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日本は絶対に大丈夫！ 
 
１０日間ほど日本に滞在、先週始めに上海に戻ってきました。日本に行く前には、電話や

メールなどで「日本は猛暑、酷暑、炎天続きでバテバテ」と言う声を多く聞いていました。

「どんな暑さなのだろう」と興味津々で飛行機に乗りました。ところが羽田に降り立って

みると・・・何と私には涼しく感じられるのです。空を仰ぐと確かに太陽の光は燦々と輝

き積乱雲もあちこちに見えますが、その上には既に秋の訪れを教える筋雲も見えます。涼

しく感じるのには理由があります。数時間前までいた上海は連日３９度の暑さ、更に湿度

も東京より高い。となれば東京の暑さは心地よいものです。快適です。結局、日本では、

会社でも（来客時は別）自宅でもエアコンを使うこと一度もなく上海に戻って来てみる

と・・・これが見事に暑い。４０度を越える日もあります。諸兄諸姉、３５度や３６度で

は「暑い」とは言ってはならないのです。３９度、４０度になって初めて「暑い」との表

現が許されるのです。 
 
否、それも甘いかな。砂漠の民はもっともっとの高温に耐え不満を言わぬ。現実を素直に

受け入れている。太陽の光に恵まれ

ない北欧の人は、太陽を求め、わざ

わざ南の国まで行く。それを考える

と「暑い」と考える事自体、避ける

べき事かも知れません。心頭滅却す

れば火もまた涼し。口に出せばそれ

が現実のものとなる。暑さのことな

どすっとやり過ごしましょう。私は

３９度、４０度でも平気。毎日、元

気に炎天下を飛び回っています。 上海は毎日毎日素晴らしい天気 
 

らしい天気 ただ、こんな私も「凄い！」と平伏するのは上海万博に連日押しかけている４０万人ほど

の人達です。ギラギラと照りつける太陽の下、コンクリートの照り返しがキツイ中で、お

目当てのパビリオンに入場するため何時間も待ち続け（今日現在、日本館とサウジアラビ

ア館の行列時間が最長で、およそ４時間とか）、また、半日、１日、会場でウロウロする。

その根性、気迫、逞しさには素直に感心せざるを得ません。日本総領事館からのメールに

よると、この暑さで２万人以上の人が介護を受けたとのこと。しかし、１カ月１０００万

人を越える来場者の内の２万人ですから大したことはありません。政府も、テレビ・新聞



を使い、身体の弱い人や老人は来場を控えるように連日警告してますが、それでも爺ちゃ

ん婆ちゃん押し寄せる、車椅子の人も押し寄せる。尊敬の念さえ湧いてきます。 
 
日本の至れり尽くせりの生活環境は世界一です。私が言っているのではなく、世界各国で

の駐在経験をもつ外国人の多くが言っているのですから間違いありません。特に日本の大

都市の便利さは他国の都市に比較するものが無いとのことです。交通、買い物の便利さの

みならず、夏は冷房、冬暖房。これが、会社・店舗・交通機関・自宅すべてに完備してい

る。こんな環境に長く生活していると当然のことながら身体が弱くなり、３５度、３６度

程度で「暑い！」と叫ぶのは無理のないことかも知れません。常々「サムライニッポン」

を外国人相手に宣伝している私にとっては少々寂しいことであり、もっともっと気を強く

もっていただきたいところではあります。 
 
「気を強く」で思い出す事があります。中国人の友人・知人が以前から良く言うことです。 
 
「我々から見ると日本は優れた点を多く持つ国であり、将来に向けても大きな可能性を持

っていると思えるのに、何故、今の日本人は、駄目だ、駄目だ、不景気だ、不景気だ、と

弱気なのか。また、国の指導者が毎年変われば、他の国だったら混乱し没落の道を一気に

辿るはずなのに日本は何ともない。凄い国、強い国、不思議な国と思う。悪い所ばかり強

調して報道するマスコミにも責任があるのではないか。中国では政府も個人も絶対に弱気

を見せない、弱点があっても心配な点があってもそれを伏せて景気の良いことばかり、強

気のことばかり言っている。強気は元気の元だし、元気が続けば景気も良くなる」 
 
そうです。私も全く同様に思います。弱気は絶対に駄目。弱気は、おのれを、社会を、国

を徹底的に駄目にします。そのような例は今も昔もいくらでもあります。個人レベルで言

えば、交通事故で亡くなられた人の６０％はショック死だそうです。事故による傷害が原

因では無いのです。「ああ、もう駄目だ」と思う弱気が自分を死に至らしめたのです。名は

忘れましたが数年前に読んだ阪大教授の本にありました。 
積極の心を教える中村天風さんの本にもあります。日露戦争の時に天風さんが実際に目撃

したことです。二人の伝令兵が弾丸に撃たれました。一人は大腿部を撃ち抜かれました。

この程度は命に別状あるはずがありません。しかし、この兵士「痛い、痛い」と地面をの

たうち回りました。もう一人は片肺を撃ち抜かれました。こっちの方は危ないです。が、

この兵士、大量の出血で青ざめてはいるものの「何のこれしきのこと」と気丈に言い放ち

ました。数日後、天風さんが野戦病院に様子を見に行くと、大腿部の方は既に死んでおり、

片肺の方は相変わらず意気軒昂、結局は死に至ることはなく元気になりました。大腿部の

弱気は死を招いてしまいました。 
江戸時代、小塚原の処刑場で斬罪の刑に処せられた人達の話です。首切り役人が「いざ」



と日本刀を静かに振り上げた時、刀から滴り落ちた水滴が罪人の首に落ちることがありま

す。すると、その瞬間に息途絶え死んでしまう罪人が多かったそうです。「悪い事が来る、

来る」と思っていると水滴が落ちただけでも命を落してしまう。 
こんな話は未だ未だ枚挙に遑が無いほど沢山あります。弱気はいけません。自らへの戒め

も込めて声を大にして言います。弱気はいけません。私は、日本は絶対大丈夫、と思って

います。その理由の数々はいずれ述べるとして、外国人は、殊に中国を筆頭とするアジア

の人々は、何故に日本人が自分の国の現状と将来について弱気なのか理解出来ません。枯

尾花を見て怯えているとしか思えません。もちろん、日本には多くの課題がある事は分か

っています。しかし、課題などいずれの国のいずれの時代にもあります。人の人生と同じ

です。悲観論ばかり述べる評論家など無視し、積極、積極、積極、そしてまた積極、積極、

積極の気概・気迫をもって、希望に満ちた日本を築いて行きたいものです。「いざ百難に試

みん」「憂きことの なおこの上に積もれかし 限りある身の力試さん」「他の助力を求めず、

不運逆境裡に敢然として挺身突入し、万難益々繁からんことを祈願するの意気炎々たり」

です。日本は絶対に大丈夫。私には揺るがぬ確信があります。諸兄・諸姉、お互い強気、

強気、積極、積極で頑張りましょう。 
 
付録の話題です。 
上海に「中日ＣＥＯクラブ」というのがあります。メンバーは今のところ中国人ばかりで

す。「今のところ」というのは、今後、日本人が参加するのは確実だからです。私も誘われ

ていますが、またまた飲む機会が増えることに怯え参加を逡巡、思案しています。このメ

ンバーは会長以下、全員、日本に留学した経験を持ち、中国に戻ってから事業で大成功を

おさめた人達です。弁護士４００人を有する上海最大の弁護士事務所を経営する人、不動

産開発で巨額の富を築いた人、日中間の物流で大成功した人、映画産業で瞠目すべき大活

躍を続ける人・・・様々な人がいます。涙が出るほど嬉しい事に、この人たち皆、日本に

留学した事を誇りに思っていてくれています。このクラブを設立したのも、日中間でのビ

ジネス交流ももっともっと盛んにして、日中共に繁栄して行こう、との主旨からです。日

本は駄目になる、なんて考えている人は一人もいません。生き馬の目を抜く中国ビジネス

の最前線で指揮を振るっている人達の確かな目をもってすれば、日本が没落するはずはな

いのです。 
 
ところで、数か月前に、このクラブのメンバーの一人である私の友人が「アントニオ猪木

を上海に招聘することを考えている」と話してくれました。中国全土でプロレス興業をお

こないテレビ中継もするのだそうです。「ヘェー、おもろいこと考えるな。実現すれば、中

国人の気質からすると事業的に間違いなく大成功するだろうね」と私は他人事のように言

っておりましたが、彼、本当にこれを実現してしまいました。日本のスポーツ紙で大々的

に報道されたそうですので既にご存じの方も多いかと思います。今月１７日にアントニオ



猪木さんが上海に来ました。ガーデンホテル（ホテルオオクラ）にて、新日本プロレス・

中日ＣＥＯクラブ・テレビ会社の三社による契約調印式がおこなわれ、いよいよ中国全土

で日本のプロレスの興業がおこなわれる事が決定したのです。 

スポットライトを浴び
て会場に入る猪木さん。右が私の友人 中日ＣＥＯクラブのメンバー達 

 
私も来賓として、プロレスの事など何も知らぬ息子と共に出席しました。ＣＥＯクラブの

副会長の挨拶は、「中国のスポーツ産業は未だ揺籃期であり、我々は今後、日本・アメリカ

と同様、数兆円から十数兆円規模のスポーツ産業の育成を目指す。今日は、その記念すべ

きスタートの日であり、参列された来賓の方々は歴史の証言者となる」とのものでした。

エッ、私が歴史的証言者？ 出席した事はしたが、酒飲んでつまみを食っているだけなの

に。困ったな。アントニオ猪木さんは唯一の子供出席者である我が息子を見つけ、「オーオ

ー」と握手をしてくれました。猪木さんの「闘魂」が乗り移ってくれるかな、と期待しま

したが、今のところ何の変化も無し。相変わらずノホホンとしています。 

私のノホホン息子 乾杯！全員で「ダァー！」と雄叫
びを上げてました。意味分からん

 
そう、日本には、中国に、アジアに、世界に売れるものが幾らでもあります。ＳＭＡＰな

るグループが初めての海外公演を１０月だか１１月に上海でおこなうそうで、上海のお嬢

ちゃんたちに聞くと、中国全土のお嬢ちゃん、今から胸ドキドキ、興奮状態だそうです。

プロレス、ＳＭＡＰはほんの氷山の一角。世界で売れるものは無尽蔵。日本人の多くは気

づいていませんが、これは「日本」でしか出来ないものです。多くの分野で日本は中国始

め他国に追いつかれ追い越されるでしょう。しかし「日本」にしか出来ないものがあるの



です。これが今後１０年以上にわたって売れに売れつづけるのです。そして「世界の非常

識・日本」「不思議の国・日本」「ガラパゴス現象・日本」は、過去の歴史の中で何度もあ

ったように、自分が気づかぬ内に、さしたる努力も必要無しに僥倖恵まれまたまた世界の

檜舞台に躍り出る事になるのです。 
 
 

２０１０．８．２４深夜 
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上海世界博覧会に来られる諸兄、諸姉へ！ 

上海世界博覧会（以下、上海博）は半年の長きにわたり開催されます。この間に機会を

見つけて上海博へ行こう、蘇州、無錫、杭州などの観光地を巡ろう、とお考えになられて

いる同期諸兄・諸姉も多いことかと思います。予測調査によると海外から上海博に来る外

国人の数は約 600 万人、その内、日本人が断然トップで約 30％を占めるそうです。上海の

友人たちは「ありがたや、ありがたや」と大変喜び感謝しています。中国から日本への観

光客が年間 100 万人を越え、日本各地で大枚を使いまくり、疲弊していた観光地、観光旅

館、地域経済を救済し支えてくれているのですから、恩返しの意味でも大勢の方に来てい

ただきたいですね。そこで、上海在住 20 年以上という私、小山が皆様にちょっとアドバイ

スをさせていただきます。（長く住んでいたから偉いなんてことは全く無い） 
 
ところで、私は常々中国の真実の姿を友人・知人に伝えているつもりですが、私の人徳

の低さゆえか、友人・知人のイマジネーションの貧困さゆえか、おそらくは前者ゆえと思

うのですが、私の話に対する反応は「ホントかよ？」「冗談だろ？」などといったものです。 
そこで今回は、皆さんに素直に信じていただくために、在上海日本国総領事館から私の

ような在留邦人に対して出されているメルマガの内、直近の「上海博開催に伴う注意喚起」

をそのままコピーして掲載し、そこに私が多少のコメントを付け加えたいと思います。お

断りしておきますが、私のコメントは総領事館とは一切、全く一切関係なく、すべては私

の責に帰するものであります。以下、総領事館からの情報は青字、私のコメントは黒字。 
 

こちらは、在上海日本国総領事館緊急一斉通報です。 
この一斉通報は、大規模災害等の緊急事態発生時における通報のほか、 
在留邦人の皆様にご注意いただきたい情報について、 
在留届に記載されたメールアドレスへ自動的に配信しています。 
このメールに対する返信は不要です。 
 
《上海万博開催に伴う注意喚起》 
 上海市では、5 月 1 日から 10 月 31 日までの半年間、上海万博が開催されます。 
 上海万博期間中の来訪者数は 7 千万人以上と見込まれており、中国当局は、不測の事態

を避けるため、万博会場はもちろんのこと、空港や地下鉄、高速道路等においても厳重な

警備体制を敷き、セキュリティ対策を強化しています。 
 つきましては、上海へ渡航・滞在される方は、以下の諸点にご注意いただくとともに、

犯罪やテロなど不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の治安関連情報の入手に

努め、大勢の人が集まる繁華街や公共交通機関等では周囲の状況に注意を払うなど、安全



確保に十分注意して下さい。また、仮に事件、事故等に遭遇した場合には、警察等の指示

どおりに行動することを心掛けて下さい。 
 
１．パスポートの携帯義務 
 中国の法令では、中国に在留または滞在する満 16 歳以上の外国人は、パスポートを常時

携帯することが義務付けられており、警察官に提示を求められた場合には応じなければな

りません。これに違反した場合には罰金等を科されることもありますので、盗難や紛失に

十分注意しつつ、常時パスポートを携行して下さい。 
 
２．臨時宿泊登記 
 中国の法令では、外国人が中国国内で臨時に宿泊する場合には、都市部では 24 時間以内

に公安当局に届け出て臨時宿泊登記を行う必要があります。ホテル等に宿泊する場合は、

チェックインの際にパスポートを提示して臨時宿泊登記表に記入すれば、ホテルから公安

当局へ提出されますが、知人宅や会社社宅等に宿泊する場合には自分で届け出を行う必要

があります。届け出がない場合には罰金等を科されることもありますので、ご注意下さい。 
 
過去、私の家にも多くの友人が泊まってくれたが、届け出をしたことは一度も無い。（こ

れまずいかな） 私の実感だが、上海の警察は普通の日本人に対して優しい。罪を犯した

日本人には当然のことながら厳しい。上海人も日本人には概して優しい。しかしながら、

一応、総領事館の注意喚起は守った方が良いでしょう。罰金取られても総領事館、私、共

に責任は一切無い。 
 

３．ぼったくり被害 
 声を掛けてきた見知らぬ女性や客引きについて行き、一緒に入った飲食店等において多

額の料金を請求され支払ってしまう、いわゆる「ぼったくり被害」に遭ったとの報告が当

館に対し多く寄せられています。具体的には、「日本語を教えて欲しい」などと片言の日本

語で声を掛けられ、誘われるまま喫茶店やカラオケ店等について行ったところ、勝手にア

ルコール類や食べ物を注文され、飲食代として多額の料金を請求されるという手口で多く

発生しています。また、宿泊先ホテルの付近にいる客引きについて行き、同様の被害に遭

うケースも報告されています。このような声を掛けてくる見知らぬ女性や客引きには絶対

についていかないよう、ご注意下さい。 
 
ご注意！このケースに遭遇するのは外国人のなかでも日本人が一番多い。次はＸＸ国。

観光客や中国に来て間もない連中が引っかかる。キレイなお姉ちゃんに片言の日本語で話

しかけられるとコロッと引っかかる。数万円から 10 万円は取られると覚悟しなくてはなら

ない。お姉ちゃんは地方出がほとんど。被害に遭った日本人で隙をみて、私のところに逃

げ込んできた奴がいる。トイレから携帯電話で連絡があったので現場に救出に行ったこと



もある。ぼったくりに遭うのは鼻の下を長くしている罰、自業自得だね。彼らを被害者と

は呼べません。警察も上海市民も助けてくれません。繁華街の中でも被害が一番多い場所

は南京路。ちなみに私、声をかけられたのは数限りないが、お姉ちゃんの後に着いて行っ

たことは、断じて・・・・一度も、無い。 
 
４．買春に関する注意喚起 
 日本人が買春行為により警察当局に拘留されるケースが発生しています。中国において

は、買春行為（性的サービスを伴うマッサージ等を含む。）は違法であり、15 日以下の拘留

及び 5 千元以下の罰金が科される可能性があるほか、国外退去処分及び一定期間の再入国

禁止措置が付される場合もあります。 
 当地に滞在・渡航される方は、中国の法令を遵守し、このような違法行為は厳に慎むよ

うにして下さい。 
 
これまたご注意！ある夜、我が家に電話が掛かってきた。知らない日本人だ。涙ながら

に必死に訴える。買春で警察に捕まったのだとさ。仕事で来たので拘留されると大変なん

だって。自己責任だからそれも仕方ないだろ、と突き放したいところではあるが、アァ－、

そうは言っても同じ日本人。カミさんと手配し罰金だけで釈放してもらった。この日本人

「恩は一生忘れません」なんて言ってたけど、その後何の連絡も寄越さない。事が事だけ

に無理もないか。ところで、彼は何で我が家の電話番号を知っていたのか？ 今も分から

ない。あらためて諸兄、くれぐれもご注意を。前項に、そしてこの項に当てはまる日本人

に対して警察は決して優しくはありません。 
 
５．交通事故 
 中国では、右側通行や赤信号時の右折可など、日本と交通規則が異なる上、車の信号無

視、歩行者や自転車の無理な横断、整備不良車両の運行、高架道路での速度超過や無理な

追い越しなど、交通マナーが非常に悪いため、いつ交通事故に巻き込まれてもおかしくな

い状況と言えます。歩行中や横断中は左右後方から近づいてくる車両に十分注意するなど、

自己防衛に努める必要があります。また、当地で交通事故の被害に遭った場合、日本と同

様の被害補償を受けられるケースはほとんどありません。もしもの場合に備え、海外旅行

傷害保険には必ず加入するようにして下さい。 
 
私は中国で会社の行き帰り以外は自分で運転する。一応は社長だから出社・退社時は運

転手に任せる。本音は自分で運転したい。何故って？ 決まっている。怖いから。自分で

運転した方が安心。「自分で運転をしている」というと中国にいる日本人の多くは「凄い！」

と言う。これら賛辞の言葉で、諸兄・諸姉は中国の交通事情を推測出来るでしょう。万博

を控え、過去一年、交通規則を守らせるために上海市は大変なる努力を払ってきました。

万博で上海に来られた方は、ほとんどの交差点に交通指導員、警官が張りついて車、バイ



ク、自転車、通行人に交通指導をしているのを見ることが出来るでしょう。万博の間は普

段より大分安全化と思います。 
この文章をしたためながら思い出したことがあります。昨年の上海での高校同級会のこ

とです。初日は皆「ヒデェーな。人が横断歩道を渡っているのに車も自転車もバイクも突

っ込んで来る。ルールも何もあったものではない」と非難の連続でしたが、何と、何と、2
日目になると完全に環境適応。「要領は分かった！」とのことで、車が寸前まで来ているの

にその前を堂々と横切って行くのです。皆さん、決して彼等の真似はしないで下さい。彼

らは周囲の色に即座に染まることが出来るカメレオンのような環境瞬間適応人種、特異な

る還暦越えオヤジ人種です。くれぐれも、くれぐれも総領事館の注意を遵守して下さい。 
 
６．日本語対応ホットライン 
 上海市では、日本語や英語等の外国語に対応した 24 時間のホットラインが開設されてい

ますので、参考にして下さい。 
○上海万博に関する問い合わせや苦情など 
「９６２０１０」（海外の携帯等からの場合：＋８６－２１－９６２０１０） 
○上海市内滞在中の電話通訳サービスなど 
「９６２２８８」（海外の携帯等からの場合：＋８６－２１－９６２２８８） 
2010 年 4 月 27 日 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
在上海日本国総領事館  住所： 200336 上海市万山路８号 
ＦＡＸ： 021-6278-5988 ＴＥＬ： 021-5257-4766（内線 869・871） 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
それでは諸兄・諸姉、上海博を十分に堪能なさって下さい。日本館を隅々まで丹念に見

学し、日本人としての誇りと自信を新たにしてください。そして日本の明るい未来を感じ

取ってください。中国館も素晴らしいとのことです。絶対に外してはいけません。上海、

そして上海周辺は日本人になじみ易いところです。（と、私は個人的に思う）食事も日本人

の口に合います。安全についても東京と同程度と考えていて良いと思います。 
さて、万博にいつ行くかです。上海の 5 月は良い季節です。6 月中旬から 7 月は日本と同

じ梅雨です。8、9 月は非常に蒸し暑いです。10 月も良い季節ですね。11 月になると上海

蟹の季節が始まります。これは美味いですよ。最初は「食べるのに面倒くさい」と思って

いたのですが、食べつづけると、もう駄目。病み付き。本物の上海蟹は昔に比べるとべら

棒に高くなりました。もっとも 11 月には既に上海博は終わっています。 
（2010 年 5 月 14 日記） 
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ある友人曰く「お前のチャイナレポートは彗星だ。」私「何で？」友人「ほとんど見るこ

とができない。」 私「せめて俺が酒を飲まない日と言ってくれ。」 友人「何だ、それは？」 

私「ごくごくたまには見られる。」 友人「アホ！」 
と言う訳で、大変ご無沙汰しておりました。その後の私はと言えば益々元気になる一方

でして、相変わらず中国の各地を放浪したり、アフリカの奥地でヘビとベッドを共にする

ような生活を過ごしております。 
 
今回、私にとって実に喜ばしいことがありました。これを是非とも同期諸兄・諸姉にお

知らせしたく、重い重い筆（ワープロだから筆でなく指か）をとる事にいたしました。 
 皆さんご周知のように、192 カ国と 48 の世界機関を集め、７千万

人以上の人々が来場すると予測される上海世界博覧会（以下、博覧

会）が 5 月 1 日より 184 日間の会期で始まりました。参加関係国・

機関、そして来場者数、投下資本などなどから今世紀最大の催し物

となると言われている博覧会です。博覧会のテーマは今の中国が抱

え解決を求める課題でもある「BETTER CITY、BETTER LIFE」。 
 

この博覧会のために、上海市は日本円で６兆円の巨額の投資をおこない、交通インフラ

整備、環境整備、広報・宣伝・教育活動をおこなって来ました。この投資により上海は、

殊に博覧会のメイン会場となる浦東(上海の真ん中で上海市を二分して流れ、上海人の心の

故郷といわれる黄浦江の東側)は、まさしく劇的に変貌を遂げました。この 2 年間の浦東の

変貌には驚愕、呆然、唖然、池波正太郎さんばりの表現をすると「瞠目」するばかりでし

た。このような猛スピードで街並み、道路が変わるものなのか。この変貌ぶりをご報告す

ることも今後あるかも知れませんが、先ずは博覧会です。 
 
この博覧会には 7 千万人もの人が来場する。毎日毎日、ナ、ナント 40 万人ですぞ。凄ま

じいことです。「お前の現地法人も博覧会景気で潤うだろう」と多くの知人・友人に言われ

てきました。確かに、世界から無論日本からも一攫千金を狙って、人も会社も上海に陸続

と来ており、その中私と親しい日本人は、「期間中に利益 5 千万円を確保する」と豪語して、

今のところ順調に稼いでいるそうです。しかし私の会社は、不思議な事に昔から世間の好

景気とは一切縁がない。これは日本の私の会社も同様で、日本のバブル時期も全く恩恵無

し。ただ、不景気だけは影響があるという何ともはや致し方のない会社なのです。事業に

好影響が無いことは別に気にもなりませんが、博覧会のために市内各地で交通規制や厳し

博覧会マスコット 
海宝くん 



い検問がおこなわれることは気になるのです。当社の社員や貨物の移動に支障が出て来る

からです。支障が出ればすなわち業績低下。そんなこんやはありますが、私は日本男児と

して、せこい事は言わず素直に博覧会の大成功を祈っています。この言、政治家、財界人

に良く見られる中国に対するオベンチャラではありません。後述する日本に対する期待ゆ

えです。 
 
私は博覧会に未だ行っていません。仕事が忙しいこともあるのですが、会場の入り口で、

また、パビリオンの前で何時間も並ぶことがどうにも億劫だからです。ただ、日本館の人

気は如何なものになるか、開催前から大変気を揉みながらも期待していました。今回の博

覧会には珍しく日本政府も財界も大分気合を入れていたからです。「世界一キレイなトイ

レ」「日本食の精華を提供する高級和食レストラン」「最先端環境技術やロボット」・・・。

日本文化に対する中国人や外国人の熱烈な志向を日常的に見てきている私は、絶対に日本

館は実質人気ナンバーワンとなるだろうと確信していました。 
 
さてそこで、冒頭部分で申し上げた「実に喜ばしいこと」です。既に私の甥っ子、姪っ

子や我が社の社員、中国の友人・知人らが、朝５時前から並ぶという根性・気迫を示して

博覧会を見学しました。私は日本館の様子を、他の国との比較を、彼ら、彼女ら十数人に

しつこく聞きました。その結果は以下の如く私の予想通り、期待通りのものでした。日本

館に入場した全員が「日本館素晴らしい！」「日本館キレイ！」「日本館面白い！」「日本館

感激！」です。もっとも、私が話を聞いた人の半数以上は日本館へ入場しませんでした。

実は入場を諦めたのです。日本館には興味津々であるし、是非とも入場したかったのです

が、余りにも待ち時間が長い。４，５時間だそうです。この時間に耐えられない人は他の

国々のパビリオンに回る。待ち時間は日本館と中国館が一番長いそうです。博覧会場に入

場するときに日本館と中国館の見学は予約しておいた方が良いそうです。 
 
予想通りとはいえ、私は彼ら、彼女らの話を聞いて心底から嬉しくなりました。このと

ころ元気が見られなかった日本が、世界中の耳目が集中している博覧会で何と半年間とい

う長期にわたって注目を浴び続ける、関心を呼びつづける・・・素晴らしい事です。嬉し

い事です。ありがたい事です。五木寛之さんのように「日本はもう駄目」と言う日本人は

数多くいます。森嶋通夫さんのように「困難山積、時間もないけどラストチャンスはある」

と言う日本人もいます。私も外から日本を見ていると、特に日本の政治や教育を見ている

と五木さんの意見に賛同したくなる事しばしばです。しかしながら、繊細な感性と透徹し

た目を育ててきた日本人の文化・技術は世界が束になっても絶対に真似する事が出来ない

ところであり、必ずや世界が日本を必要とする時が来ると信ずる私としては森島さんの説

を支持したいところです。博覧会の半年間、日本の存在を世界に強くアピールしつづけ、

世界の日本に対する注目・好印象度を上げることを切に願います。博覧会が日本の若者に



とって、日本に、そして日本人である事に自信と誇りをもって外国と付き合えるようにな

って行くための契機の一つとなる事を、大いに期待しています。 
 
日本にいる谷川昇君（２組）からの連絡では、「入場者数から見ると日本館は６，７番人

気」などと報道されている様ですが、これは絶対に見方を間違えています。さっと見て、

さっと終わるパビリオンは回転が速いので当然の事ながら入場者数は増えます。来場者が

ジックリ、ユックリ、感動を覚えつつ隅々まで見るパビリオンは、これも当然の事ながら

入場者数は制限されます。中国館も非常に素晴らしいものだそうで、主催国ということも

あって圧倒的な入場者数となるのは自然の流れですが、私は日本館が実質ナンバーワンと

思っておるところであります。 
 
以下は博覧会に行った人達、私が話を直接聞いた人達の意見です。「日本館と中国館を中

心に、後は幾つかを自分の好きなままに見れば良い」だそうです。幾つかの国のパビリオ

ンは全くつまらないそうです。くれぐれも言っておきます。私の意見ではないですよ。 
 
余談 
１．私の知人である欧米人が博覧会のパビリオン建設、内部設営の仕事に携わっていまし

た。彼の話では「日本館は一番夜遅くまで働いていた。」 日本人よ、もっともっと働

きましょう。勤勉は美徳です。中国人で成功している人達を見ると皆、良く働きます。

月月火水木金金です。朝早くから深夜、日が変わるころまで働きます。素直に感心し

ます。勤勉、努力は傍で見ていて美しいものです。 
２．博覧会のテーマソングが岡本真夜さんの曲の盗作だった件。周囲の中国人は異口同音

に「恥ずかしい～！」日本でも無名、有名を問わず盗作騒ぎが度々おこるのだから、

余り責めるには及ばない。素直に盗作を認め曲の使用許可を請うた万博事務局、そし

て「名誉な事」としてこれを認めた岡本さん、両者ともに清々しい。 
３．1970 年の大阪万博は 6400 万人もの人が入場し、今回の上海万博までは過去最大の万

博だったのだそうですね。あの時代、あの頃の日本の人口を考えると驚異的数字です。

国の勢いがあるときは、やはり人も集まるのですね。 
４．大阪万博を企画発案したのは、そして「万博」という造語を成したのは、上田高校大

先輩の和田裕さん（４８期）が、まだ２０代の若手通産官僚であられた時のことです。

この先輩、頭の回転が速く記憶力も抜群、私が電卓を用いて計算している時に暗算で

私より早く答えを出されます。我等が同窓諸先輩には大変優秀な方々が煌めく星々の

ように沢山いらっしゃいますが、後輩が僻まない様に少しはご配慮願えるとありがた

いのではありますが・・。（お前たちがアホすぎるからと言われると黙する以外にあり

ません。） 
（2010 年 5 月 13 日記） 
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