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旅行第１日目

新千歳－中部国際空港（14:55）－(16:30)上海 浦東国際空港

新千歳空港で中部国際空港行きのチェックインを済ませる。その時に乗り継ぎを聞かれ、国際
線に乗りつぐ旨を告げると、荷物のチェックインも行えるとの事。新千歳空港で手荷物を預ける
事にする。国際便がＡＮＡとの共同運航便であった事をその後知る。便利です。

中部国際空港に到着後、空港内のドコモ携帯電話のショップへ寄る。自分のドコモ携帯をレン
タルに替えて、国際電話が行えるように手続きをする。すでにＪＴＢを通じて予約済みではある。
自分の携帯電話の中のロムを入れ換える事により、日本と同じ電話番号にて中国でも利用できる
ようになるとの事。これは高校生の娘から聞いていた。携帯電話の時間調整（目覚ましがほしか
ったので）は電話の電波で行うらしく、中国に入れば中国の時間表示になるとの事。これからは
国際電話のできる携帯に変更しなくはいけないか。
携帯電話の便利さはあるものの、その料金が問題となる。中国国内で隣の日本人の携帯電話（日

本の携帯）にかけるには、一度日本に電波を送り、日本から又中国に発信するらしい。そのため
に、電話をかけた人は中国から日本への料金がかかり、電話を受けた人は日本から中国への電話
料金がかかるとの事です。電話を受けた側も料金が発生するので、要注意。日本で携帯電話にか
けた人は、相手が何処にいるのか判らず長電話をしがちです。海外に持ち出した携帯電話に日本
の国番号が表示されたら、長電話に要注意です。

携帯電話の発信の仕方
外国から日本への発信
日本の国番号 ＋８１を頭に付ける。 ＋：０部分を長押しして表示する。
電話番号の頭の０を省略して、日本の番号を入力して発信する。

国番号 携帯の頭の番号 ０：省略 通常の番号
＋８１ ９０－ ○○○○ － ○○○○

日本からの受信
＋８１が電話番号の頭に着くのですぐに判ります。長話に要注意。
中国国内の電話への発信は そのまま電話番号を発信します。

日本で使用している携帯電話は電話帳として持参し、日本時間を表示して利用しました。時差
マイナス１時間なので時間が判らなくなる事はなく、目覚まし代わりとして利用することにする。



日本円から中国元へ交換

中部国際空港内の銀行で、日本円を中国元に交換する。中国の物価もよく判らず、ホテル代金
も不明ながら、上海ならクレジットカードの利用が可能と勝手に思い、少量の日本円を交換する。
日本円で１５０００円分を中国元に交換する。１４１７５円で９００元となる。１００円が１

５．７５元の為替レートである。中国元の表記も￥であるので、紛らわしい。
９００元を手に入れるが、すべてのお札が１００元札である。１００元札は高額紙幣であるの

で、現場では使いづらい。小額紙幣での交換をお願いすると、日本での交換は１００元札のみと
の事。現地で交換して下さいといわれてしまった。自販機が使えないではないかと心配する。
現地での自販機で、飲料水を購入しようとするが、いかんせん自販機が見当たらない。日本み

たいに色々な場所に自販機があるはずもないと、後から思った。飲料水をファミリーマートで購
入しようとして１００元札を出すが、偽札との鑑別か裏表などよく見られた。
地下鉄で、お札の利用具合を調べるのを忘れてしまった。中国のお札は案外くたびれている。

日本みたいに綺麗ではないので、偽札かどうかが問題となるのか？

浦東国際空港への着陸時に、茶色に濁った海が見えた。日本の海とは違い中国の河は色が茶色
であるので、海も茶色に染まっているのであろうと勝手に想像していた。次第に高度が下がると、
その海なる中に直線での構造物が目にはいる。田圃のように四角に区画整理されているようであ
る。これは海ではなく、河なのかもしれない。中国のでかい河、長江（揚子江）の入り口で付近
であろうか？中国入国前から、その大きさを実感した出来事である。上海は長江の河口にできた
大都市である。

上海 浦東国際空港(16:30)着
日本と上海の時差は遅れる事１時間。時差は全く感じられず、非常に短い時間で中国へ。

機内では、中華航空（ＡＩＲ ＣＨＩＮＡ）を利用したため、あまり日本語は通じず、入国の際
の書類に手間取る。裏側に英語での表示があったので、何とか理解できた。
入国票よりも鶏インフルエンザのインフルエンザ対策の入国票の記入が手間取る。ゲートでは

カメラによる体温測定が行われていた。

入国審査
あまり多くの人がいなかったので、割合短時間で入国終了する。滞在先、帰国便などの記入が

ないと時間を要するらしい。１５日間の滞在であれば、ＶＩＳＡの申請はいらない。
入国審査に短時間ながら時間を要したために、手荷物はすでにターンテーブルを廻っていた。

自分の荷物を取り、出口へ。多くの人が名前のカードを掲げて出迎えに出ているが、私の迎えは
来ているのであろうか？人垣の中の通路を歩くと、私の名前を発見。やはり「榎田」先生になっ
ていた。



カルチャーショック ＮＯ，１

中国での名前の発音
中国では日本人の名前は漢字であるので、その表記を中国読みするらしい。アメリカ人などは

アルファベット表記で発音するのか？日本人の名前を日本語読みするのではなく、中国読みで表
記する。現場では呼ばれても全く判らず、礼を失した。

榎谷 雅文 シャーグ（夏 谷） ヤーヴェン 雅文と呼ばれたが、榎という漢字が中国に
はなく、つくりの夏をシャーと呼ぶのでシャーグと呼ばれる事になった。シャーグと言われても
全く判らず、人に言われて初めて気が付く程度。
そこで自己紹介の時に、シャーグの意味はキノコの「エノキダケ」に似ているとはなして、「エ

ノキダケ」の呼び方を聞いてみた。「エノキダケ」は“金針茸”（茸は中国語ではこの字ではない
が）と表記され“ジンズングー”と発音するらしい。
これからは“ジンズングー”で通してみようか？それの方が中国人には印象が強いと思われる。
名前が漢字の人は良いが、わたしの子供は「ひらがな」である。ひらがなは中国にはないので、

どうするのであろうか？ひらがなの人は、その意味から適当に漢字をあてはめ、その漢字の読み
で名前を呼ぶとの事。中国国内であれば、適当に名前を付ける事も可能なのか？戸籍にのる訳で
もなく、通称名なので、シャーグでもジンズングーでも可能か。

日本では外国人は、その国の呼び方（発音）で呼称するようになっている。金大中（キンダイ
チュウ）はキムレジュンに、いつの頃からか呼称が変わっている。自国を優先するか、相手国を
敬ってその国の呼称を取り入れるか？国の姿勢が問われる問題か？日本はその点ひらがな、カタ
カナがあるので外国人の表記にも困らない。外国語もカタカナ表記で済ませる事ができる。

カルチャーショック ＮＯ，２

迎えの人の車に乗り、高速道を上海市内へ移動する。最初は車が少なかったが、次第に車が増
えてくる。車線変更はお手の物と見えて、ウインカーも出さずに勝手に割り込んでくる。市内で
渋滞になりそうになると、その割り込みのすごさは大阪の比ではない。ぎりぎりまで車を入れて、
少しでも譲る気持ちがあると負けてしまう。これでも事故が少ないとの事であるが、高速道で車
の側面同士をぶつけている事故を目撃した。どちらも譲り合わずぶつかったものと思える。車か
ら降りて、道路上でその事故の写真を携帯で撮りまくっていた。警察に証拠として見せるのであ
ろうか。高速道路ながら、車から降りている人、中央部分で止まっている車など日本では危ない
行為と思われる事が平然と見られる。ルールはあるようで、ないのが上海？

市内に入り高速を降り、一般道へ。勿論高速道路は無料であった。そこでは今度は歩行者がい
っぱい。ほとんど信号無視である。自己責任で道路を渡る。車の間を抜ける事が一般的であり、
人よりも車が優先である。歩道を渡っていても、すぐ目の前をかなりのスピードでタクシーがす
り抜ける。最初はびっくりして、足がすくんでしまった。

旅行第２日目

２日目は、午前中にホテルの近くを散歩しながら、上海の雰囲気を味わう。到着当日に道路横
断は気を付けるように言われていたので、慎重になるが、いつまで経っても渡る事はできない。



一応信号機はあるが、ほとんどの歩行者は無視である。大きな交差点には、交通補助員みたいな
人がいて、人の横断のコントロールしている。しかし、まじめにしている節はなく、適当に仕事
をこなしている。この交通補助員がいない所では、自己責任である。
対向車の（右側通行なので右見て左見てではない）信号待ちで、横断歩道を半分まで渡った所

で、車が走り出す。両方向共に走り出し、センターライン上で取り残されてしまった。おろおろ
していると、隣の老人に呼ばれてその老人と共に道路を渡り切った。日本では逆であろうが、足
がゆっくりでも、渡るコツが必要である。慣れてくれば、それが自然になるかもしれないが、と
にかく車が優先である。

自転車もバイクもくせ者である。一歩通行路を平気で逆走してくる。それが可能なのかもしれ
ないが、平気である。自転車もそうである。自分が優先であり、人に譲るそぶりは見せない。小
さな道路から、大きな道路に出るにしても、自分が優先であるからぶつかりそうになる。クラク
ションを派手に鳴らし、「そこどけそこどけ車が通る」の世界である。クラクションを派手に鳴ら
さないタクシーはいなかった。

便利かどうか知らないが、右折（右側通行なので、日本では左折に相当）は信号が赤でも可能
である。赤信号でも右折時には、歩道上を常に車が通る。直進車との勝負である。人と自転車の
間をスリ抜けるようにして走り去る。日本のように交通ルールを守る習慣はあり得ない。きっと
誰もいない交差点で、信号通りに走るのは日本人であろう。
只交通で気に入ったのは、自転車やバイクの交通区分がある所があった。この部分は車とは隔

離されており、走りやすそうである。これをもっと増やすべきなのか？さらに、大きな交差点の
歩道橋では（高速道路が上にある）、歩道橋にエスカレーターが付いていた。これは年寄りには便
利であるが、そんな所を渡る老人がいるのか疑問である。

上海の高速道路 建設中のマンション マンション群

カルチャーショック ＮＯ，３

大都会上海である。人口２０００万人の大きな都市である。高速道路が整備されつつあり、地
下鉄もどんどん延びてきている。そして２０１０年には、上海万博が開催されようとしている。
そのためもあり、至る所で工事が行われている。高速道路建設、高層マンション建設、道路整

備など至る所工事だらけである。万博までにかなりの整備をする予定であろう。数千万人が訪れ
てもよいように社会資本の整備である。空港からの高速を走りながら見る風景は建設現場である。
ビル建設用のクレーンが至る所で見られる。落ち着いた町ではなく、これからどんどん成長する
“どでかい都市”である。日本のように空き地がないほど建物が建っている訳ではないが、その
大きさを感ずる。日本とは違う“ビジネス”の大きさを感ずる事のできる大都会である。
それだけ大きな都市であるにもかかわらず、人が多い。東京は狭い小さな場所に人が多いと感



ずるが、上海は広い場所であるにもかかわらず人が多い。

高速道路と橋 歩道の建設 高速道路の建設

カルチャーショック ＮＯ，４

些細なカルチャーショックをあげてみよう。ホテル到着後、手を洗おうとすると水が出ない。
反対方向に捻ると水が出た。日本では時計と同じ方向で蛇口は閉まる。これは逆であった。それ
では湯もそうなのかと捻ると、日本と同じである。蛇口を洗面台の中央側に捻ると止まるのであ
る。慣れるまでかなりの時間を要する。無意識の動作である。色々な場所で試してみようとした
が、通常はワンレバーで、上下の動きで水を留めたりする蛇口が主体であった。

やはりトイレにはウオシュレットはない。これが付いていて欲しいものである。トイレの便器
は「ＴＯＴＯ」が圧倒的である。

ホテルの階の表示が異なっている。１階はロビーなどがあるが、これは「Ｇ」と表示されてい
る。そしてその上が１階である。日本の２階に相当する部分が１階であり、降りてくる時に１階
のボタンを押してそれに気が付いてしまった。英国表示なのであろうか？

カルチャーショック ＮＯ，５

“気遣い”なる言葉は、中国にはないのか？人の目の前を勝手に横切る人が多い。日本では合
図をするか、背の方を廻るように行動するはずである。話をしている間を平気で通り抜ける。
ウエイトレスも、食事が終わったと思えば、勝手にお皿を下げる。一言お済みですかとか、よ

ろしいですかとは聞いてこない。勝手に下げてしまう。
やはり日本は、尊敬語、謙譲語などの文化のある民族のようである。中国で初めてそれを知っ

た。

上海１日は、ホテル内のレストランで食事をしながら、通訳の人から中国のレクチャーを受け
る。大きな国で、国内でも色々あり、言葉も通じない場所（中国語以外がある）があるとの事。
果物が豊富にあり、国のどこかでいつでも果物が採れるとの事。南は東南アジアに接している。

上海２日目

午前中はホテル近郊を散歩する。目的は乳製品の普及具合を見るためと、上海の雰囲気を感ず
るため。迷子にならないように幹線道路を歩いてみる。有名なファッションブランドのビルが軒



を並べるが、工事中の店舗も多い。歩道も工事中である。車の排気で空気は悪い。
喉が渇くも自販機はない。非常に蒸し暑く、汗が多く出る。気温の割に湿度が高い。北海道で

の気候になれているには辛い気候である。メインストリートの路地には、入り口と門が設置され
ている。覗いてみると古い建物が多く見える。メインストリートの裏側は昔ながらの建物、人が
住んでいるようであるが、これを見えないようにストリートを造っている。治安が心配なので、
入り込まないようにした。

繁華街を色々歩いてみても、アイスクリーム屋が見られない。この暑さであれば、アイスが売
れてもよいと思われるが、だれも食べている人もいない。地元の人が入るようなお店を覗いて見
るも、カップアイスは少しあるが、ソフトクリームは見当たらない。ショーケース内のスイーツ
を見てもあまり購入意欲が沸かない。何か貧相に見えるスイーツである。本当においしいのか？
乳製品の品質は大丈夫かい？

やっとの事でソフトクリームを見つけた。マクドナルドのお店で内であった。あまり購入意欲
がなかったので、バーガーとコーヒーで昼とした。
人の動きを見ていると、まだまだスイーツ製品の購入意欲が少ない。きっとおいしいあまいも

のを食べた事がないので購入しないのであろう。乳製品の開発、需要の掘り起こしはこれからか？

２０００万人の１０％でも２００万になる。需要を以下に掘り起こすかで、爆発的な売上げが
期待できる要素がある。各社での競い合いが、需要の喚起となるに違いない。テレビでのコマー
シャルでも、あまいもののコマーシャルはあまり見られなかった。牛乳の販売よりも、乳加工品
の販売や製造がこれから重要と感じた。バターや生クリームが勝負所。中国の乳質はまだまだの
ようであるので、日本の乳業はこれらを勝負所とすべきか。

牛乳パック １Ｌ 下の部分 牛乳ボトル 牛乳のパック

袋入りの牛乳パック ニュージーランドからのＬＬ牛乳



カルチャーショック ＮＯ，６

歩き疲れたので、近くの公園で休憩する事にした。しかし、平日の午前中でもあるにもかかわ
らず、ベンチが人でいっぱいである。やはり人が多いと実感せざるを得ない。人のいない処に腰
を降ろして休む。近くでは老夫婦で太極拳を練習している。
驚きは公園内の石畳である。そこで、水を利用して習字の練習をしている人が多くいる。やは

り漢字の国の人であるが、ここでは略字は使っていない。日本で使われている漢字を石畳の上に
書いている。紙の無駄もなく、便利な練習方法である。それを眺めている人もいる。思わず写真
を撮ってもよいかと英語で話しかけるが、よいとの返事をもらって写真に納める。よく掛け軸に
書かれているような文言のようである。

午後より本業の市場調査に出かける。午前中の散歩で発見した「ソフトクリーム」があるかと
通訳に尋ねると、あるとの事でそちらにタクシーで移動する。
イタリアンジェラートのお店で、日本と同じ様な色々な味のジェラートが並んでいた。価格を

見ると４０元程度となる。約６００円である。かなり高い印象を受けるが、あまり購入している
中国人はいないとの事である。２０元程度にならないと爆発的な売上げは期待できない。しかも、
月餅のように、街角になければ購入チャンスが少なくなり、売上げを期待できない。これではあ
まり売れていない訳である。売り方を考えていない。このお店も多店舗展開はできていないとの
事である。人口が多いから売れる？だから売り方を考えない？

地元の食品スーパーで乳製品を見学する。殊の外多くの種類の商品が見られているが、そのほ
とんどが飲むタイプのヨーグルトである。牛乳をそのまま飲むよりは、ヨーグルトとして飲んで
いるようである。お腹の絵柄が描いてあるので、お腹の調子をよくする事で販売をしているのか
もしれない。
ヨーグルトの容器は色々あり、コンビニで気楽に購入で

きそうな容器である。日本でも売れそうな容器で、商品と
して期待できる。ペットボトルタイプである。
又牛乳は、小さな袋パックや、チューブパックが見られ

た。袋を破く時にこぼしてしまいそうな容器である。牛乳
よりもヨーグルトが主体かもしれない。それもハードタイ
プではなく、飲むタイプのヨーグルトである。会議の打ち
合わせ時に出た牛乳もヨーグルトであった。乳製品の食文
化が少し異なると感じている。



カップアイスもあるが、安いアイスキャンディが主体であるようである。あまり暑いとソフト
クリームは売れない。暑い時に売れるのはキャンディとなる。１本１元程度の格安キャンディが
ある。これが上海の伝統の味のようである。包装も簡単で、箱が壊れているのや、一度解けたも
のもあるとの事である。高級路線で、味のよいものを日本は販売すべきであろう。地元企業がで
きないものを販売し、差別化が必要である。本当においしいものには飢えている感じがする。只
それを知らないだけかもしれない。１％でも２０万の人口がある。２０１０年の万博が起爆剤と
なりそうである。

ポピュラーなアイス キャンディとアイス カップアイス

イタリアンジェラートのアイス 格安アイスキャンディ

最初に行ったのは中級クラスのスーパーであるが、その品質管理には大きな問題がありそうで
ある。売られている魚は、目が死んでおり、鮮度が悪いと一目でわかるような代物である。上海
では海の魚よりも、河の魚が中心のようである。河魚は今回食べてはいない。
回転寿司も見られたが、ネタも小さくシャリも小さい。あまり食べる気がしなかった。お寿司

は海の魚が多いので、鮮度が気になる。サンマも１匹５００円で売られていたが、サンマの本場
の人としては、決して新鮮とは言えない状況である。商品全体の品質管理体制に問題ありか？

次ぎに高級スーパーに行ってみた。これは日本の人が販売などの管理をしているスーパーで、
一見して日本のスーパーであり、商品包装、商品陳列であった。日本にいる感じがする。
商品を見ても、日本の商品が多く見られ、大阿蘇の牛乳や日本の牛乳も一部に見られた。驚い

たのはリンゴである。１個１２００円のリンゴがあり、その近くに１０００円程度のメロンが陳
列されていた。日本の果物は超高級品で、このスーパー位でしか買えないとの事。又他に売れる
スーパーもないとの事である。日本製品が多く見られているが、購入量はいかほどに。



サンマ一匹 ２９元 活魚水槽の鯛 食用のカメ

次ぎに地下鉄に乗ってみた。まだできて新しいので、車内も綺麗である。改札にしても日本で
取り入れられているカード改札が利用されている。プリペイドとその都度のカードが販売されて
いた。カードは再利用されるみたいである。日本の安全設備や、車両の設備が取り入れられてい
るようである。料金も安く１元から６元までであった。路線図が判れば、今度はもっと乗って利
用してみようと思う。綺麗で安心できそうである。上海は夜でも安心との事です。
色々な設備を見るに付け、中国は今一番最新の設備を取り入れている。その設備になるまでの

歴史がないので、一足飛びである。固定電話が復旧する前に携帯電話の復旧になる。余分な設備
投資は必要がないかもしれない。一方歴史を知らない為に、経験がないのが問題か？

次ぎに安い価格のスーパーに行ってみた。一見すると吉野屋風のつくりで、内部を見ても安そ
うである。商品の欠損も見られ、あまり商売に熱心とは思われない。しかし店舗数が多いので、
売上額は多いそうである。

最後に市場に行ってみた。ドジョウがいたり、訳のわからない肉があったりで、購入する気が
しなかった。しかし、一番売ろうとする活気は見られた市場である。公衆衛生の基礎知識が一番
欠けているのかもしれない。

カルチャーショック ＮＯ，７

乾杯
中国では宴会の席に乾杯をするそうである。日本の乾杯とは違い、お

酒を注ぐ感じでお互いに飲み合うのである。自分が飲みたい時に、相手
に乾杯といって飲み合うそうだ。乾杯と言うと本当にすべてのコップの
中のお酒を飲み乾すそうです。この乾杯をアルコール度数５０％くらい
の焼酎で行うそうである。これをすると倒れてしまうので、心配であっ
たが、現地の人との宴会がなくて安心した。

写真は乾杯用のアルコール５０％程度の焼酎で、一口飲むとむせるほ
どのアルコール度。飲み方は一気に喉を流すとむせないですむが、腰が
抜けるそうなのでご注意を。右のコップが一気飲みようの乾杯用のグラ
スで、１０ｃｃ程度のグラス。これだけの量でもきついアルコールです。



旅行３日目

終日ホテルで打ち合わせ

旅行４日目

乳業会社を訪問し、牧場問題点のワークショップを開催
する。

中央左側の２本の高層ビル 右側が森ビル

旅行５日目

帰国の日。タクシーで移動途中に雲の中に頭を入れているビルを発見する。日本の森ビルで、
高さ５００ｍほどで東洋一であるが、まもなく抜かれるとの事。
話のネタにリニアモーターカーで、浦東国際空港へ移動してみる。タクシーでリニアの駅に移

動し、その後リニアで空港へ。時速３００ｋｍの速度で、１５分ほどで空港に到着する。
車両内は、あまり乗り心地はよくなく、通勤車両並みの内装である。時間が短いのでこれでも

よいか。

短い時間のフライトで中部国際空港へ帰国する。

リニアの始発駅 リニアの車両 浦東国際空港


