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ＣＨＩＮＡ ＲＥＰＯＲＴ ｆｒｏｍ 小山 Ｎｏ．９

風 水 PARTⅡ

前回に続いて中国「風水」に関するお話しです。これは、ほとんどの上海人が知ってい

る有名なお話しです。

1990年代、上海では都市交通の要となる高架道路（東京の首都高速のようなもの）の建

設が急ピッチに進んでいました。上海市内をぐるりと囲む内環状高架道路の建設。そして、

その環状線を東西に横断して走る延安高架道路、南北に縦断する南北高架道路の建設。こ

れらの建設は他国の人には信じられないスピードで順調に進み、何ら問題なく全線開通の

暁を迎えるものと誰もが思っていました。

ところが建設関係者が夢にも思わなかった大問題が、延安高架道路と南北高架道路が交

差する箇所で起こりました。この二つの高架道路は上海

市内のど真ん中で十字に立体交差します。この二つの高

架道路を支える巨大な支柱杭を打ち込もうとしたところ、

大地は頑としてこれをうけつけません。そんなバカな、

と、重機をあれこれ操作し、何度もやって見ましたが結

果は同じです。

昔々、上海は海。陸地ではなかった。全長 6,380㎞、流水量年間１兆トンの長江（揚子

江）が運び来たった土砂が悠久の時をかけて創り上げた土地（デルタ）です。それゆえ、

問題が起きた場所を地質学者が詳細に調査してもきつい岩盤があるはずもない。されど杭

が入らない。先端土木工学技術の粋を集め、圧倒的な機械力をもってしても何ともはや打

ち込めない。何故だろう？ どうしたのだろう？ 関係者は頭を悩ませ途方に暮れました。

これまで順調に進んできた建設が止まってしまいました。暫くすると，関係者の間から「風

水ではないか」との声が上がり始めました。それに聞いた上海市政府幹部、「そんなバカな。

風水など迷信だ。今の世に何と愚かな事を。現代の先端技術を持ってすれば不可能はない」

と（内心は知りませんが）断言しました。そしてまたトライ、トライ。しかし、またまた

現代の先端技術はなすすべもなくはねのけられました。

このまま工事が止まったままでは、希望に満ちた上海の都市計画の遂行に支障が出る。

困り果てた市の幹部、「風水とは全く関係ないが、一応念の為に識者の意見を拝聴しよう」

となりました。そこで「この人しかいない」と意見を求められたのが上海玉仏寺の住職、

真禅さまです。市政府幹部が何と弁明しようと、これは既に風水の世界ですね。

十字に立体交差する高架道路
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真禅さまは童貞出家の後、仏道の研鑽に脇目もふらず倦まず弛まず励まれてきた僧侶で

す。あの文化大革命の嵐が吹き荒れ迫害に遭われた時には、法灯を守るため、紙箱作りの

内職をしながら寺を守られたという立派な方です。かの大相国寺や静安寺の住職をも兼務

されていた名僧です。

懇願されて現場に来られた真禅さま。即座に、かかる事態が起こっている所以を看破な

されました。ところが真禅さま、その所以を、そして解決策を述べる事に躊躇されました。

それを述べると天は真禅さまの命を召されるというのです。しかし真禅さまはやはり高僧

です。長く真実の修行を積まれた徳のお方です。上海の発展、上海人民の生活向上を願う

気持は市幹部以上。真禅さまは決意しました。「ここは龍脈である。巨大な龍の宿る場所。

杭を打ち込もうとしているところは、その龍のちょうど頭の上にあたる部分。ここに杭を

打ち込もうしても不可能。もし、杭を打ち込むことを望むなら、龍がわずかな時間、他所

に移動する某日・某時のその時を逃さず一気に杭を打ち込む事。そして龍が戻ってきた時

に異常を悟らせぬため、杭の周囲に 9匹の龍の彫り物を這わせること」

「ホンマかいな。しかし工事が止まったまま放置するわけにいかないし、ダメもとでや

ってみるか」と言ったかどうかは分かりませんが、真禅さまが指示された日、そして時間

に、多くの関係者が固唾を飲んで見守るなか、周囲に 9匹の龍の彫り物を抱えた支柱杭を

打ち込む作業が始められました。すると、すると、です。何と、その巨大な杭が、いとも

簡単に地中深く分け入ってゆくのです。今まで何度となく繰り返してきた失敗が嘘のよう

です。「驚き、桃の木、龍の杭」です。程無くして、設計通りの深さまで巨大杭は見事に打

ち込まれました。現場に詰めかけていた関係者は大喜び、歓声を上げたそうです。

その日の夜、真禅様は来世に旅立たれました。

上海人のほとんどがこの出来事のことを知っているのですが、上海市政府は、これを公

式には認めていません。「そのような事実は無

い」 科学的社会主義の道を邁進する中国は、

風水などという迷信じみたものに惑わされる

ことはないということでしょう。そうはおっし

ゃいますが、しかしです。上海の高架道路を支

える支柱は千本以上あるそうですが、何故にこ

の１本だけに 9 匹の龍がまとわりついている

のでしょう。他の支柱はコンクリートの肌むき

出しです。これについてはコメントがありませ
９匹の龍が這う巨大支柱
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ん。また、香港の中国銀行と香港上海銀行のいきさつはどうなのでしょう。更に問えば、

森ビルのすぐ隣で建設を始めている森ビルの高さを凌ぐ超高層ビル・上海センター、すな

わち「使用目的よりも先ず建てることが肝心」ビルはどうなのでしょう。そしておまけで

言えば「真田」は？ となるのですが、これは市政府とは全く関係なし。

実に中国は奥深く、興味深く、面白い。

中国は明日が大晦日。上海の私の会社の仕事納め、そして忘年会です。そしてすぐに新

年会。毎年毎年、日中合わせて一体何回、忘年会、新年会をやっているのだろう。ありが

たいような、ありがたくないような・・・。

4～5日前から、夜になると気の早い連中が、そこかしこで花火を打ち上げています。大

晦日の夕刻から元日の深夜 2時頃まで、初めて経験する人は、呆然とするというか、唖然

とするというか、腰を抜かすというか。何とも凄まじい数の花火と爆竹が止む事なき轟音

とともに上海の街を覆い尽くし、上海の地を揺るがします。

（2009.1.24 記）
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ＣＨＩＮＡ ＲＥＰＯＲＴ ｆｒｏｍ 小山 Ｎｏ．８

風 水 PARTⅠ

同期の皆さん、新年おめでとうございます。

日本は既に新年を迎えましたが、皆さんご存じのように、中国では暦を太陰太陽暦（旧

暦）で数えます。それゆえ新年を迎える日は毎年変わります。今年は日本の 1月 26日が中

国の元旦です。私は、日本と中国で毎年二回、元旦を迎えています。一休禅師の「元旦や

冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」の歌を借りると、私は皆さんの倍の

速さで冥土に近づいており、まさに「めでたくもあり めでたくもなし」です。

新年というと今年一年の吉凶、運勢が気になるところです。そこで今回は中国の「風水」

のお話しをしたいと思います。日本でも「風水」がブームのようですが、そもそも中国の

「風水」は周朝以来という数千年の歴史を持つものであり、日本でブームになっているよ

うな俄づくりの軽薄なものではありません。我々日本人が古代の精神様式、そしてもっと

後に形成された「世間」というものに無意識の内にがんじがらめになり、思考や行動のパ

ターンが制約されているのと同様、中国では「風水」（風水だけではないですが）の考え方

が生活の隅々まで行き渡り、中国人の考え方や行動に影響を与えています。

例の竣工なった森ビル（上海環球金融中心）のすぐ隣に、上海市政府が森ビルを上回る

高さの超高層ビル・上海タワーの建

設を始めています。このビルの用途

は何なのか。オフィスビルでしょう

か、あるいは商業施設、レジャー施

設も含めた複合ビルなのでしょうか。

いやいや、これが違うのです。この

ビルの建設目的は「風水」対策なの

です。昨年 11月、シカゴで開催され

た世界高層ビル協会・ 2008 年度最

優秀高層ビルの選考会で見事「世界

最優秀高層ビル」の栄誉に輝いた森

ビル。確かに先端技術を取り入れた、

今後の高層ビルのあり方を示すような素晴らしいビルです。

上海タワーの完成予想図 右側の森ビルを威圧
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しかし、この森ビル、中国人によると「風水」が悪いのです。森ビルは、見る方向によ

って、鑿（大工道具のノミです）のようにも日本刀のようにも見えます。この日本刀の刃

が悪気を放ち、刃の向いている方向に災いを起

こすと「風水」はいうのです。となれば、上海

を守り、上海の発展を望む政府としては黙視し

ていられません。何としてでも悪気を押さえ込

み、災いが起こるのを防がなくてはなりません。

そのためにはどうするか。刃が向いている方向

に強靱な気を発し悪気を押さえ込む建物を建設

することです。森ビルよりも高く、気が強いビ

ルを建てる事です。それによって気のバランス

がとれ、森ビルも上海タワーも上海全市も健全

な発展を遂げるということです。早速、上海タ

ワーの建設が始められました。使い道はあとか

ら考えれば良い。先ずは「風水」です。

また、森ビルの最上部に四角の空間が穿たれ

ています。これは設計段階では丸だったのだそ

うです。これでは「日の丸と刀」です。上海市

政府の要望で設計変更し、四角になったのだそ

うです。

日本人としては風水判断に基づく中国人の

行動は理解し難いことかも知れません。しかし、

徳川家康が江戸城を造る時、そして江戸の街を

造るにあたって「風水」に頼ったことは有名な

話です。日光の東照宮も上野の寛永寺も芝の増

上寺も皆、「風水」の教えるところに基づいて

造営されました。

今回の森ビルと上海タワーと全く同様な出

来事が、以前に香港で起こりました。1985年

に建設された香港上海銀行（HSBC）の新ビル。

HSBCはビルの竣工以来、好調な業績を重ねて

ゆきました。ところが、1990年に、中国銀行の新ビルがすぐ隣に竣工されると、HSBCの

業績は下降線を辿り始めました。原因は「風水」とのことです。中国銀行ビルの鋭角部分

が HSBCを指し悪気を放っていたのです。HSBCが何をしたかといえば、中国銀行へ向け

て屋上に大砲を備えつけました。香港でこのビルを見た方はご存じかもしれません。実は

ま、まさに 日本刀？

本日は晴朗 一天雲一つなし
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この大砲、窓拭き用のゴンドラです。このゴンドラが大砲そのものの形をしているのです。

意図してそのようなデザインにしたのです。その後、HSBCの業績は急回復。今では両社

とも業績好調、我が世の春を謳歌しています。

「鋭角」と言えば私の工場でも同様なことがありました。11年前、新工場建設を始めた

時、付近の住民が抗議運動を起こしました。工場の敷地は綺麗な長方形を描いていたので

すが、その角の部分が少し離れたところに住む人達の住宅方向を指していたのです。「風水

が悪い！」とのご意見、ご託宣です。「やばい、建設中止か」と一時思いましたが、解決策

は簡単。敷地の一部を放棄し、住民の人達の住宅方向へ向いていた角の部分を鈍角になる

ようにしました。敷地は長方形から台形になってしまいましたが、これで一件落着。めで

たし、めでたし。当社の少々の損害で地域の平和が保たれる。これは損害でなく財産。平

和第一、調和第一。

皆さんは「風水」を信じますか。私はというと、自分の過ぎ来し方を振り返り、重ねて

きた経験から判断すると、己の人生は自分自身が作るものと考えています。が、時には「あ

るのかな？」というような体験をすることもあります。風に疎密があるように、水に疎密

があるように、地磁気に疎密があるように、目に見えぬエネルギー（気）にも疎密があり、

その疎密は風や水や地磁気のように形や高さや方向に影響される。疎に身を置くか、密に

身を置くかで心や身体に変化が起こるやも知れない。そういえば、弱気を発する人とばか

りいると弱気になり、強気の人とばかりいると強気になる。とかくに人は環境の気の影響

を受けやすい。今回の世界不況もそうですね。怖い、危ないと皆が思う。そうすると本当

に怖い状況、危ない状況を自ら呼び寄せ作り上げてしまう。東洋人は鋭い観察、深い思考

を通じ、目に見えない気が我々にどのような影響を与えるか見通していたのかも知れませ

ん。インド然り、中国然り、日本然り、韓国然りです。

前述したように、「風水」を信じているかいないかに拘わらず、「あるのかな！」と考え

ざるを得ない、そして感動せざるを得ない事件が上海で起こったことがあります。非常に

解決困難な大問題を高僧が「風水」により解決したのです。これと引き換えにこの高僧は

生命を失いました。今の上海の繁栄の一因はこの高僧にあるとも言えます。調査によれば、

今回の金融危機の影響ありとする上海進出外資企業は何と 20％未満。今後更に業績を伸ば

すと自信を持つ外資企業が 80％と圧倒的に多い上海。今もなお陸続と外資が上陸を目指す

上海。この上海の発展の要因の一つがこの高僧にあるのです。上海の人であれば誰でも知

っている事実です。これについては次回お伝えします。大いに期待していてください。皆

さんのご期待の気持を一層燃え上がらせていただくためにおまけの「風水」を一つ。以下

に記すことは厳然たる事実です。
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私が経営する上海の日本料理屋『真田』。場所は中国一の繁華街・南京東路のど真ん中の

超一等地です。店の面積は約 150坪。店を訪ねてくださった皆々様が口を揃えて「良くこ

んな場所が得られたもの」と褒めてくれます。ところで、上海は来年の万博に備えて街並

みの大改造を行っています。当然、南京東路も上海を代表する街並みですから大改造を行

っています。ということで『真田』が入っているビルも大々的な改装を行うことになりま

した。そのためにビルのオーナー（もちろん共産党で

す）から閉店して欲しいとの話がありました。開業以

来、それはそれは見事な赤字続き。しかし、そこはそ

こ、信濃男児として痩せ我慢。高給で日本人店長、料

理長を雇い、わざわざ日本から食材を輸入するなど頑

張っている時なのだからもう少し続けたい。共産党の

人曰く「あの場所は「風水」が悪いからダメ。止めた

方が良い。今までの店、皆ダメだった」 オイ、オイ、

オイ。 何で店を始める前に教えてくれなかったんだ

よ。そういえば前に入っていた『狗不理』は、中国全

土で有名なブランドレストランだったがお客さんは少

なかった。共産党の人曰く「他に良い場所があるよ。

やってみる？」 やるもんか！ もう～結構！

実はこれが中国の楽しいところ、面白いところ。悩

んで物事が解決するものか。気だよ、気。

『真田』は歴代の店の中では成績が良い方だったそうだから、私の気が多少は役に立っ

たのだ。 再度・・・、畏るるべきは「風水」。

という訳で、今月 10日を持ちまして『真田』を閉店いたしましたが、大変素晴らしい、

今までに無い経験を積むことができました。中国理解、日本理解が一層と進みました。お

名前をあげればキリがありませんが、店を訪れてくださった多くの先輩、同期、後輩の諸

兄諸姉に、そして中国の友人たちに心から感謝していま

す。楽しい想い出として一生心に残ります。

『真田』の閉店にあたって一つだけ気がかり、残念な

ことがあります。来月 6日から行われる上海での高校 2

組クラス会のことです。ここで盛大なる宴会を予定して

いたのですが、参加者の皆さん申し訳ない。その代わり、

これが上海、これが中国という料理を出す店にご招待し

ます。言っておきますが、この料理「ヘビ、ハト、サソ

リ、カエル」の類、・・・では決してありませんのでご安

心を。 (2009年 1月 14日 記)

ありがとうございました。

晴れてよし 曇りてもよし 富士の山
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「北京オリンピックその後」

同期の諸兄・諸姉の皆さん、お変わり無くお過ごしのこととのことと拝察します。

四ヶ月ぶりのレポートです。始めた頃は「中国の面白い話を少なくとも月に一回は」など

と考えていました。しかし、生来の怠け癖を治すことは、5千年の歴史を誇る中国の漢方薬

や鍼灸をもってしても如何ともし難く、HP編集長の上原昇君から何枚も「イエローカード」

を示されながらも、随分間を開けたレポートになってしまいました。

さて、少し前の事になりますが、予想通り北京オリンピックが大成功の裡に終わりまし

た。オリンピックの興奮と熱気が冷めやらぬ内に、有人衛星「神舟７号」の打ち上げに成

功、そして、101階、高さ 492ｍ、世界一高い展望台（474ｍ）を有する世界第二位の高層

ビルである上海森ビル（世界金融センタービル）http//swfc-shanghai.comの完成・・・、

否が応でも中国人のボルテージは上がるばかりです。オリンピックでも学んだ事ですが、

実に中国政府は演出が巧みです。これでもか、これでもか、と次々に油を注ぎ国民の意識

を高揚させ国力を充実させようとします。わが国の政治家に学んでほしいところです。

中国はオリンピックが終わりホッと一息どころではありません。更にテンションを高めつ

つ、サァー、いよいよ史上最大の規模となる 2010年上海万博開幕に向けて猛ダッシュです。

万博に向けて、上海ではビルや道路や鉄道の建設が信じられないスピードで進んでいま

す。一ヶ月単位で街が変貌していった 5,6年前のあの頃に戻ったようです。「何でこんなに

早いの」と驚くばかりです。もっとも、地図上で１点をポイントすれば「ハイ、ビルの出

来上がり」、２点をポイントし、それを定規で結べば「ハイ、鉄道、道路の出来上がり」の

お国柄ですから驚いているほうが非常識なのかも知れません。私は 1週間から 2週間ほど

の間隔で日中を行き来していますが、そのような短い間でも街並み、道路、鉄道が変容を

遂げて行くのですから驚かざるを得ません。私は中国を贔屓するつもりは毛頭なく、色々

あっても「やはり日本、世界一」の立場ですが、止まることを知らない中国の勢いには感

嘆するばかりです。

ところがです。日本に戻ってくると「オリンピック後の中国経済は危ない。オリンピッ

クのために無理やり押さえ込んできた矛盾が一気に吹き出して破綻する」などと仰ってい

る中国悲観論の評論家の先生方が未だ未だいます。これまた驚きです。それも結構沢山い

るのです。中には「中国各地をこの目で見て検証した結果、絶対危ない」と言う評論家も

います。一体全体、中国の何を、何処を見ているだろう。矛盾などは世界の国すべてにあ

ります。このような人たちが誤った中国情報を提供し収入を得ている事は、私にはとても

許し難い事に思えます。

逆に、中国楽観派の話です。先月、私の尊敬する友人が社長を務める日本の出版社が、

お茶の水で「中国進出セミナー」を開催しました。私は、この手のセミナーには一度も参

加したことはありません。しかし、今回は友人のセミナーが盛況なることを願い、社員も
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引き連れて参加しました。参加してみると、会場は机が足りなくなるほどの参加者で、私

も「ああ、良かった」と安心したものです。また、「中国進出を計画している企業が未だ未

だ沢山あるのだ」と感心しました。そして「中国で、日本の高度成長の時よりも早く成功

している日本企業が沢山あるから頑張って」と心でエールを送りました。ところが、セミ

ナーが始まると私は驚きました。中国通として講師を務めた４人の先生方は、異口同音に

中国への進出を勧めます。しかし、そのお話しの内容が中国の実情とはほど遠い全く乖離

したことばかり。大的外れのトンチンカン。机無しで座る人まで出た多くの参加者の中か

ら出て来る質問もこれまたトンチンカン。このような講師の方々のコンサルのもとで、ト

ンチンカンな認識のままで中国に進出すれば、これはもう失敗続出は至極当然、当たり前。

「中国は怖い、中国人は信用出来ない」となるのも致し方ないな、と私は驚き目を白黒す

るばかり。その驚きは日々変容を遂げる上海を見る驚きを遥かに凌駕するものでした。

このセミナーで講師を務めた方々は、前述した評論家の先生方と異なり、中国経済の一層

の発展を説く立場を取っています。しかし、トンチンカンには変わりありません。一体全

体、中国の何を、何処を見ているのだろう。

話を中国悲観論に戻します。「隣の神様はありがたくない」と言います。全くその通りで

「中国危ない、中国危ない」と高名な評論家の先生が言っている内に、彼らの信奉する絶

対安心アメリカがコケた。日本のバブル崩壊の時は日本を助けようとする国は世界に一国

も無く、日本が自力で這い上がるのを冷やかに眺めているばかりでした。これとは全く正

反対、今回のアメリカは自力では到底立ち直れず、世界中が寄ってたかって救いの手を差

し伸べています。通常の審査で融資して貰えないほど信用力の無い人たちにお金を貸して、

それを証券化して世界に売りつけるヤクザな会社がある。人さまの会社を勝手に評価しラ

ンク付けする「格付け会社」なるものがある。この「格付け会社」が、かのヤクザ会社を

「優」と格付けする。すると世界中の金融機関がこの証券を買い求める。これでは破綻し

て当たり前。騙すほうに騙されるほう、何やってるのとしか言う言葉が無いのですが、こ

こでまた評論家の先生方が出てきます。「世界の工場として輸出立国している中国は危な

い」

「危ない」とされる中国の現状をお伝えします。私が自分の意見を披露してもサブプラ

イムローン同様、信用力に欠けるので、共産党の人の話をそのままお伝えします。先ず、

今回の金融危機が中国に与える影響のことです。胡錦涛さんはこう言ったそうです。「中国

で世界の汚いお金が大損し大金を残して去って行ってくれた」この理屈は分かりにくいか

も知れませんが私には良く分かります。中国はＡ株や不動産への外国資本の投資を制限し

てきました。しかし、世界のハゲタカ資本は日本の資本ほど上品ではありません。あの手

この手で中国のお金に姿を変え株や不動産に投資してきました。ところが昨年から不動産、

株が大幅下落してハゲタカさんは大損。そこへもってきて今回の金融危機でまたまた下落

し大損。中国に大金を残しコンドルは、ではなく、ハゲタカは飛んで行きました。

要するに、今回の金融危機を前にし、中国には指導者がユーモア交えて話をするだけの
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余裕があると言うことかと思います。もちろん「世界の輸出工場」で輸出に依存して来た

企業（これについては後述します）は大変な痛手を被っています。解雇された多くの労働

者が「未払い賃金寄越せ」と暴動も起こしています。暴動なんぞに驚いていてはいけませ

ん。（そういえば我々も 1970年ごろやりましたな。）中国は何らかの暴動が、毎年、全国各

地に起こっています。同期諸兄・諸姉の記憶を遡ってみればいくらでも拾いだすことが出

来るでしょう。中国政府は今回の金融危機を乗り越える自信があるようです。57兆円の経

済対策費を、何ら迷うこと躊躇うことなくポンと出しました。更に多額の追加対策費を出

して行くそうです。持ってますな。ハゲタカさんの置き土産かな。中国の自信は、世界金

融危機に対応するため 11月中旬にワシントンでおこなわれたＧ20の会合に良く現れてい

たと思います。20ケ国の首脳が打ち揃って集合写真を撮るとき、ブッシュ大統領の両隣に

立ったのは胡錦涛主席とブラジルのルーラ大統領でした。ヨーロッパ勢は完全に脇役。私

は自分の目を疑ったものです。時代は間違いなく変わりました。Ｇ20の集合写真、個人的

には、麻生さんが真ん中、両脇は胡錦涛さんとルーラさん、という構図を見たかった。

どうやら中国は大丈夫という印象ですが、「輸出に依存してきた企業」に関連して記しま

す。中国は「世界の工場」と言われ続けてきました。実態もその通りでした。輸出に立国

のほとんどを頼る国でした。従って、今回、「輸出に頼る中国は危ない」「アメリカコケた

ら中国コケる」という論理が生まれるのでしょう。ここでまた共産党の人の話です。中国

政府はとっくに「世界の工場」であることの危うさに気づいていました。そして着々と手

を打ってきました。国内経済の規模拡大を図るさまざまな施策をおこない、また、役人が

民間の実業家に変身し、世界中に飛んで先進技術を買い集め「ハイテク立国」への移行を

図ってきたそうです。確かに、中国の貪欲な国内消費に目を向けず、欧米特にアメリカへ

の輸出に頼ってきた会社は前述したように瀕死の状況に陥っています。が、冷静に周囲を

見渡せば、今回の世界的な金融危機にあっても顔面蒼白の経営者より平然とした顔をして

いる経営者のほうが圧倒的に多いのです。世界に名を知られた日本の総合電機メーカーの

中国法人の代理店であり、ある製品の販売では世界一の売り上げを誇っている会社の社長

（この人物、日本に留学していた折りは私の家の居候の一人でした）は、「金融危機？ 関

係ネェー」と言ってます。私は経済の専門家ではありませんので今後の中国経済について

論理鮮やかに説明することは出来ません。ただ、こと中国に関してだけ言えば、専門家の

説に忠実に従うと危ないので、自分の目と耳にのみ従って中国で事業をおこなってきまし

た。しかし、たった１回だけですが、数年前に聞いた専門家の話には心底から耳を傾け納

得しました。名前は忘れましたが内容は良く覚えています。イギリスの経済学者の言葉で

す。「過去の経済学の理論からすれば中国はすでに破綻している。中国経済を論ずるには新

しい経済理論が必要である」 あまたいる経済学者、評論家、アナリストが育んできた思

考の枠組みの外側に中国経済はあるのかも知れません。今までも、そして、これからも。

（最後に）

欧米企業は大変なようです。社員がタクシーに乗ることまで制限しています。私の住ん

でいる団地の欧米人がドンドン解雇され上海を去っています。掛ける言葉も見当たらず、
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団地に暗い雰囲気と寂しさが漂っています。

（おまけの明るい話題）

「来年最初の 2組同級会は 2月に上海でやるのだ！」と関賢治君と小宮山豊君が頑張っ

て企画してくれています。何ともはや、上海蟹の季節も終わり、身体の芯からクソ冷え込

む時期ではありますが、クラスの皆さん、私、小山は温かい気持で待ってます。

（2008年 11月 29日記）

私 の 日 常

工 場 工 場

工場周辺 住んでいる団地の池

団地の集会所 送迎のスクールバスに向かうのは誰？
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家のガキの誕生日 大勢の友ガキが来てくれました

今年１７歳。手術の直後

上海に来た時は中国唯一の柴犬でした

家の屋上から見た団地

完成した世界金融センタービル（森ビル）

私の家から車で１５分ほど

右側の金茂大厦より品が良い（と思う）
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ＣＨＩＮＡ ＲＥＰＯＲＴ ｆｒｏｍ 小山 Ｎｏ．６

いよいよ北京オリンピック

上海は連日３８度、３９度の日々。時には４０度の日もあります。しかも湿度は７０％、

８０％。日本の友人からのメールによれば「日本も猛暑。連日３０度を越えている」との

こと。上海のコンクリートジャングルを、吹き出す汗で衣服グショグショにさせながら歩

いている私としては「何だ、日本全体が軽井沢じゃねぇーか」と思わず言いたくなります。

日本であれば熱中症続出であろうこの暑さの中、驚いたことに上海の老若男女は平気な顔

して焼けついたコンクリートの道を歩き回っています。鼻唄まじりで、あるいは鼻くそほ

じりながら「へへ呑気だね」とばかり歩いている輩もいます。日本は世界一便利な国とし

て有名ですが、この便利さが日本人の体力を弱らせているのか、と考え込んでしまうよう

な光景です。とはいっても、クソ暑いより涼しい方が気持ち良いのは当然で、地下鉄の駅

近くに住む人は地の利を活かし、エアコンの効いた地下鉄の改札口付近にたむろして一日

の多くを過ごします。家からもってきたものを食べたり、雑談したり、トランプしたり・・・

優雅なものです。

夏の平均気温が、この上海より２度から３度高い北京で、いよいよオリンピックが、あ

と一週間足らずで開幕です。どうせ中国がメダルを目茶苦茶大量に獲得するのは分かって

いるので、私としては各国の成績の動向を気にするより、北京の暑さで倒れる外国選手が

続出することを気にしています。運動などからきしやっていない私が、鍛えに鍛えた選手

たちを心配する必要などないのかも知れませんが・・・。しかし、４０度ですよ。４０度。

今年に入ってからオリンピックに向け燃えに燃えて来た中国人。チベット問題、聖火リ

レー問題で世界から冷や水を浴びせられ、中国もまたまた反外国に傾きかけましたが、四

川大地震で風向きが一気に変わりました。世界は非難を弱め、中国は海外から差し伸べら

れた援助の手に感激しました。上げ潮にある国にはこんなことがあるのです。オリンピッ

クを目前にして、中国は一層激しく燃えています。出走前、ゲートに入る直前の競走馬の

ようです。

（四川地震での日本の援助を中国人は本心から感謝しています。いつも日本に対して生

意気を言う政府報道官も珍しく素直に感謝しました。現場で活動する日本の救助隊の様子

をテレビで見て、多くの中国人が感動しました。私の前で涙を浮かべる中国人も多くいま

した。また、その後の岩手地震の様子を知り、被害の程度、対応があまりに中国と異なる

ので、これもまた、中国人は驚き、日本人そして日本への評価を高めました。日本で大き

な地震が起こるたびに中国で見られる反応です）

国民のほとんどが熱い想いで待ち望むオリンピック開幕ですが、一方でテロが心配され

ています。現実に上海や昆明で小規模ながら爆発テロが起こり死者も出ています。地下鉄

の各駅や繁華街には多数の公安が張りつき、大き目のバッグを持った人は片っ端から呼び
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止め内容物を細かくチェックしています。日本人は比較的信用があるので（比較的、との

言葉に注意。上海ではここ５～６年、悪い日本人も増えているので以前ほどの信用はない）、

日本人と分かると検査しない場合が多いのですが、私の親しい知人２人が入念に検査され

ました。人相悪かったのかな。私の思うところ、オリンピック期間中、大したテロ、世界

を驚かすようなテロは起こらないでしょう。理由は、警備の厳重さなどいろいろとありま

すが、一番は国の勢いです。いつも言っていることですが、中国経済は崩壊する、国家破

綻をきたす、とか何とか、過去十年以上に渡って世界の、特に日本の物知り顔の評論家が

ずっと言い続けてきました。しかし、その予測のすべてが外れてきました。勢いとはそう

いうものです。ケチな人知では及ばないところがあるのです。オリンピックは大成功のう

ちに閉幕を迎えるでしょう。オリンピック後に少々気になる事態がおこるかも知れません。

しかし、それは経済危機、国家危機と言ったものではありません。

北京オリンピックのための全国的警備のお蔭で、オリンピック関連以外のビジネスに関

わっている人は私も含め大迷惑を被っています。（山辺良樹くんのビールはホクホクです）

北の方へ社員を出張させると、以前は５日ほどで済んだ出張が２週間ほど掛かります。従

って出張させません。物の国内輸送も通常の２～３倍の日数が掛かります。輸出入も同様

です。当社の社員も浮足立って仕事に身が入りません。当社はオリンピックの恩恵は何も

無し。逆にマイナスばかり。私の日本の会社もバブルの恩恵などまるでなかったので、「何

とか景気」なるものと私は生来縁がないものと悟っています。

始まったと思ったオリンピックもアット言う間に閉幕を迎えます。そして直ぐ後に２０

１０年上海万博が控えています。２週間で終わるオリンピックとは異なり、万博は５月１

日から１０月３１日までの半年間という長期に渡って行われます。既に出展者数は２１３

の国と国際機関に上り、万博史上最大の規模になっています。上海万博の経済波及効果は

北京オリンピックの４倍から５倍とも言われています。このチャンスを逃すものかと世界

中から上海へビジネスマンが押し寄せてきています。日本からも例外ではありません。長

い間、日本人駐在者数トップを続けてきたニューヨークも、今年中にその座を上海に明渡

すでしょう。劇的な日本人駐在者数の増加。それは中国のことをあれこれ中傷しながらも、

日本は中国抜きでビジネスできないことを雄弁に物語っています。逆に、中国にとっての

日本も同じです。中国はアメリカを追い越し世界一の大国になることを決断していますが、

私の思うところ、日本は中国相手にやり方さえうまくやれば、日本史上最高の繁栄を究め

ることができます。しかし、日本国を代表して中国を訪問する政治家や経済人が、陳書を

持ち出し「日本と中国は古より一衣帯水の関係、文物の交流も～～～」なんていつまでも

言っているうちはバカにされるだけですけどね。

北京オリンピックを見に行く方は勇気ある人です。体力・気力充実の人です。尊敬に値

します。あの暑さ、容易に想像出来る移動の困難・混雑・・・私は招待されても断ります。

（されませんがね）テレビで、次々と獲得メダルの数を増やす中国を頭の中から外し、中

国抜きのオリンピックと自己暗示を掛けて日本選手を応援します。 （08.8.2 小山雅堂）



15

地下鉄で涼む近所のおばちゃんたち 山辺くんの電車（スーパードライ）

巨大スクリーンがオリンピックを放映 中国の自信の現れ？
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ＣＨＩＮＡ ＲＥＰＯＲＴ ｆｒｏｍ 小山 Ｎｏ．５

「餃子事件、その後の中国」

1兆 6千億円といわれる大被害を与え、経済の停滞を心配させた 60年降りの大雪、そし

て餃子事件、はたまた今度はチベット騒乱と、短期間に次から次へ世界の耳目を集める中

国。全部の話題について触れると長くなりますので、今回は餃子事件のその後にテーマを

絞ってレポートします。

この事件に関する中国政府のその後の対応は予想通りでした。ご存じの様に、表向きは

「中国には非が無い」と声高に叫んでいます。が、その言葉とは裏腹に中国政府は様々な

対策を国内で徹底的に実施して来ています。

先ず、日本向けの食品のほとんどを輸出停止。（日本向け、と言う所に注目して下さい）

行政が日本向けに輸出している企業の工場に全国一斉の立入調査をおこない、その管理状

況を強面をもって子細に点検しました。もちろん私の経営している会社の工場にも大勢入

りました。幸い当社の管理は行き届いているので、二日間にわたる微に入り細をうがつ調

査の結果は「問題なし」。操業を停止される事もありませんでした。しかし、調査に入った

役人に聞いてみると、多くの工場に改善を指示、改善が完了するまで操業停止命令を出し

たそうです。

調査終了後も続々と指導・指示がきます。「事件が絶対起こらない様な管理体制を構築せ

よ！」「そのための詳細プランを早急に提出せよ！」「輸出時に農薬検査をせよ！」「工場内

の隅々までに防犯カメラを設置し従業員の行動を監視できる態勢を敷け！」等々です。こ

れって、事件の責任は中国側にあると明確に認めているゆえの対応ですよね。

前回レポートでも記しましたが、中国の、そして中国人の表向きの言動だけを見ている

と判断を過ちます。中国を良く良く研究しなくてはなりません。中国は日本を実に良く研

究しています。今回の件で言えば「人の噂も 75日」で次の井戸端会議を求める日本人、「声

高に言い張られ続けると引いてしまう」日本人を見透かしているのかも知れません。

東シナ海の油田もそうです。推定埋蔵量 72億トンと、北海油田に並ぶ石油が海底に眠っ

ており、このほとんどは日本のものです。物凄い財産です。しかし、中国は、竹島で軍事

基地を建設した韓国に対する日本の対応を見て学びました。そして、日本を学んだ中国は

油田を掘り始めました。日本人である私としては非常に情けない。政治家に、官僚に中国

を徹底的に学んで適切な対応をしてもらいたい。

話が逸れました。餃子問題です。前述したように、中国政府は、この問題を契機とし

て、輸出食品の更なる安全管理を徹底しています。このレポートの初めの部分で「日本向

け、と言う所に注目して下さい」と書きました。前回レポートしたように、中国は日本と
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の関係を重視しています。3月の第 11期全国人民代表大会の冒頭で、温家宝首相が「衛生

と医療」の重要性を訴えました。私は、これが日本へのメッセージであったと思っていま

す。

中国の食品輸出停止で困窮した日本企業も多くありました。餃子問題は、食料自給率が

余りにも低すぎる日本の危険性をあぶりだしてもくれました。日本向けの輸出が再開され

つつあります。当面の中国産品は安心かも知れませんが、食品の安全と食料自給率の情け

ないほどの低さについては、75日が過ぎても考え続けなくてはならないと思います。厚生

労働省の輸入食品監視業務 HP www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html を覗いて

みてください。中国ばかりではない事に気づかれる事でしょう。「こんなに世界中から！」

と驚かれるでしょう。ダイオキシンなど足元にも及ばない地上最強の天然発癌物質「アメ

ラトキシン」が、どの国々から輸入されたもので陽性となったかを見る事も日本の今後を

考えるのに参考になるものと思います。（2008.4.16 小山雅堂）

23 年間の上海生活で初体験の今年の大雪 右隅にいるのは、実はわが息子です

（2 月 2 日）

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html
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ＣＨＩＮＡ ＲＥＰＯＲＴ ｆｒｏｍ 小山 Ｎｏ．４

『メタミドホス入り冷凍餃子』事件で思うこと

この問題には中国政府のみならず中国国民も非常に大きな関心と今までにない強い危機

感を持っています。中国のマスコミも大きく報道しています。

中国は今までも世界の各地で食品問題を起こしてきました。世界の大国を目指す中国は、

その都度、「それなりの対応」をおこなってきました。中国という国は（中国人も同じ）非

常に面子を重んじるため、たとえ自分に否があると分かっていても表立って簡単に謝るよ

うな事はしません。そのために、国外から見ていると内部での「それなりの対応」が見え

てきません。しかし、私は、たまたま上海で独資の食品会社を経営していますので、その

都度、政府の「それなりの対応」を明確に見ることが出来ます。

数年前まで、当社工場への行政による抜き打ちの立ち入り検査は、年に数回しかありま

せんでした。それが、中国産品が海外で問題を起こすたびに抜き打ち検査の数が増え、今

はもう「年がら年中」と言っても過言ではなくなりました。しかも大変厳しくやります。

検験局による輸出検査も、やり過ぎと思われるほど事細かく、また、時間を掛けておこな

う様になり、ビジネスに影響が出ることもあります。

自社の検査結果を行政による輸出検査に援用できる「輸出衛生許可」や商社を介さずに

自由に輸出入できる「独立輸出入資格」、そして「ＧＭＰ認証」をもっている当社に対して

でさえこれだけやるのですから、他の会社に対してはもっともっと厳しくやっているもの

と容易に想像できますし、現にそのようにしています。この様なことから、事件が発生す

るたびの政府の危機感、そして対応の真剣さを窺い知ることができました。

そんな折り、またまた今回の大問題です。前述した面子で中国政府は、時に、我々日本

人から見ると「何！」と言いたくなるようなことも外向きに発言してますが、内部的には

真相の解明と解決に向けて必死です。今までにないほど必死です。それは何故か。同様な

事を度々起こしてきたゆえに国際的信用を失墜することを恐れている、あるいは北京オリ

ンピックを控えての危機感でしょうか。もちろんそれもあるでしょう。しかしもっと大き

な理由があります。

遠い将来のことは考えから外して、当面の中国にとっては日本が大事なのです。日本の

最大貿易相手国は今はもうアメリカではなく中国となり、中国の経済発展のためには日本

との関係を重視せざるを得ません。更に言えば、政治的にも文化的にも軍事的にも日本は

中国にとって非常に重要なのです。中国の国内の安定には日本的なるものが必要です。昨

年、中国政府が『日本的精神』というどちらかというと日本を賛美する書籍の出版を許し

たこともその現れです。（この本、私が数百冊購入し中国人の知人・友人に配りました。）

中国からの旅行者が成田にあふれかえっています。小中学生の子供を学校を休ませてま

で日本旅行に連れて来る親が沢山います。これら中国人は僅か一週間から十日ほどの日本

旅行で大きく変わります。日本への見方、そして礼儀までもです。出発前の中国の空港で、
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また、到着直後の成田空港であんなに喧しかった彼ら彼女たちが、帰国の成田空港では見

間違えるほど静かになっています。日本を旅行した人たちの感想記が中国のネットで沢山

見られます。日本礼賛のオンパレードです。例えば・・・「中国はハード面では１０年で日

本に追いつくだろう。しかし、ソフト（心）は３０年経っても追いつけないだろう。」・・・

等々です。時折、日本を中傷する者もいますが、袋叩きの目にあっています。調和ある社

会、礼節ある社会を目指す中国にとって日本的なるものが必要とされるのです。

中国でおこなわれる公的な日本語試験会場はどこも満杯です。上海など大都市では会場

が足りなくて、私の知人の娘さんなどはわざわざ杭州まで会場を求めました。外から見て

いると分かりませんが、中国人は表向きとは異なり、日本の文化・文明に大変関心があり

ます。もっと明確に表現すると「日本が好き」です。日本から学ぶものは沢山あります。

２０１５年には中国のＧＤＰは日本のそれを追い越すと世界の専門家達が言います。共産

党の人がこんなこと言ってました。「今は、力が弱いからアメリカのいうことを聞きながら

経済発展に全力を尽くす。しかし、２０年以内にはアメリカと正面切って堂々と対峙す

る・・・。」そんなときが来たらと想定して地図をちょっと見れば、中国にとってもアメリ

カにとっても日本は地政学的に非常に重要な意味を持ちます。

これも外から見ていると分からないことですが、不逞の輩が起こした「反日暴動」のと

き、地方政府は胡錦涛主席の指示に基づきホテル経営者を一堂に集めました。そして「日

本人に事故が及ばぬ様に全力を尽くせ。もし、事故が起こったら責任を取らせる。」と指示

しました。私は友人の五つ星ホテル経営者から直接この話を聞きました。

昨年末、福田首相が訪中した折り新幹線の大量発注がありました。マスコミは「お土産」

などと伝えましたが、私は二年以上前に共産党の人から「日本の新幹線を導入する」と聞

いていました。決まっていたことですが、日本の時の首相と折り合いがつかないので言い

出せなかっただけです。胡錦涛主席は非常に優秀な人です。鄧小平が江沢民の後釜として

決めていたことが頷ける人です。親日では無いですが、今の中国、今後の中国にとって日

本が非常に重要であることを知る人物です。

その日本で大きな食品問題を起こしたのですから対応に真剣にならざるを得ません。

さて、事の真相です。多くの中国人とこの話をしました。ほとんどの人の意見は「故意

に入れられた。」です。断定はできませんが、私もそう思います。この様なことがあるとい

う話は昔から聞いていたからです。もちろん、日本人をターゲットにしたわけではありま

せん。会社に対する腹いせです。意趣返しです。天洋食品経営陣は、工員の給料を最低限

に抑え、休日もなく連日長時間労働させるなど、待遇がひどかったようです。また、「新労

働契約法」（これは悪法です）の施行を前に多くの従業員の駆け込み解雇をおこなったよう

です。となると、昔から聞いていたような事件、すなわち今回の事件が勃発しても不思議

ではありません。天洋食品の従業員の経営陣への恨みつらみのとばっちりを日本人が受け

たわけです。この様なことを中国政府は絶対に許してはなりません。日本政府も断固とし

て強く糾弾すべきです。
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前述した数々の事実からもお分かりのように、日本を重視する中国政府は今まで以上に

企業に対する監視を強めることでしょう。しかし、どんなに監視を強化しても絶対安全と

なるまでは行きません。日本でもカレーに毒を入れ人を殺すような悪人がいます。日本に

戻って新聞・テレビを見ると、殺傷事件や強盗、詐欺事件が毎日のように起きていること

に驚きます。それでも日本は世界の中では未だ安全な国とされています。中国の人口は日

本の十倍以上です。さすれば単純に言えば日本の十倍以上の悪人がいると思っていれば間

違いありません。逆に凄い善人も十倍以上いるということです。

中国のみならず他国に進出する日本企業は日本へ製品を輸出するに当たり細心の注意を

払う必要があります。決して現地の会社に全てを任せてはなりません。当社も現地の会社

任せにして痛い目にあったことがあります。それゆえ、合弁企業の道を選択せず、困難で

あっても独資企業設立の道を選びました。

この十数年間、多くの評論家が中国の崩壊を予測してきましたが、その全てが外れまし

た。中国は今後も発展を続けます。すぐ隣の国ですが、価値観や習慣は隣とも思えないほ

ど異なります。しかし、経済的にも政治的にも軍事的にも文化的にも今後長くお付き合い

をしてゆかざるを得ない国です。お互い気に入らないところがあっても引っ越すわけには

いきません。そうであればこの隣国を良く学び良く理解して付き合うべきです。特に今回

のような事件を繰り返さないためにも、日本からの進出企業や日本人がこの国を深く学ぶ

ことは絶対の義務かと思います。

中国を学ぶに当たって最良のテキストは信長も秀吉も家康も学んだ『韓非子』です。「待

ちぼうけ待ちぼうけ、ある日せっせと野良稼ぎ♪」の「韓非子」です。ほかにも、『貞観政

要』や小室直樹さんが著された中国に関する書籍は、中国理解に大いに役立つと思います。

最後に余談です。中国やアジア各地で偽物ブランド品や海賊版ＤＶＤを買いあさる多く

の日本人や欧米の旅行者や駐在員を見ていると辛いですね。悪人を育てています。

（2008年 2月 20日記）
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ＣＨＩＮＡ ＲＥＰＯＲＴ ｆｒｏｍ 小山 Ｎｏ．３

「８・８・８・８」北京オリンピック開催へカウントダウン！

日本の同期の皆さん、新年おめでとうございます。

今年も、中国からいろいろな話題を送信したいと思いますのでよろしく。

さて今回は OLYMPICの話題です。まだまだ先のことと思っていた北京オリンピックが、

いよいよ開催年を迎えました。「８・８・８・８」すなわち２００８年８月８日午後８時の

開会式に向け、中国国民が日増しに胸高鳴らせるカウントダウンの開始です。今の中国は

どこに行ってもオリンピック一色。新聞・テレビを見ていても、電車・バスに乗っていて

も、街を歩いていても、酒を飲んでいても・・・・オリンピック、オリンピックです。

鄧小平の政策ゆえをもって貧困から抜け出し、あれよあれよと言う間に世界政治・経済

の中で重要な地位を占めるようになった中国。その中国で、アジアでは２０年ぶりのオリ

ンピック開催です。この期をとらえ、中国は国中が一体となって今の中国そして将来の中

国の存在を世界にアピールしようとしています。その意気込みたるや凄まじいものがあり、

まさに熱気・熱気です。

しかし、ここに多くの中国人を悩ましている問題があります。

日本と違い、数多くいる選手の中から選抜に選抜を重ね、国策で選手を育て上げる中国

ですから、当然のことながらメダルを大量に獲得するでしょう。中国人であれば、自国選

手のメダル獲得の様子を大会会場で間近に見て興奮し、感動したいところでしょう。分か

る、分かる。しかし、それが許されるのはほんの一部の中国人だけです。何故か？ チケ

ットの枚数が少なすぎるのです。

チケットは総計７００万枚発売されます。その内の７５％、５２５万枚が国内向けです。

数だけ見ると十分な枚数のように思えますが、これは今の中国ではあまりにも少ない。つ

い先日、ネット上で、ありもしないチケットを４０万円（！）で売った男が詐欺行為で逮

捕されました。だまされた人は「そんなに安く手に入るのなら」と思ったそうです。

この事件からも窺えるように、４０万円でも５０万円でも、あるいはその２倍３倍のお

金をだしてもチケットを手に入れたい人たちが山ほどいます。何しろ年収が日本円で１０

００万円を超える人が全体の５％、すなわち６５００万人以上いるといわれる（私の見る

ところ、そんなもんじゃない。もっともっとたくさんいる。所得を隠している人、統計に

出てこない人が無数にいる）中国のことですから。

「見たい、見たい。見れるなら幾らでも出す。でも見れない」悩ましき事です。
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私の知り合いの中国人経営者や共産党の人たちは昨年前半まではチケット獲得に自信

満々でした。「裏の手を使って必ずや手に入れる。ムーッハハハハ」と鼻息荒く語っていま

した。しかし彼ら、昨年後半からは徐々に自信を失い始め、今はもう、皆、あきらめの境

地に入っているようです。

オリンピックを控え、そんな中国、こんな上海です。

ところで、我々に近しい人で中国政府に請われ北京オリンピックのために大活躍してい

る人がいます。近々、この人についてお話ししたく思います。

上海にて (08.1.16)
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ＣＨＩＮＡ ＲＥＰＯＲＴ ｆｒｏｍ 小山 Ｎｏ．２

『東京一番、上海二番が願い』

日本の森ビルが上海の金融街・陸家嘴で建設を進めている上海環球金融中心（上海世界

金融センター）が来春完成します。このビルは地上 101階で高さは 492ｍ、完成の暁には

中国一の高層ビルとなります。すぐ隣には、これまで中国一の高さを誇っていた金茂大厦

がありますが、既に上海環球金融中心の高さはこれを凌いでいます。中国一の高層ビルが

日本企業によって建設されることは、日本人として少々鼻が高く、中国人との会話では意

識してこのビルの話題を持ち出し自慢しています。

もともと上海環球金融中心は世界一を目指して建設が始まったのですが、諸々の事情で

建設が遅れている内に、台湾の台北 101（508ｍ）に世界一の座を奪われてしまいました。

しかし、展望台の高さは世界一であり、どのような大パノラマを見ることができるのか、

今から大変楽しみにしています。

（詳しくは森ビルのＨＰhttp://www.mori.co.jp/projects/shanghai/index.html）

「２１世紀はアジアの時代」と言われています。世界の高層ビル上位 10位の内、8棟ま

でがアジアに集中（内 6棟は中国）している事を見ても、また、いずれもこの十年の間に

建設された事を見ても、アジアの時代の到来が間違いないことを窺わせます。

ところで、世界各国の専門家の予測によると、5～6年後に上海がアジアの中心都市とな

るとのことです。どうりで上海は外国人であふれています。どこから湧いてきたのかと思

うほどです。日本、アジア、欧米、南米、ロシア、アフリカ、中近東・・・ほとんど世界

中の国のビジネスマン、観光客が徘徊しています。私が住んでいる 500家族ほどの外国人

専用住宅地には入居を希望する外国人が押し寄せています。因みにこの住宅地、私が住み

始めた頃には日本人家族は我が家も含め 3家族だけでした。ところが今は 60家族近くも住

んでおり、日本人特有の井戸端会議があちこちで見られます。

上海で事業を営むものとして、上海の繁栄は嬉しいには嬉しいのですが手放しでは喜べ

ません。私としては、東京一番、上海二番であって欲しい。日本人マネーゲームは下手だ

けど、独特の感性に基づく技術が造り出すメイドイン・ジャパン製品の品質は世界が束に

なって掛かっても適いません。日本が、日本人が、もっともっと自信を持って強烈にジャ

パン･アズ・ＮＯ１を世界中に売り込んで欲しいと願っています。今の地球環境を考えて見

ても世界が日本の技術を待っています。 （2007年 11月 22日記）

http://www.mori.co.jp/projects/shanghai/index.html
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ＣＨＩＮＡ ＲＥＰＯＲＴ ｆｒｏｍ 小山 Ｎｏ．１

同期の諸兄の尽力で立ち上げられたＨＰを、同期諸兄・諸姉の様子は如何かな、と時折

覗いています。ゴルフコンペ、飲み会、と皆さんのお元気さが伺えますが、少々、投稿数

が少ないかなと淋しい思いもしています。これから６０代の大いなる活躍の舞台を迎える

我々６５期。良きにつけ悪しきにつけ（私なぞ悪しきばかりです）長き経験を積み重ねた

同期お一人お一人のご様子、お考え、生き方を知る事は、私にとって大変に参考になりま

すし、新たな勇気をいだかせるバネにもなります。皆さん、投稿欄にてどんどんお話をご

披露ください。上海の地で拝見させていただきます。折々に、私も相変わらずの酒を飲り

ながら、酔いつぶれる前にパソコンに向かい投稿させていただきます。

私が上海へ拠点を構えてから二十数年が経ちました。この間、絶えることなく、とかく

あれこれと言われ続けてきた中国。日本で声高に言われる通りの中国でもありますし、全

く異なる中国でもあります。私自身の目で見つめてきた中国をご紹介出来ればと思います。

次の私の投稿がいつになるかはわかりませんが、上海で建設が進み、いよいよ完成間近

い中国一の高さを誇る１０１階建ての日本の森ビル（上海環球金融中心大厦・上海世界金

融センタービル）と絡めて中国の今をご紹介するつもりでいます。「高ければ偉い」と言う

わけではありませんが、私は日本人として、このビルを「大きくなれ、大きくなれ、大き

くなって、隣の中国一の金茂大厦（ハイアット）を一日でも早く追い抜け」と応援してき

ました。 （2007年 10月 上海にて 小山雅堂）

竣工間近の森ビル(左)とハイアットビル 森ビル周辺

森ビル周辺 黄浦江対岸から見る森ビル方面


