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1. 「2014 年映画鑑賞会」のご案内
新春も中国映画の鑑賞会を企画しました。日時は新
年会と同じ日で、新年会の前に会を開きます。
大ヒット作『山の郵便配達』のフォ・ジェンチイ監
督の作。主演は『藍色愛情』のグオ・シャオドンとリ
ー・ジア。原作は、『紅いコーリャン』、『至福のとき』
で知られるモー・イエンの「白い犬とブランコ」。郷愁
を抱かずにはいられない村の風景は必見でしょう。
記
日時：2014 年 1 月 25 日(土) 14:00～
場所：東京駅八重洲会議室 2F Room C
あらすじ
美しい山間の村を舞台に、初恋の男女が 10 年ぶりに
再会し、甦る思い出の日々と、切ない運命が招いた厳
しい現実に心揺れるさまを情感豊かに綴った感動スト
ーリー。「紅いコーリャン」の原作者としても知られるモー・
イェンの『白い犬とブランコ』を映画化。監督は「山の郵便
配達」「ションヤンの酒家（みせ）」のフォ・ジェンチイ。
第 16 回東京国際映画祭では東京グランプリと優秀男優賞（香
川照之）を受賞。
北京の役所に勤め、妻と生まれて間もない息子と暮らすジ
ンハー。彼はある日、高校時代の恩師が抱えたトラブルを解
決するため、山あいの村に 10 年ぶりに帰郷した。目的を果たし、北京へ戻ろうとしたジン
ハーは、思いがけず初恋の女性、ヌアンと再会する。薄汚れて、見るからに生活に疲れて
いる様子で、10 年前とはまるで別人のようなヌアンの姿に動揺するジンハー。彼女は幼な
じみで聾唖のヤーバと結婚し、既に６歳になる娘もいた。ジンハーの心に昔の甘く切ない
日々が甦る。翌日、ジンハーは予定を変更してヌアンの家を訪れるのだったが…。
スタッフ
監督：フォ・ジェンチイ
撮影：スン・ミン

脚本：チウ・シー 原作：モー・イエン

音楽：サン・パオ

キャスト
ジンハー グオ：シャオドン

ヌアン リー：ジア

1

ヤーバ： 香川照之

青樹会会報 Ｎｏ．92

（2013. 12. 18）

＜八重洲会議室の案内＞
⽥中⼋重洲ビル(正式名称)
住所：東京都中央区⼋重洲 1-5-15
Tel

03(3273)1167

＜交通の便＞
ＪＲ各線 東京駅 ⼋重洲北⼝ 徒歩 3 分
東京メトロ丸の内線 東京駅 ⼋重洲北⼝ 徒歩 3 分
東京メトロ銀座線 ⽇本橋駅 B3 出⼝ 徒歩 3 分
東京メトロ東⻄線 ⽇本橋駅 B3 出⼝ 徒歩 3 分
都営地下鉄浅草線 ⽇本橋駅 B3 出⼝ 徒歩 3 分

これまでの八重洲倶楽部は改装中のため、
2.「2014
年の新年会」の
近隣の同じような会議室を借ります。くれぐれ
も間違いのないように!!

ご案内
この時期ならば鬼にも笑われないでしょうから、2014 年の新年会の開催案内を致します。
日時：1 月 25 日(土)17:00～
場所：庄や 八重洲口店

（03-3276-0535）

会費：3,500 円程度
参 加 希 望 者 は 押 田 (oshida@azabu-u.ac.jp 、 Fax
042-768-2612、Tel 042-769-1641)宛てに、1 月 18 日(土)
までに御連絡下さい。参加人数の把握が必要なので!!
なお、
「映画鑑賞会には参加できないが、飲み会だけに
は参加したい」と言う向きも、もちろん、大歓迎致しま
す。

3. 会員からのたより
■ 中国商務部、「ネットショップ開店」を奨励！
中国商務部（商務省）は 11 月 21 日、「電子商取引の応用を促進する
ための実施意見を発表、中国電子商取引市場の取引規模を 2015 年まで
に 18 兆元以上にする目標が掲げられた。
「実施意見」では地域における
電子商取引発展政策を定め、小売・海外取引・農作物・生活サービス分
野の電子商取引を重点的に発展させる方針が示された。ネットショッピ
ングのための「試着室」化が、ここ数年で益々目立っている百貨店など従来の小売企業に
桐山一人
対し、「オンラインショップ」を開店し、オンライン・オフラインでの資源補充や共同販促
を実現するよう奨励する。
『実施意見』では、独身デー商戦のような販促パターンを支持し、
電子商取引企業と従来の小売企業がタイアップして、オンライン消費促進を目的とした
様々なネットショッピング PR 活動を繰り広げるよう後押しする。 特に中小企業が海外電
子商取引を行う場合、必要となる政策や資金面での指示し、国として電子商取引企業の「海
外進出」を奨励し支援するという。
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中国・独身の日（11/11）の買い物ブームを受けて、ショッピングサイ
トの天猫はこの日だけで 350 億元の売り上げを達成し、決済サイトの支
付宝（アリペイ）は同日の取引件数が 1 億 8800 万件を超えた。こうし
たネットショッピングやネット決済の爆発的な成長ぶりが、各方面の注
目を集めている。
ネット決済の中でもモバイル決済が爆発的に伸びており、市場
の予測では 2013 年のモバイル決済市場の規模は 8 千億元に達し、
昨年の 5 倍以上になるという。3G モバイルネットワークの発
展・普及に伴い、モバイルネットワークを土台とした電子商取引
（e コマース）活動が発展を続けており、これに対応するモバイ
ル決済が急速な発展段階を迎えているのが要因だという。
＜独身の日＞

中国において、11 月 11 日が何の記念日か御存知でしょうか。中国では、この日は「光

棍節＝シングル(独身)デー」と呼ばれています。中国では、独身者のことを「光棍」
（枝葉
(＝子孫)を持たない木、棍棒。転じて妻子を持たない独身者の意。）と呼んでいますが、
「1」
が 4 本並んだこの日がシングルデーとされたようです。
中国お見合いサイト「世紀佳縁ネット」が行った「2010～2011 年中国男女婚恋観調査
報告書」によると、18 歳から 34 歳までの独身者は約 1.8 億人となっています。また、近
年中国でも晩婚化や「剰女・剰男」（結婚していない男女を指し、その多くが高学歴、高
収入の傾向がある）という言葉が流行するほど独身者数の増加が目立ちます。
最近、中国では、旧暦に基づく伝統的な節句や祝日のほか、クリスマスやバレンタインデーなどの西洋
のイベントや、シングルデーや中国版バレンタインデー（旧暦の七夕）などの中国独自の記念日が定着し
てきています。こういったイベントや記念日が盛り上がる理由は、それを楽しむ人口が増えているだけで
なく、企業がこれを商機として販売促進のツールとしているからでしょう。
中国最大手小売通販サイト「陶宝（タオバオ）」の 11 月 11 日における売上を見てみると、2010 年は 9.3
億元（約 116 億円）、2011 年には 33.6 億元（約 420 億円）を記録しました。
2011 年 11 月 11 日は、「1」が 6 つも並ぶ百年に一度の日であることから、タオバ
オは 2010 年以上のプロモーションを行い、前年比 4 倍近くの売上げとなりました。
ちなみに、売上の上位は、衣類及び靴の販売店ですが、新車の半額タイムセールなど、
高額商品も販売されました。上記広告は今年のシングルデーに向けた半額セールの広
告です。コーチやナイキなどの国際的アパレルブランドや中国ブランドのほか、ヴィダルサスーンやＰ＆
Ｇなどの日用品ブランド、キヤノンやサムスンなどのデジタル商品ブランド、宝飾品、食品など約 200 ブ
ランドの指定商品が対象となっています。
シングルデーの販売促進イベントとは
いえ、このように大規模かつ広範囲の商品
のバーゲンセールがあると、独身者でなくとも購買意欲が湧いてくるというものです。独身者数の増加は、
少子高齢化をもたらし、経済への負の影響が取り上げられていますが、シングルデーというイベントの定
着がプラスの経済効果を生み出しているのは興味深い現象です。（この項目は編集で追加しました）

■ 大連・円安で売上高が 2 割余り減った企業も！
大連市のソフトウエア産業が順調に成長する一方、対日アウトソーシング業務に携わる
日系ソフトウエア企業の多くは苦境に立たされている。特に企業業績への影響が大きいの
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は、2012 年末から急速に進行した円安だ。
大連市ソフトウエア産業協会の関係者によると、2013 年の対日アウトソーシング業務の
受注量自体は前年比で減少していない。 しかし、日系・地場系に限らず、対日アウトソー
シングの受注企業の多くは日本の発注者側と円建てで契約しているため、円安になった分
だけ、人民元換算での売上高が実質的に減少している。 「売上高が前年比で 2 割以上落ち
込んだ計算になるが、日本側に値上げを要求する訳にもいかず、利益を確保するのはかな
り難しい状況」
（日系ソフトウエア関連企業）といった声も珍しくない。 こうした中、2012
年前半までは頻繁だったソフトウエア分野での日本企業による大連市での拠点設立の動き
は、殆ど見られなくなっている。 また、既進出企業のうち対日業務を積極的に拡張してい
る企業も極めて限定的だ。 対日 BPO 業務を行う日系企業からは「現在の為替水準がさら
に続けば、進出企業の間で経営悪化が一段と深刻化するところが数多く出てくる」と、先
行きを懸念する声も聞かれる。 実際、規模の小さい企業の中には、大手企業に吸収された
り、業務を実質的に停止したりしているケースもあるようだ。
■ 中国で 5 番目の先物取引所！
上海市工商行政管理局の発表（11/11）によると、上海国際エネルギー取引センターが 11
月 6 日、上海自由貿易試験区で発足した。 同社は上海先物取引所と上海先物情報技術によ
って設立され、鄭州商品取引所・大連商品取引所・上海先物取引所・中国金融先物取引所
に次いで、5 番目の先物取引所となる。 登録資本金は 50 億元（約 800 億円）。 同試験区
内最大の金融企業で、原油・天然ガス・石油化学品などの先物取引市場を運営する計画だ。
政府が原油の価格決定権を、手に入れる狙いがあるとみられる。

4. 事務局から
寒くなってきて、咳や発熱で困っていませんか？ また、お腹の具合は如何でしょうか？
風邪やインフルエンザは予防である程度の措置が可能です。つまり、①予防注射、②手洗
い、③うがい、そして ④十分な休養 と ⑤規則正しい生活 です。
今シーズンはあまり報道されていませんが、ノロウイルス感染症は日本ではかつて「お
腹の風邪」と呼ばれ、冬に圧倒的に多いのが特徴です。主症状は、嘔吐・下痢・発熱で、
症状には個人差がありますが、通常、1～2 日で治癒し、後遺症は残りません。ただし、免
疫力の低下した老人や乳幼児では長引くことがあり、死亡例も報告されています。
当然のことですが、年末年始の暴飲暴食は慎みましょう!!
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