上海は台湾

わってゆくかは︑ 上海の未来を大きく左右
する︒とりわけ台湾人及び台湾政府との関

むろん香港人や台湾人もいる︒上海が今後︑
香港人︑台湾人やその政府とどのように関

開放が進む上海へ群がるもののなかには︑

おいて少数派となるまで続くであろう︒

部からの移住者となるであろう︒

〇〜二〇年の間に︑ 上海の人口は倍増する
ことが予想されるが︑ そのほとんどが内陸

には︑肉体労働者︑会社役員︑事務労働者︑
サービス業従事者︑企業家を含む︶︒今後一

〇万人のうち戸籍人口は一三〇〇万人︑ 他
からの流入人口が二割を占める︒ 流入人口

に︑流入人口がますます増加すると思われ
る︵二〇〇〇年時点で上海の全住民一六〇

きりとした結果を生むにちがいない︒
第一に︑ 上海では戸籍人口の増加ととも

とするであろう︒ 上海によるこうしたアク
ションは︑今後一〇〜二〇年のうちにはっ

政策を徐々に実施してゆくだろう︒また︑上
海のもつ富と独立性を他省にも配分しよう

︵２︶中国内陸部との関係
上海が経済︑ 生活水準ともに発展してゆ
くにしたがって︑ 中国内陸部と調和した関
係︑すなわち相互にとって有益な関係を
保っていくことが︑ますます重要となる︒も
し︑こうした協調関係が維持できない場合︑
内陸部は北京政府に働きかけて上海へ圧力
をかける恐れもある︒ こうした圧力によっ
て︑上海が北京とさらに対等で独立した関
係を築くことが阻害されることも危惧され
る︒では︑上海は内陸部とどのように協調関
係を維持していくのか？
上海は︑門戸を広く開放して︑内陸部から
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としての地位を確立してゆくだろう︒台湾が
過去三〇年の間に身につけた国際感覚や高度

上海は今後一〇〜二〇年のうちに︑中国本
土と台湾のビジネス及び文化の交流の中継点

胞﹂や台北など主要都市政府によって推進さ
れ︑ 協力分野は多岐にわたると予想される︒

については引き続き北京によって進められる
だろう︒二つの都市の政治関係は︑台湾の﹁同

在となるであろう︒

としての立場をさらに強化するだろうし︑
国際金融センターとして香港に対抗する存

性をもつようになると思われるが︑ そうし
た場合︑上海は外貨金融センター︑金融市場

ど︑中国金融市場をプロ化︑自由化する必要
がある︒ 二〇一〇年までには人民元は交換

現である︒ただし︑人民元の交換性を宣言す
る前に︑ 外資系企業をもっと受け入れるな

帰国者が増え︑ 上海とアメリカでは人的交
流がさらに深まると想像される︒ 台湾での

に︑台湾が過去二〇年の間にそうであった
ように︑上海からの移住やアメリカからの

海人と︑アメリカから帰国した上海人から
得るものは大きい︒ 今後一〇〜二〇年の間

も重要なのは︑間違いなく人的交流である︒
すなわち︑上海からアメリカへ移住した上

の交流はさらに拡大しつづけることが予想
される︒中でも︑上海とアメリカの関係で最

一九九〇年代に築いた基礎をもとに︑上海

可欠である︒上海もその例外ではない︒上海
の企業は︑ 毎月何十億ドルもの製品をアメ

今日︑アメリカと建設的な関係を築くこ
とは︑ 世界中のどの国や地域にとっても不

︵５︶アメリカとの関係

技術が流入してくることは︑上海にとって大
きなプラスとなるに違いない︒

は今後も︑世界経済への窓口として︑中国で
最も重要な都市としての立場を強化してゆく

リカに輸出しており︑ 一〇万人以上の留学
生がアメリカに渡り︑そこに居住している︒

上海にとっての重要な関係としては︑ 他

前例を考えると︑ 上海人は家族と仕事とい
う二拠点を設け︑ 臨機応変に対応してゆく

だろう︒ＷＴＯ︵世界貿易機関︶加盟はその
主な里程標である︒ＷＴＯ加盟によってビジ

上海が中国の他のどの省よりもアメリカ
の影響を強く受けているというのは事実で

に日本があげられる︒ 上海と日本の関係に
は︑アメリカとの関係とは異なり︑危惧すべ

︵４︶世界経済との関係

ネスチャンスが広がる分野︵流通︑貿易︑通
信︑ サービス業︑ 法務︑金 融 サ ー ビ ス な ど ︶

あろう︒これには二つの理由がある︒まず︑
決定的なのは︑上海在住の上海人と︑アメリ

その進出の足がかりとなる拠点として︑上海
を選ぶに違いない︒国際市場への展開をはか

なアメリカ企業からの大量 ・ 不断の投資で
ある︒これから先︑こうしたヒト︑ビジネス

カに移住した上海人との親族としての深い
つながりである︒二つ目には︑大小さまざま

の多くはアメリカを羨望しており︑ アメリ
カとの関係は中国にとって︑ そして個々人

き問題点がいくつかある︒ひとつには︑中国
人のほとんどがそうであるように︑ 上海人

︵６︶日本との関係

るだろう︒ひいては︑上海政府の自治権も拡
大されてゆくことになるかもしれない︒

可能性もある︒ 上海での企業家精神はこう
して広がり︑経済の国際化︑民営化につなが

については︑上海がその主導的地位に就くだ
ろう︒ 中国進出を狙う外資系企業の多くは︑

る中国企業もそうだ︒
もう一つの里程標は︑人民元の交換性の実
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にとっても有益であると考えているのに対
し︑日本に対してはねたみや恨みを抱き︑日

から上海への投資と人の交流にブレーキが
かかるであろう︒

まく管理しなければ︑ 日中関係に悪影響が
及ぶだろう︒まずくすると︑人的交流や日本

とができる香港のように︑ 環境整備を進め
てゆくべきだろう︒

て増えることは間違いない︒ 上海は民間企
業が全国的︑国際的なビジネスを進めるこ

的な建築家によるものである︒
上海人からの要求としては︑ 他に自由の

識しており︑上海で建設中のビルや公園を
見ると︑その多くが政府に依頼された国際

国の都市とは異なり︑ 上海は自らの未来を
ニューヨークのような﹁国際都市﹂として認

りを市に要求するだろう︒ 実際にこうした
事態はすでに見受けられる︒ 北京や他の中

自らを評価している︒このため︑ニューヨー
ク︑パリ︑東京のような国際都市並みの街造

くることである︒ 上海人はすでに ﹁国際水
準﹂でものごとをとらえ︑市︑政府︑そして

る︒一つ明らかなのは︑今後上海人が︑さま
ざまな点で上海政府に対する要求を強めて

海が地元﹁上海人﹂
︑ すなわち上海に住んで
いる人とどのようにつきあっていくかであ

上海の未来を語るに最も重要なのは︑ 上

部開発産業研究チーム研究員訳︑
﹃上海情報
ハンドブック﹄より抜粋︶

浮かぶ一粒の真珠のように！
︵河村憲子／三菱総合研究所国際産業研究

が︑実現しうる未来像である︒上海の未来は
明るい︒真珠のように明るい︒まるで東洋に

以上︑ 私の予測は非常に楽観的な見方だ

と強く確かな関係を築きあげ︑ 人口もさら
に増大する︒

今後のテーマはビジネス︑貿易︑そして金融
である︒アメリカ︑日本︑そして中国内陸部

ろう︒上海はさらに独立し自治を保ち︑その
独自の社会環境を発展させると考えられる︒

立するにちがいない︒そして︑国際都市とし
て︑中国と国際経済を結ぶ架け橋となるだ

か？ 今後数十年の間に︑ 上海は中国で最
も洗練された国際都市としてその地位を確

上海の未来は一体どのようなものだろう

︵８︶中国と世界の架け橋として

拡大︑特に経済面での開放が考えられる︒こ
の先︑個人経営や私営企業が︑経済の柱とし

︵７︶
﹁上海人﹂との関係

本が中国をいいように利用していると考え
る人が多いということである︒ 日中間の関
係構築は慎重に進められなければ必ず問題
が発生すると予想されるが︑ 上海がこうし
た問題の発生源となることも十分あり得る︒
上海には︑ 日本からの投資の多くが集中
し︑およそ三万人の日本人居住者がいる︒上
海が自らを国際商業都市と認識している限
り︑引き続き日本人居住者のニーズに応え
るべく努力し︑また︑日本からの貿易・投資
を歓迎することは間違いない︒
一方︑中国人の感情面からすると︑愛国心
を触発させるような議論もしばしば聞かれ
る︒日本︑特に東京の新宿歌舞伎町のような
ところに在住する上海人の存在がその一つ
である︒アメリカに移住した上海人がアメ
リカ社会にとけ込んでいるのに対して︑ 日
本に住む上海人の多くは︑ 社会から隔離さ
れた場所で生活することを余儀なくされる
ケースが少なくない︒こうした事実は︑中国
人が日本に対して憤りを感じる理由の一つ
である︒上海と日本の間には︑今後様々な問
題が発生することが予想される︒ 問題をう
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中国的なるものを考える

村︵ムラ︶という幻
福本勝清
︵明治大学教授︶

数年前︑満鉄の﹃中国農村慣行調査﹄︵岩
波書店︑六巻本︶を夏休みを費やして︑何と
か読んだことがある︒最近︑ひどく忘れっぽ
くなっているので︑すぐに記憶が薄れていく
のだが︑鮮明に覚えているのは︑中国の村が
﹁共同体であるかどうか﹂を確かめようと︑調
査員たちの質問がそこに集中している様子で
あった︒
﹁村に境界があるかどうか﹂
﹁村の財
政はどうなっているか﹂
︑
﹁村に共有財産があ
るかどうか﹂︑
﹁村全体が関わる共同事業があ
るかどうか﹂︑或いは日本の村の﹁講﹂に似
たものがあるかどうか︑﹁村のメンバーの間
で︑相互扶助はどのように行われているか﹂︑
﹁農具の貸し借りはどのように行われている

このような中国の村への戸惑い︱︱日本

組織﹁看青﹂ぐらいのものが︑やっとであっ
た︒

う︒ところが︑辛うじて見つけたものは︑せ
いぜい︑ 収穫をこそ泥から守るための自衛

係の根底から支えている確かな共同性が必
ずあるはずだと信じて疑わなかったのだろ

に戸惑いを感じていたのだろう︒ 村には必
ずまとまりがあり︑ そのまとまりを人間関

哀れさが減るわけではない︒ たぶん調査員
たちは︑ 共同体ではない村が存在すること

調査の性質からできない相談であっただろ
う︒それを理解したとしても︑自分が感じた

かじめ統一して決められており︑ 調査の途
中から勝手にそれを変えるなどというのは︑

なるのだが︒
もちろん︑ 調査における質問事項はあら

共同体なんかじゃないから︑ そんなことを
聞いても無駄なのに︑ などと言ってみたく

を誘うように感じた︒もし︑それが今だった
ら︑中国の村が日本人が考えるような村落

を︑何度も何度も繰り返し質問している様
子は︑読み進むにつれ︑次第になんとも哀れ

か﹂
﹁隣近所や親類の間で協働して農作業を
するかことがあるかどうか﹂ といったこと

ダウンさせたように見えるが︑だが︑最近の

説﹄
︶ 等の批判を浴びたのは当然である︒
その後︑石田は﹁生活共同体﹂論をトーン

でしまえば︑それはどの農村にも存在する︒
それゆえ︑内山︵﹃中国華北農村経済研究序

とである︒だが︑村落に住む小経営的生産を
営む農民の間の協同関係を﹁共同体﹂と呼ん

呼ぶものと同じもの︑すなわち村落︑同族︑
親戚等の地縁的血縁的な中間的諸組織のこ

こと︑村松祐次︵﹃中国経済の社会態制﹄︶が
中間的諸団体︱︱村︑宗族︑ギルド等︱︱と

体﹂とは従来論議されてきた﹁村落共同体﹂
ではなく︑村落における村民の協同関係の

同体﹂の存在を認めている︵石田﹃中国農村
社会経済構造の研究﹄︶︒しかし︑この﹁共同

田浩や内山雅生らの働きによる︒ところで︑
その石田は伝統中国の農村社会に ﹁生活共

一九八〇年代に入り︑ 再び中国農村社会
論を研究領域として活性化させたのは︑ 石

作︱︱柏祐賢︑村松祐次︑福武直︑仁井田陞︑
旗田魏等の︱︱に結実する︒

る戒能通孝・平野義太郎論争を招き︑さらに
は戦中︑戦後の中国農村に関する多数の著

人にとって︱︱が︑周知のごとく︑その後の
中国の村落が共同体であるかどうかをめぐ
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このような問題意識は︑﹃中国の家・村・
神々︱︱近代華北農村社会論﹄の佐々木衛や

前掲書で述べており︑ 両者ともに相似た問
題意識を共有していたことがわかる︒

る︒また︑石田を批判した内山にしても︑華
北農村の﹁共同関係﹂を追い求めていると︑

とは異質なものとして共同体の外に出現す
る︒いずれ市場に体現される商品流通が共

ところから始まる︒つまり︑市場は共同体に
とって存在そのものが余剰であり︑ 共同体

うど写真のポジとネガの関係にある︒ 共同
体論によれば︑ 商品交換は共同体の終わる

るにいたる︒
共同体論とスキナー農村市場論は︑ ちょ

をもっているように見える︒問題は再び︑元
にもどっていく︒

れば︑中国の村落は︑農民間の結合が強く︑
そして何よりも︑ 外部世界に対する交渉力

﹃タイ農村の社会組織﹄で述べられているよ
うな東南アジアの︑ 特にタイの村落と比べ

北 原 淳 ﹃ タ イ 農 村 社 会 論 ﹄﹃ 共 同 体 の 思 想
︱︱村落開発理論の比較社会学﹄
︑ 水野浩一

同体に比べれば︑ まとまりがあるとはいえ
ないし︑閉鎖的であるともいえない︒だが︑

共同性に固着する日本人研究者の心情は︑
到底スキナー理論では満たされないもので

小林一美のグループにも︑また﹃村から中国
を読む︱︱華北農村五十年史﹄の三谷孝のグ

同体を浸蝕し︑ それに沿って共同体の分解
が進んだり︑共同体が再編されたりすると

つかなかった中国の村の開放的な性格は︑
農村市場論においてはその枠組自身によっ

ループ︵﹃中国農村慣行調査﹄研究会︶にも
共有されており︑ここまで来ると︑何か日本

しても︑共同体を幹に喩えると︑市場は末節
にすぎない︒しかし︑農村市場論によれば︑

著作︵﹃中国農村の開発戦略︱︱農民は﹁豊
か﹂になったのか﹄︶では︑再び中国の村の

人であるがゆえの村にかかわる特別の心情
の存在を信じたくなる︒つまり︑村というも

市場こそが農村社会の主流であり︑ 諸市場
からなるネットワーク︑ 農村市場圏にとっ

あったといえる︒
中国の村落は我々日本の伝統的な村落共

のは︑どこかに︑村が村であるための共同性
をかならず蔵しているはずである︑ という

て︑村落は共同体である必要はなく︑市場の
買い手・売り手として︑村落はせいぜい家族

て与えられるため︑ 問題は氷解したように
見え︑スキナー理論は一時大方の支持を得

確信であり︑それは一応仮説や論理だてら
れたものかもしれないが︑ それ以上に心情

や親族と同じ位置づけをもつにすぎない︒
石田は︑ 再三︑農村市場論が結局のとこ

閉鎖性や村民の共同意識の重要さに言及し︑
その初心を失っていないところを示してい

的なものに支えられたものであるように見
える︒

ないことを述べている︒前述の︑中国の村の

ろ︑村に住む農民相互の結合の強さ︵すなわ
ち村落の閉鎖性︶ をほとんど説明しえてい

Ａ５判三二〇頁 定価二六〇〇円＋税
﹁老板﹂
︵ラオパン︶と呼ばれる種族の﹁醜
い商人﹂ぶりを︑鋭くえぐり出すように描く︒

醜い中国商人

武俊平著／筧武雄訳

﹁中国農村社会論﹂に関わる本によって埋め
られている︒たとえば︑以下のような著作で

最近︑自室の書棚の一番目立つ場所は︑

影響を与えた︒ 従来の共同体論では説明の

七○年代以後︑Ｇ・Ｗ・スキナーの農村市
場論が紹介され︑ 中国農村社会論に大きな
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村社会調査与研究 天津人民出版社
◇朱徳新 二十世紀三四十年代河南冀東保

である︒
黄 宗 智 ︵﹃ 長 江 三 角 洲 小 農 家 庭 与 郷 村 発

であり︑眼を通したものは数えるほどもな
い︒多くは︑村落組織や村落をめぐる社会構

る著作を含めると︑ その数は相当の数にの
ぼる︒だが︑今のところほとんど積読の状態

公社に関する回顧︑ そして一九八〇年代以
後の改革開放経済の下での中国農村に関す

域ばかりでなく︑ 伝統中国 ︵明清期や民国
期︶
︑或いは︑新中国成立後の合作社や人民

これはランダムに取り出したものにすぎ
ない︒実際には︑それら近代社会経済史の領

識をみることはできない︒というより︑その
ような問題意識そのものが存在しないと

いることを示している︒
だが︑ 中国の研究者にこのような問題意

い回しから︑彼がおそらく︑満鉄の慣行調査
をめぐる中国共同体論争の存在を理解して

産様式がふさわしいと述べ︑ 読む者を思わ
ずドキッとさせる︒ 黄宗智のこのような言

における華北社会の在り方は︑ 封建地主制
よりも︑マルクスいうところのアジア的生

いて触れている︒また︑別の文脈においてで
はあるが︑中央集権的な官僚制国家のもと

ある︒

造に関する部分だけを拾い読みしただけに
すぎない︒というのも︑傲慢かもしれない

いってよい︒また︑中国人の日本研究のなか
に︑共同体もしくは村落共同体に対する言

展﹄
︶は︑長江デルタ︵華中江南︶の村落と
比較した場合における華北村落の強さにつ

近代華北農村社会変遷

が︑それらの著作から︑我々がすでに学んで
いる以上のことが得られるとは思えなかっ

及がほとんどないという点も︑ 大いに気に
なるところである︒ 村落共同体なしに村を

中国社会科学出版社

◇苑書義他 艱難的転軌歴程 近代華北経
済与社会発展研究 人民出版社

たし︑とくに華北や長江デルタ地帯につい
ては︑フィリップ・ホワン︵黄宗智︶
﹃華北

イメージすることができない日本人の中国
農村社会論と︑ 村落共同体を想像すること

甲制度研究

◇李正華 郷村集市与近代社会 二〇世紀
前半期華北郷村集市研究 当代中国出版社

的小農経済与社会変遷﹄
︑﹃長江三角洲小農家
庭与郷村発展﹄やプランセンジット・ドゥア

いに終わることは当然である︒
︵続く︶

ができない中国人の農村社会論が︑ たとえ
同じ対象を論じたとしても︑ 大きなすれ違

人

◇曹錦清他 当代浙北郷村的社会文化変遷
上海遠東出版社

◇喬志強主編
民出版社

三

◇秦暉 蘇文 田園与狂想曲 関中模式与
前近代社会的認識 中央編訳出版社

◇朱玉湘 中国近代農民問題与農村社会
山東大学出版社

浙

提出されているとは到底思えなかったから

ラ︵杜贊奇︶﹃文化︑権力与国家︱︱一九〇
〇〜一九四二年的華北農村﹄ 以上のものが

単強

近代江南農村

◇張静 基層政権 ︱︱郷村制度諸問題
江人民出版社

中国社会

◇王銘銘 村落視野中的文化与権力
村五論 三聯書店

近代冀魯豫郷村

江蘇人民

◇王銘銘 社区的歴程 渓村漢人家族的個
案研究 天津人民出版社

◇従翰香主編
科学出版社

二十世紀三四十年代冀東農

◇段本洛
出版社
◇魏宏運主編
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逆耳順耳
矢吹 晋

辻誠著
﹃上海の職場人間学﹄
が面白い
辻誠著﹃上海の職場人間学﹄︵蒼蒼社︑二
〇 〇 一 年 四 月 刊 ︶ が面白い︒
著者は学生時代に中国語を学び︑有名商社
で中国を専門に商売してきた人物である︒
﹁三十年余の経験から︑ 中国について知らな
いことは何もなく︑ 問題は何もないと自信
満々﹂で︑ある独資企業の総経理に就任した︒
ところが︑ である︒
﹁採用・ 人事労務管理などを行う立場に
たってみて初めて︑この面の知識がほとんど
ないに等しいのを痛感させられた﹂﹁結局の
ところ︑ぶっつけ本番︑無手勝流で悪戦苦闘
せざるを得なかった﹂ は
(じめに ︒)
ここから生まれたのがこの本だが︑ 私に
とっても初耳の情報があふれている︒一読し
て少し利口になった気がした︒
﹁都市戸籍﹂ と﹁農村戸籍﹂ の話や ﹁藍印

戸口﹂ などの話は割合よく知られるように
なっている︒ちなみに﹁藍印戸口﹂とは︑上
海などで床面積八十平米以上︑ 四十万元以
上のアパートを購入した者や上海にある外

いた王君のケースが︑この実例であった﹂ 七(

一緒に上海市内の国有企業に就職し︑ 企業
の寮に住み︑集団戸籍の都市戸籍を持って

品化を促し︑ 外資企業に必要な人材を確保
するための便宜措置であり︑ 上海では一九

職 フ
( ツーの従業員ではない に
) 与えられる
都市戸籍である︒ つまりは都市と農村の厳
格な差別を前提としつつ︑ マイホームの商

育手当てがあること︒
︵２︶家族医療費を半
額負担してもらえること︒
︵３︶生活が苦し

ついでに﹁都市戸籍﹂あるいは﹁都市生活﹂
の六大特権とは何か︒すなわち︵１︶家族養

雇う経緯から﹁集団戸籍﹂に遭遇した一例か
らも伺われるわけだ︒

四〜五ページ ︒
)
著者がみずから悩まされた事例を丹念に
調べてこの本を書いたことは︑ この王君を

九七年の暫定規定で明文化された︒
このあたりまでなら︑ 多少の事情通なら

ければ生活保護がもらえること︒
︵４︶低家
賃の住宅をもらえること︒
︵５︶水道光熱費

資企業に勤務する非上海人の技術者︑ 管理

知っている︒では︑
﹁集団戸籍﹂あるいは﹁団
体戸籍﹂ とはなにか︒私 は 知 ら な か っ た ︒

の補助があること︒
︵６︶就業と就学の便宜
を図ってもらえること︑以上六カ条である︒
籍を合わせて一つの戸籍としたもので︑ 通

﹁これは機関・団体・学校・企業・事業な
どの単位内の寮や寄宿舎に居住する者の戸

でいる場合は︑ そこに戸籍を置くことはで
きない︒また地方出身の大学新卒者も︑はっ

おり︑問題になっていないことが分かる︒一

興味深い︒いまやオオカミ少年レスター・ブ
ラウンの予言とは裏腹に食糧は満たされて

る﹂七(五ページ ︒)
﹁都市生活の六大特権﹂として辻が挙げた
なかに﹁食糧の配給﹂が含まれていないのは

ば︑都市戸籍に移動することをねらってい

﹁実生活上︑このようなことが社会主義中国
では存在しているので︑ 農民は機会があれ

きりした就職が決まっていないと都市に戸
籍を構えることはできない﹂
﹁地方の高級中

常単身者が団体戸籍に属する﹂ 七
( 四ペー
﹁
ジ ︒
) 人の家に寄宿している場合や︑居住日
時がはっきりした契約書のない貸家に住ん

学出身で上海の大学を卒業後︑ 同期の者と
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九五〇年代から六〇年代初頭にかけて︑ 都
市戸籍を厳しく管理した大きな目的は︑ 治

金額を養成費として徴収しないと︑ 国有企
業との間に不公平が起きる︑ という論理と

ない︒そこで︑現在の規定では﹃上海市人材
服務中心﹄のような機構に保管を委託する

著者の好奇心は大連に飛ぶ︒ 大連の経済
技術開発区では外資企業の勤続年数によっ

定措置が制度化されてきたが︑ その現場を
著者はみずからの体験をもとに描き出した︒

いての規定が︑ 根拠を失うのは時間の問題
である︒

料を聴取する時代になっている︒となると︑
﹁国有企業以外の企業に就職した場合﹂につ

類似のケースは︑ 日本でもそれほど昔の話
ではない︒中国でも国立大学が高額の授業

かどうか︒事前にサウンドしても︑公安局は
パスポート発給に支障があるか否か︑ 話し

ら研修で日本に派遣する人員が出た︒ 訪日
に当たり︑公安局がパスポートを発給する

払いは増えてくる﹂ 八
( 四〜五ページ ︒
)
﹁わが社では幹部クラスのスタッフの档案
は服務センターに預けていたが︑ その中か

ことになっている﹂
﹁保管料は当時一人分に
ついて︑一カ月五一〇元︒いったん保管がは

て区別される︒
三年以上で﹁臨時開発区戸籍﹂︑五年以上

档案制度についての概略は︑ 傷痕文学の
傑作﹁社会の档案のなかに﹂あたりで話題に

てくれない︒パスポートの申請をしてから︑
本人に前科などがあり︑ 公安局の同意が得

同じであろう﹂ 七
(七ページ ︒
)
﹁国立大学卒業生が国有企業以外の企業に

で﹁正規開発区戸籍﹂をもらえる︒ただし︑
戸籍の移動に際して︑ 開発区に金銭を支払

なった︒いまから二〇年昔のことだ︒文化大
革命期にこれがどんな役割を果たしたかな

られなければ︑ 訪日までの段取りに余計に
時間がかかってしまう﹂
︒

安の確保を除けば︑ 都市における食糧配給
を保証するためであった︒ 客観条件の変化

う規定がある︒
﹁大学本科卒一万元︑大専卒
一・五万元以上︑中専卒二万元︑上記の者の

どを書いたものは少なくない︒しかし︑外資
企業がその従業員の档案をどう管理してい

さあ︑ どうする？ どうなる？
著者はこうアドバイスする︒
﹁信頼できる

ジ ︒)

発展して︑従業員が増えれば︑それに伴い支

家族一万元﹂七
(七ページ ︒)
﹁われわれのセンスでは︑ 金額も高いし︑

るのか︒これを私は知らなかった︒
﹁国の規定では︑档案は外国人に見せるこ

中国のランクの高い人に︑ 档案を見てもら
い︑そのへんをチェックしてもらえば解決

じまれば︑相手は何もしなくとも︑外資企業
は支払いを続けなければならない︒ 企業が

人を呼ぶのに金を取るのは解せない﹂
﹁中国
側の考えは︑開発区は大連市の税金で作ら

とを禁止している﹂
﹁移動先が合弁企業なら
ば︑中国側の企業の人事管理を行うセク

する︒外資独資の企業では︑普段からそうい
う人との付き合いが必要である﹂ 八
( 五ペー

就職した場合﹂の話は︑防衛大学卒業生が民
間企業に就職した場合と置き換えてみると︑

れている以上︑ 税金負担をしていない地域
の出身者が︑金を払わないで開発区の便宜

は外国人が行うので︑ 企業自身は保管でき

ションにいる共産党員の管理者の所で保管
される﹂
﹁外資独資企業の場合は︑人事管理

に対応して︑当局にとって必要な農村戸籍
を都市戸籍に転換するための便宜措置︑ 暫

外の企業に就職した場合に︑ 国が負担した

を得るのは不公平︑ というものであろう﹂
﹁先に述べた︑国立大学卒業生が国有企業以
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なるほどなるほど︒実は辻自身がこのよう
な局面に逢着し︑そのようにして解決したの
である︒ このあたりは︑ 企業がトラブルを
フィクサー政治家に依頼する構図と似ている
が︑ 必要なのはトラブル解決の分類法であ
り︑種類ごとに持ち出す相手の解決能力の見

きと思うのですが︒マスコミＯＢ︑現役の皆
さんいかがですか︒

たが︑その後︑大勢に従ってプリアーに変え
ました︒その時の具体的な経緯は承知して

星野元男兄からリプライがあった︒ 曰く︑
﹁時事通信外信部は︑もともとプルアーでし

いませんが︑他社︵特に共同︶と表記が違う
と︑契約社から﹁統一してほしい﹂と言われ

New York Times, April 3, 2001.
Since arriving as ambassador in Decem‑
ber 1999, Admiral Prueher (pronouced PROO‑

で時事・共同併用紙の記事使用率が低下す
るため︶﹂︒

るので︑よそに合わせたのかもしれません
︵固有名詞の表記が共同と違うと︑それだけ

rights and Taiwan.
﹁プリアー﹂説の事例︒
︵１︶
︻北京四月五日共同︼米国のプリアー

なるほどなるほど︒ というわけで星野兄
へのお礼のメール︒

er) has worked for deeper relations that
would transcend differences over human

駐中国大使は五日︑ 北京の米大使館前で記
者団の質問に答え︑ 米中軍用機接触事故に

﹁謝謝︒事情を了解しました︒良貨が悪貨
に駆逐されたケースですね︒ 日本はいまあ

極めである︒
私自身が面白く読んだところを紹介した

ついて ﹁問題解決のため中国政府と協議を
続けている﹂ と語った︒

字の表記は︑北京・台北が﹁普理赫﹂
︑シン

らゆる点でこの現象がみられます︒ ちなみ
にわが大学のスキャンダル騒ぎも同じ︒ 漢

が︑類似の知恵は随所に見られる︒実践のな
かにこそ︑ やはり﹁真知﹂ がある︒ 中国人︑

︵２︶ Joseph Prueher
︵ジョセフ ・プリ
アー︶駐中国アメリカ大使︒軍パイロット︑

の分野でイチオシだ︒

特に﹁部下の中国人﹂とうまくつきあうため
のノウハウがぎっしりつまった本である︒こ

スパイ機衝突事件の主役・アメリ
カ駐中国大使の名前の呼び方

ガポールが﹁普魯赫﹂となっています︒ Joseph
は︑おそらくドイツ系の名前で︑ ue
Prueher

軍指導官を経て︑ 元米軍太平洋司令官まで
登り詰めた後︑三九年間の軍役生活を終え︑
一九九九年一二月から大使に︒現在︑米中軍
用機衝突事故の事態収拾に奔走している︒

友人へのひまつぶしのメール再録︒
日本ではほとんどすべてのマスコミが北京

は ウuムラウトであろうというのが星野説で
した︒アメリカ人にとって外来語の綴りだ
からこそ︑﹃ニューヨーク・タイムス﹄はア

るのかしら︒私のカンでは︑
﹁プルアー﹂で

メリカ標準の読み方を説明したわけですね︒
それはそれとして︑ アクセントはどこにあ

九六年の台湾統一総選挙時に台湾海峡で威
嚇行為を行なった中国軍に対し︑ 軍艦二隻

このメールに対して時事通信ＯＢの旧友

出動の総指揮を務めた︒このため︑就任時は
中国側から警戒されていた︒五九歳︒

駐在のアメリカ大使 Prueher
を﹁プリアー﹂
と読んでいます︒私がたまたま開いた
﹃ニューヨーク・タイムス﹄
︵四月三日付︶に

釈ですね︒報道は名を正すことから始めるべ

は︑以下のように書いてありました︒これは
カタカナなら﹁プルーア﹂と読む︑という注
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はなく︑
﹁プルーア﹂のように感じられるの
ですが︒

オオカミ少年の煽動と憶測

検疫強化は日本と米国の輸入品に重点を置い
ているといい︑最近の外交情勢と無関係とも

もみられる﹂︒
知ったかぶりはやめてほしいね︒

らの輸入品を梱包する木枠への検疫を強め︑
先月暫定発動された農産物のセーフガード

タイトルは﹁セーフガード報復か﹂
︒
﹁中国の輸出入商品検査検疫局が︑日本か

﹇北京四月三〇日村上太輝夫﹈ 電である︒
タイトルは﹁中国︑木枠の検疫強化﹂
︒サブ

こりもなく︶︑オオカミ少年ぶりを発揮して
いる︒

であり︑ これはほとんど︑ 某女優と某男は
ツーショットされたから﹁無関係とも言い切

この歯切れの悪さは︑記者のウシロメタサ
を雄弁に語る︒要するに︑逃げを打つ常套句

延長にすぎない︒
﹁無関係とも言い切れない﹂︒

クビにするであろう︒ もし松食虫対策なら︑
それはこの記事が書くように︑従来の政策の

任者が︵報復を意図して︶もしこのようなた
わけた指示を与えたならば︑朱鎔基なら即刻

いはこれに指示を与えている責任者のコメン
トでなければ意味はないはず︒そのような責

もし真に報復を考えるならば︑みずから
に最もマイナスが少なく︑ 敵側に最も打撃

どのような効果が挙げられるのかを研究せ
よ︒

リットがあるのかを分析せよ︒ 木枠の検疫
強化によってセーフガードの報復のために

木枠の検疫がもし強化されたのならば︑
それはなぜか︒それによっていかなるメ

根拠薄弱な憶測を垂れ流す新聞こそが日本
と隣国との関係に危害を与えるのだ︒

ショナリズムに身を漂わせ︑ 見当違いの憶
測を重ねている︒この記者︑そしてこの種の

ナリズムこそ︑ 現在の日本が最も忌むべき
スタンスである︒この記者はこの種のナ

ことが問題の核心である︒ そこから生まれ
た相手国への疑心暗鬼を煽る偏狭なナショ

日本のただ参院選挙対策だけを狙った
セーフガード発動はかつて ﹁世界の通商国

への報復ではないかとの見方が広がってい
る﹂︒
﹁ただ︑日本からの輸入品の木枠で松食

れない﹂といったレベルの三流芸能誌の書き
方だ︒

が多い手段を講じるのが常識だ︒ 木枠の検
疫を強化して ﹁広東省などに工場をもつ日

言い切れない ﹂︒
﹁広東省の中国側関係者﹂ とは︑また曖昧

虫が見つかり︑ 去年から中国側が問題を再
三指摘していたこともあり︑ 日本政府側は

﹁農産物のセーフガード暫定発動に対し︑
中国政府は報復措置の方針を明言している

系メーカーの部品調達に打撃を与える﹂ こ

家 ﹂を 自 賛 し た 鼻 柱 を み ず か ら 折 る 愚 策 で
あり︑衰弱日本を象徴する無策にすぎない

報復かどうかは確認できていない ﹂
︒︵傍線は
筆者︶

が︑露骨に輸入制限をすれば︑ＷＴＯ加盟前
にマイナスの印象を与えかねない ﹂
﹁検疫強

模糊だ︒こんなアイマイなカンケイシャのコ
メントが記事になるのか︒検疫当局か︑ある

﹁報復かどうか確認できていない﹂なら
ば︑よく調べて確認することが先決である︒

化の名目で︑日本政府に譲歩を促していると

五月一日付﹃朝日新聞﹄が例によって︵性

﹁ただ︑広東省の中国側関係者によると︑

それを怠り︑未確認の記事を書くのは︑真実
の報道からは遠い︒
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の堕落の証拠として記しておく︒

れた記事である︒日中関係を懸念する友人が
送ってくれたコピーでこの記事を読み︑新聞

この記者の中国認識はセーフガードを発動
した政治家のそれと選ぶところがない︒あき

国では︑みずからの首を絞めるような愚策を
やめたからこそ市場経済が発展したのである︒

とが当局の狙いだなどとは︑児戯に等しい行
為︑児戯に等しい解釈である︒開放政策下の中

うふうに考えていいのではないかと思って
おります︒ 詳細な結果 は︑今週末までにと

ものを否定することはできませんけれども︑
全体的に見ますと︑ 平穏にいっているとい

言っておられるのが六社ぐらいと聞いてお
ります︒ もちろん検疫強化 による影響その

は︑一三社ぐらいの方がそう言っていまし
て︑特に最近そういう影響が出てきたと

けないと︑こう言っていますが︑今までのと
ころ︑ 影響が出て困っているというと こ ろ

経済産業省の広瀬勝貞事務次官は五月二一
日一四時〇三〜一三分︑ 同省記者会見室で

いうことですか︒
Ａ：輸出が止まって大変だとか︑そう

ることもあるかもしれません︒
Ｑ：特に︑ 日本として問題視はしないと

駄目押し︵その１︶

﹁ 中 国 の 木 箱 の 検 疫 強化﹂問 題 で 記 者 会 見 を
行った︒﹁会見の概要﹂が同省のホームペー

いった大変な混乱があるという状況ではあ
りませんけれども︑影響はありますので︑そ

言っていましたけれども︑何かあれば︑途中
の段階でも担当課の 方でいろいろ申し上げ

ジに掲載されているので︑そっくりそのまま
以下に引用する︒

れがどういうことによるのかといったよう
な ことを分析しながら︑ 必要ならばまた中

配をしていたような影響はないようです︒
Ｑ：今おっしゃったのは何社のうちの一

http://www.meti.go.jp/speeches

三社ですか︒

国側にお話をするというようなこともある
かもしれません︒今のところは︑私どもが心

況をお願いします︒
Ａ：まだ調査中のようですけれども︑それ

Ｑ：中国の木箱検疫強化について︑調査を
されていたと思うのですが︑その後の進捗状

で今週いっぱいぐらいにはまとめなければい

財務省主計企画官 田中 修著

中国第 十次五カ年計画

躍進著しい中国経済を見通すための必読書︒
巻頭の﹁中国経済の読み方﹂一〇〇ページが抜

群におもしろい︒そして︑二〇〇一︱二〇〇五
年の社会経済発展計画である第十次五カ年計画

のナカミを全面的に分析した本論は圧巻で︑ほ
とんど中国経済の通になった気分に浸れる︒御

用とお急ぎの方は︑巻末の﹁中国経済の行方﹂を
読むだけでもナットク！
六月末刊行

Ａ５判四〇〇頁 定価 本体二八〇〇円＋税

横浜産業振興公社協力・蒼蒼社編

上海情報 ハンドブック

二〇〇一︱二〇〇二年版

Ａ５判四六〇頁 三〇〇〇円＋税
上海の経済ビジネス情報を満載︒①上海及
び上海人 ②二十一世紀に飛躍する上海 ③上海
の経済データ ④上海の産業動態 ⑤上海経済圏
の産業集積 ⑥上海及び上海周辺の投資環境 ⑦
上海の日系外資企業⑨上海の情報源︒五月末
刊行︒
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Ａ：三百数十社調べたようです︒ アン
ケートを出しても︑ 困ってないところは別
に回答はなかったのかもしれません︒
この記者会見を﹃朝日新聞﹄
︵五月二二日
付︶は一六行の記事で伝えたわけであろう︒
﹃朝日新聞﹄記事のタイトルは﹁中国検疫
強化﹁影響ある﹂三〇〇社中一三社﹂である︒
これを例のオオカミ記事の ケバケバしさと
比較すると︑世論を誤導するこの新聞の編
集方針が明らかである︒
ちなみに︑﹃読売新聞﹄の報道は一一行で
あり︑﹃朝日﹄より少ない︒
﹃読売新聞﹄のタイトルは﹁中国の検疫大
きな影響なし﹂である︒記事中に﹁具体的な
影響が出ていると答えた のは三四一社中六
社﹂と書いてある︒
﹁一三社﹂と﹁六社﹂の
差がどこに起因するか は︑次官の記者会見
に明らかだ︒
﹁大きな影響なし﹂と書くのと︑
﹁﹃影響あ
る﹄
﹂と書くのは︑大きな違いではないか︒
次官発言の原文と報道記事を比較すると︑

なります︒

各紙の取材能力がよく分かる︒ ところで︑
﹁Ｑ﹂の社名と記者名があるともっと参考に

駄目押し︵その２︶
経済産業省のホームページはさらに五月二
八日に﹁対中国輸出にかかわる木材検疫管理
制度に係るアンケート調査結果﹂を掲載して
いる︒四八六社に対する二次にわたる調査の
結果の﹁評価﹂は以下のごとくである︒
︵１︶一部に影響は出ているが︑全体とし
ては対応がなされているものが多い︒ 現在
生じている影響は︑ 突然の変更に伴う混乱
や強化された運用に不慣れといった事例に
よるものが多いが︑ これらは時間の経過と
ともに減少するものと思われる︒
︵２︶他方︑極く一部であるが︑このアン
ケート調査では︑ 通関が拒否された理由や
経緯が不明確なものもある︒ これらについ
ては今後個別に事情を照会し︑ その上で対
応を考えていく予定︒
︵３︶いずれにしても︑今後とも状況を引
経済産業省のホームページには調査数字

き続き注視していく考えである︒
も掲げてある︒お暇な読者には︑二九日付朝
刊各紙と比較されるようお勧めする︒

アジア経済研究所

丸川知雄編

刊﹈

中 国産業ハンドブック

二〇〇一︱二〇〇二年版

Ａ５判三五一頁 定価三〇〇〇円＋税
中国産業動向をガイドするハンドブック︒
二〇業種の基本動態︑主要企業︑重要年表︑
情報源︑重要指標︒執筆者はアジア経済研究
所 研
･ 究プロジェクト参加の第一線専門家︒
ＷＴＯ加盟によって大変動を遂げる中国経
済をウオッチするための必携書︒

三菱総合研究所編

中国進出企業一覧

定価一万五千円＋税

二〇〇一︱二〇〇二年版

Ｂ５判一三〇〇頁

中国に展開する日系企業のビジネス拠点
データブック︒ 第十四版目で︑旧版を大改
訂︒アンケート調査によってデータを精選
し︑会社別の各種在中ビジネス拠点を一覧
する︒ 中国ビジネスオフィス必携書︒
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