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論　　説

一　はじめに

　中国に行って街を歩いていると、その気がなくても、否が応でも、いわ

ゆるマナーの悪さが目についてしまうことがある。路上にゴミが落ちてい

るとか、道を渡ろうとすると自動車が右折してきて轢かれそうになるとか

（中国は車線が日本と逆である点に注意）、自転車やバイクが（場所によ

っては）散乱していて歩行者がうまく進めないとか、車道上だと逆走にな

ってしまうが故に歩道上をバイクが走行してきて歩行者が危険に晒される

といった出来事である。これは、中国に一度でも行ったことがある者であ

れば、少なからず経験したことがあるのではあるまいか。

　ところが、である。中国において、こうした事態がまず見られない都市

が実際に存在する。江蘇省にある宿遷市である。江蘇省宿遷市は、2017年
11月、中国共産党の中央精神文明建設指導委員会によって中国一の「文

明」都市【文明城市】〔――中国語の原語を記した方が良いと考えられる

場合は、すみ付きパーレン【　】の中に記す。以下、同じ。〕と認定されて

いる⑴。とりわけ、交通マナーの良さとゴミが全く落ちていない等のきれい

な街という点では、他の場所から来た者が、ここはいったいどこの国なの

か、本当に中国なのかとの疑念を抱くぐらい、目を見張るものがある。

　交通マナーについていくつか紹介しよう。歩行者が路上に立ち、道を横
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断する素振りを見せるだけで、車が必ず停止し、歩行者は横断することが

できる。歩行者も、横断が予定されている場所（横断歩道）以外で横断す

ることはまずない。交差点では、信号が赤のとき、車も原動機付自転車も

停止線の「手前」で停止し、停止線より前に出ることはない。原動機付自

転車の走行車線が自動車の走行車線と歩道の間に設けられており、その走

行車線の内側を原動機付自転車が走行している。《驾驶园》という雑誌の

記者が、宿遷市において「中国式道路横断」が駆逐されたのは本当なのか

について秘密裡に調査した。2017年3月1日の16時30分から30分ほど、西湖

路と富康大道の交わるある繁華街の地点で立っていたところ、2台の原動機

付自転車が赤信号を無視しただけであり、同日21時40分から多くの交差点

のところで1時間ほど観察していたところ、一人の商人が赤信号を無視した

だけだった。両時点での交通量から考えて、歩行者と車の信号遵守率は99
％を超えていると報告している⑵。また、店の前の歩道上に看板等が全く置

かれていないので、歩行者の通行の妨げとなることもない。こうした点か

ら分かるように、もし周囲の店舗の中国語（簡体字）による看板や公的機

関による宣伝文字がなかったならば、中国にいるという感覚が完全に失わ

れるであろう。少なくとも日本国福岡県北九州市小倉北区よりは、はるか

にきれいなのである。

　本稿では、現地調査に基づき、宿遷市のやり方を紹介・検討したい。幸

いなことに、筆者は、2017年9月中旬と11月上旬の2回、それぞれ2日程度で

はあるが、現地調査をすることができた。その際、宿遷市文明办の実務の

責任者である王 勝輝氏を始めとして、インタビューも行うことができた（詳

細は二）。そのときの視察と文献調査に基づき、本稿をまとめた次第であ

る。宿遷市自体がとりたてて有名ではない小さな市であることは確かであ

るが、この市が中国一の文明都市と認定されていることは日本において全

く知られていないのであるし、中国人ですら宿遷市自体とその事実を知ら

ない者が多い。現に、宿遷市に実際に行って聞き取りや調査をした研究者

は私たち筆者の他に誰もいないのであるから、この事実を紹介するだけで

も意義があると考えられる。また、数十年前からいわゆる先進国と言われ
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てきた日本での話ではなく、（第二次世界大戦後、日本より発展が遅れ

た）中国において日本と同等の、ないしは日本以上のきれいな街をきちん

と作り上げているという事情の紹介は、とりわけ発展途上国におけるきれ

いな街の形成のためにも資するものがあると予測されるのである。

二　インタビューの概要

　実際の検討に入る前に、私たちが行なったインタビューについて、ここ

で記しておく。

　1回目は、2017年9月17日（日）で、16時10分頃から18時前ぐらいまで、

黄河公園（文明交通主题公园）にて行われた⑶。応対して下さった方は、宿

辶千市公安局交通警察支队一大队二中队指导员である赵 东风氏、宿辶千市公安

局交通警察支队综合科の陈 晓氏、辅警の陈 婷婷氏と张 星星氏、そして、宿

辶千市文明办工作人员の陈 利氏である。最後に掲げた陳利さんが公安局交通

警察支隊と連絡をとってくださり、これが実現した。陳利さんには、次に

掲げる王氏（＝陳利さんの上司）が連絡をとって下さった。このときは、

特に趙東風氏と陳暁さんから話を伺った。以下、このとき得られた情報

は、「1回目のインタビューより」と記すことにする。

　2回目は、2017年11月5日（日）で、15時30分頃から17時30分ぐらいまで

2時間、行われた。応対して下さったのは、宿辶千市文明办副主任の王 胜辉氏

である。先にも触れたように、王氏が、宿遷市における文明に関する実務

の責任者である。以下、このとき得られた情報は、「王氏の話」と記すこ

とにする。

　インタビューに際しては、氏名も含めて、論文で記載したい旨及び論文

以外では使用しない旨を伝え、インタビューに応じて下さったすべての方

々から、これらすべての事柄について許可を頂いていることを、ここに付

記しておく。むしろ、インタビューに応じて下さった方々は、日本で論文

化されることを喜んでおられ、氏名の秘匿といった面とは打って変わっ

て、宿遷と自分たちのことを宣伝してほしい、とのことであった。
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三　「文明」の意義

　今日の中国では、「文明」の推進が重要な事項となっている。2012年11
月、習　近平総書記の時代になって、12のキーワードからなる「社会主義核

心価値観【社会主义核心价值观】」が特に重視され、大々的に宣伝されて

いるが、その中の一つが「文明」である。この社会主義核心価値観は、「富

強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛国、敬業、誠信、友

善」の12のキーワードを主とするもので、前四者は国家に関する価値目

標、中四者は社会に関する価値傾向、後四者は公民に関する価値準則であ

る⑷。「富強、民主、文明、和諧を唱導し、自由、平等、公正、法治を唱導

し、愛国、敬業、誠信、友善を唱導し、積極的に社会主義の核心価値観を

育成」しなければならない旨が2012年11月の中国共産党第十八回党大会に

おいて提示されたことに基づく。「社会の主体が文明を追求することで、個

々人の素養を高めることができ、社会秩序を優良なものとすることがで

き、国家の発展を推進することができる」⑸というのである。

　この「文明」という中国語は、訳しにくい語である。いわゆるエジプト

文明とかメソポタミア文明というときの文明と同じ意味のときもあるが、

それとは若干、異なり、「文化の高い」という意味だったり、「礼儀正し

い」という日本語がピッタリくることが多い。「文明」については、1980
年12月にすでに鄧 小平氏が強調しており、1997年4月21日に「中央文明办」

が中国共産党中央宣伝部に設置され⑹、その年から文明の推進それ自体につ

いての何らかの活動は行われていたと言える。宿遷市政府においても、「宿

辶千市文明办」という部署が、この文明に関する職務を担当している。

四　宿遷市の概要

　宿遷市は江蘇省北部に位置する市である。江蘇省の中では最も遅く市に

昇格した市である。遅く、とは言っても、すでに20年近く経ってはいる。
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ただ、江蘇省の他の都市よりも、高速道路の開通が遅れた等の理由から、

経済的に若干、遅れている面はあるかもしれない。2016年末の常住人口は

487.94万人であるが⑺、市の中心地である宿城区と宿豫区の人口について

は、宿城区の2016年末常住人口は61.49万人⑻、宿豫区のそれは44.87万人⑼

である。その他の県の人口が多いため、総人口が488万人近くになっている。

面積はおよそ8,500㎢であり、広島県や兵庫県と同じぐらいで、東京都の約

4倍弱である。かつては黄河が流れ、京杭大運河（＝北京と杭州を結ぶ大運

河）が通っており、いかにも江蘇省らしく水運の街であったと言えるだろ

う。高鉄（＝いわゆる中国版新幹線）はまだなく（現在、建設中で、1年後

に開通予定）、江蘇省の省都である南京から高速バスで3時間半以上かか

る。空港もなく、隣の徐州市の徐州観音空港を利用することになるが、徐

州空港から宿遷までタクシーで高速道路を飛ばして1時間10分以上はかか

る。こうした意味では、言ってみれば、陸の孤島である。歴史上、項羽の

出身地であり、「项王故里」として観光名所の一つとなっている。

五　宿遷市の文明に対する取り組み

　１ 《宿遷文明二十条》

　宿遷市の特徴はなんと言っても《宿遷文明二十条》（Suqian 20 Civilization 
Terms）である（以下、《文明20条》と略称する。）。これは、2015年6月4日
に発布されたもので、中国で初めてのものである。市民の行動についての

いわゆるマナーを文章化したものである。以下、日本語訳で紹介する。

《宿遷文明二十条》（筆者による共訳）

１．秩序正しく列に並び、割り込まないようにしましょう。

２．公共バスの中では、席を必要としている人に、進んで席を譲りま

しょう。

３．エレベーターを利用するときは、降りる人が先で、乗る人は後に

しましょう。
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４．エスカレーターに乗るときは、右側に立ちましょう。

５．静かにドアを閉めましょう。

６．汚い言葉を使うのはやめましょう。

７．公共の場所で騒ぐのはやめましょう。

８．ゴミは分類し、ところかまわず捨てるのはやめましょう。

９．広告をみだりに貼ったり描いたりするのはやめましょう。

10．酒を勧めるときは、ほどほどにしましょう。

11．食事のとき、嚙む音をたてないようにしましょう。

12．食事は残さないようにしましょう。

13．公共の場所でたばこを吸うのはやめましょう。

14．ところかまわず痰を吐くのはやめましょう。

15．咳をしたり、くしゃみをしたりするときは、手でおさえましょう。

16．公共の空間で鼻をほじるのはやめましょう。

17．目上の人との電話のときは、相手が先に電話を切るのを待つ方が

良いでしょう。

18．つっかけを履き、パジャマ姿で公共の空間に現れるのはやめまし

ょう。

19．幼児を連れて外出したとき、ところかまわず大小便をさせるのは

やめましょう。

20．イヌの散歩をするときは縄でつなぎ、ふんは直ちに片付けましょ

う。

　この《文明20条》は、街の至る所で見ることができ、大々的に宣伝さ

れ、市政府として市民の文明度を高めようとしている。日本人が読んだと

き、そこまで文字化しなくても良いのではないかと考える向きもあるであ

ろうが、このような文章を作成したこと自体が中国において初めての取り

組みであった。実際、これを宿遷市政府が発表したときは、（中国）全国が

驚いたという（1回目のインタビューより）。そして、BBCがこれを報じて

いる⑽。
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　この《文明20条》の作成過程について。社会主義核心価値観と関係して

いる。王氏の話によれば、社会主義核心価値観のために、実際の行動が上

から求められ、王 天琦市長は、「文明」を国に対して提案した。これが出発

点であるという。宿遷市としては、3番目のキーワードである「文明」を重

視して行動します、ということである。そこで、文明について文章化する

にあたり、市民から意見の募集を行なって、それを検討した。1万1150件の

意見が寄せられたという⑾。専門家にも意見を聞いている⑿。そして、市政

府の委員会で通過し、2015年6月4日に新聞、テレビ、ラジオに対する発表

会を開いている。

　市政府の中で、《文明20条》のための特別な部門は作っていないとい

う。90年代後半にできた「文明办」が、文明の行動の指導や推進の業務を

行なっている。「文明办」は、最初は宣伝部の下の部門であったが、だんだ

ん独立したという。王氏は、2008年からこの仕事をしている。

　王氏の説明では、この《文明20条》のポイントは2点あり、それは①法律

のような面と②個人的にこれを守る気持ち、だという。

　インタビューの際に、こちらが、文明都市推進のために何か特別な条例

等を制定したのかと問うてみたが、これは完全に筆者の不勉強であった。

というのは、地区級の市である宿遷市は、条例制定が許されない市であっ

たからである。従って、何か特別な条例（規定類）を作ったのではなく、

既存の法律と条例を適用していたに過ぎなかったのである。それが、《中

华人民共和国道路交通安全法》⒀、《江苏省道路交通安全条例》⒁、街の管

理に関する《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》⒂である。王氏の話によ

れば、「13や14や20のような文章は、もともと交通面の規定がある。これ

を、公安の人たちが厳しく取り締まる」のである。

　王氏の話によれば、これからは、宿遷市の独立の条例をつくる計画があ

る。いままでは、南京（副省級の市）・徐州等、大都市のみ条例を作るこ

とができたが、去年から宿遷市も条例を作る権限を持ったので、市民文明

行動条例のようなものを考えている、という。

　ちなみに、その後、他の都市がこれを真似て、独自のものを作ってい
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る。現在では、全国で30以上の都市が、これに学んで、自分たちのものを

作っているという（1回目のインタビューより）。例えば、《石家庄市民文明

10条》（2016年7月）⒃、《麗水文明10条》⒄である。

　市民の反応はどうだったのか。王氏によれば、《文明20条》について、

市民はだいたいよろこんでいるが、11について文句を言った市民もいたと

いう。ただ、それは、例外的な人物であるという。

　中央精神文明建設指導委員会【中央精神文明建设指导委员会】による評

点の順位付けは、2015年からのようで、その第1回のときは、宿遷市は第2
位であった。そのときは、山東省日照市が第1位だった。翌2016年に、宿遷

市が第1位となっている。全国で100を超える都市がこの審査に参加してお

り、その中での第1位であるから、かなりの成績であることは間違いない。

筆者が1回目の調査をしたときは、ちょうど、2017年の審査のときで、中央

から審査担当者が宿遷市に見に来ていた時期であった。上述のように、2017
年11月に、2017年も、審査に参加した166都市区の中で、第1位の栄光を勝

ち取っている⒅。この検査の基本指標は、10の大分類、その中に37の中項目

があり、さらに119の小項目からなる、かなり詳細な審査のようである⒆。

　２　交通マナーの向上のために――とりわけ、黄河公園の取り組み

　あくまでも一般論であるが、中国では、どうしても、自動車が歩行者を

無視して先に進むとか、歩行者が信号を守らないとか、横断を予定されて

いない場所で横断するといった道路交通の面での問題がしばしば指摘され

ている。もちろん、そのこと自体、正す必要はないとの見解もあるであろ

う。他方で、交通マナーは《文明20条》の一部分に過ぎないとは言え、交

通マナーを向上させるというのも、立派な政策の一つであることは誰ひと

り否定できない事実である。ここでは、宿遷市の交通マナーの面を考え

る。

　交通マナーの向上のために、一つの公園をマナー向上のための公園とし

て設置している。それは「黄河公园」であり、「文明交通主题公园」と呼

ばれている。2017年3月にそのような公園として整備された。場所は黄河路
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と洪泽湖路の交差点付近で、黄河路上の「马陵公园西门」というバス停の

横である。废黄河（＝水流が変わる前の昔の黄河）に面した細長の公園で

ある。そこに、宿遷市の漫画家である毕　传国氏に描いてもらった合計36枚
の一こま漫画を設置して、市民のマナー向上を図っている。実際、この公

園はそう広くはないが、废黄河沿いを散歩できるため、市民にとっては、

リラックスできる場所と言える。交通マナーについて説明するには格好の

場所と評価できる。その黄河路沿いに「交通安全学習教育基地」が置かれ

ており、そこで交通違反者に対する教育・再教育が行われている。また、

その建物に並列してボランティアのための部屋も設置されていて、そこで

ボランティアの打ち合わせや休憩ができるようになっている。

　1回目のインタビューのときの話によれば、四つの大きな面について、す

なわち、①歩行者、②バイク・二輪車、③自動車、④店の前に物を並べな

い、という面について描いてもらったという。歩行者重視という視点は、

道を横断するときは「人が先」という点が特に重要で、2014年9月からこれ

が始まったという（1回目のインタビューより）。これが宿遷市の交通マナ

ーを全国一にしている最大要因であろう。また、店の前に物を並べないと

いう視点は、日本において、特に繁華街においては全くと言ってよいほど

守られていない項目であり、この点も重視していることは特筆すべきこと

であろう。

　1回目のインタビューのときの話では、この公園の気持ちは、「市民が自

然に学ぶ」ということであるという。

　道路上には、ところどころに、「停止線を越えたら処罰【越线处罚】」、

 逆行処罰【逆行处罚】」といった、処罰される旨の文言が黄色の太字で書か

れている。また、歩道上の、自動車や自転車の駐車許可スペースを明確に

し、かつ、駐車する向きが矢印で表示されている（写真①参照）。市民はそ

の駐車・駐輪スペースにのみ駐車・駐輪するので、点字ブロックがふさが

れてしまうことは全くない。

　宿遷市は、交通に関して、マナー向上のために、多額の金銭を投入し

て、整備を行なっている⒇。2015年から宿遷市公安局は1億元（＝日本円で

「
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約17億円）を投入していると報じられており(21)、上記の文字等を記載するだ

けでなく、道路上の各種の線を鮮明にするとか、高画質の監視カメラの設

置や、都市部だけでなく農村地区でも信号機の整備等を行なっている。そ

して、とりわけ軽視されがちな農村地区の整備により、農村地区の交通事

故数、死亡者数、負傷者数のすべてにおいて大きな減少が見られるという（22）。

なお、歩道等に車イスの人用の斜めの通路を多く造っている点も、中国の

他の都市と比べて無視できない事項と思われる。

　３　道路の清掃について

　路上には、およそ100m間隔ぐらいで、ゴミ箱（「北京环卫」との記載が

ある。）が設置されていて、清掃人が掃除をしている。この路上の清掃につ

いて王氏に質問した。特に、なぜ、ゴミ箱に「北京环卫」と記載されてい

るのかである。すると、宿遷市政府が「北京环卫集团」という北京の会社

にPPP方式【PPP模式】(23)で清掃を依頼しているとの回答であった。この会

社は北京の会社であり、従って清掃の方式は北京市と同じであるという。

写真①　駐車の向きを揃えるために向きが矢印で示されている。
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この北京环卫集团のグループの宿遷市の会社、すなわち「江苏京宿环境服

务有限公司」が実際の清掃をしているということで、実際に清掃作業に従

事している者は宿遷市の人であった。王氏の話では、他の市はPPP方式で

やっていないところが多く（つまり、市政府が直接、清掃人を雇ってい

る。）、PPP方式で清掃を依頼することで、清掃専門の会社に清掃をしても

らえる点がメリットである、とのことである。

　４　違反者について

　交通違反等、罰金が上述の江蘇省の条例に定められている場合は、それ

による。

　王氏の話によれば、違反者はニュースに出て、成人の場合は写真も出る

という。実際、幸福南路等の大きな交差点にモニターが設置されていて、

監視カメラに撮られた違反写真が映し出されている。上述のように、高画

質の監視カメラを設置したことで、違反行為の撮影が可能な場合が増えて

いる。違反者が特定された場合に、その違反シーンと違反者の身分証を公

開しているのである（筆者もきちんとそれを見ている。）。

　宿遷市では、他の都市の車が事故を惹き起こすことが多いという。宿遷

市の車は、歩行者がいると止まるが、その後ろに他の都市の車がいて、そ

の宿遷市の車にぶつかる事故がある(24)。王氏によれば、「車の事故があった

ら、私たちは『他の都市の車だろう』とまず思う」という。宿遷人の交通

遵法意識は、今、そこまで高くなっているのである。

　興味深いのは、《文明20条》の20についてである。王氏の話によれば、

犬について、縄をつけていない場合、その犬を何日か預かる。そして、犬

の飼主の態度がよくなったら、その犬を返すのだと言う。犬を預かるのは

コストがかかりそうだが、面白い対策と言える。

　結局、もともとあった上記の条例等を、関係する部門がきびしくする、

ということなのである（上述のように、宿遷市としては、特にこのための

条例を作っていない。）。王氏によると、「以前は甘かった。きびしくやる

と、取り締まる人が必要だから、お金がかかっていた。今は、費用がかか
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っても宿遷市はきびしくやる」という。

　５　普及活動

 《文明20条》をどのように市民に宣伝したのであろうか。最初、市政府の

人たちから始めたという（1回目のインタビューより）。実際に車が止まる

という行動を、公務用の車から始めた。市政府の人たちは、99％がルール

を守ったという。

　王氏の話では、推進方式として、2点あるという。第一が宣伝であり、第

二が現地での説明である。

　宣伝方式としては、テレビ、ラジオ、新聞等を駆使している。「宿遷テ

レビ」の中で、毎日、交通マナーの番組がある。夜9時からの「楚风夜话」

という番組の中で3分間。ラジオでは、朝9時から10時（月から土）の「民

警走进直播室」という番組がある。宿遷の新聞である《宿辶千日报》でも、

交通マナーについて例を挙げて説明している。京东の刘 强东氏(25)も宿遷市の

この活動に賛同してくれているようで、交通マナーを守ることの宣伝のた

めのものを作ってくれているという。ただ、この劉氏は文明交通のイメー

ジキャラクターであるに過ぎず、《文明20条》と直接の関係はない（王氏

の話より）。

　現地での説明としては、王氏の話では、特に、人民病院の前にボランテ

ィアがいて、違反する人に話しかけて、文明の行動を薦めているという。

市民への説明としては、学校や会社へ、公安やボランティアが行って説明

しているという。ボランティアについては、すでに2千人以上の市民が交通

面のボランティアとして、交通マナー向上に参加していると報じられてい

る(26)。交通については、交通安全教育センターが説明をしている。《交通安

全情景教育基地》というものがあって、交通マナーを守ることについて教

育している。各小学（＝小学校のこと）、初中（＝日本の中学校のこと）、

高中（＝日本の高校のこと）にこの基地がある。交通マナーに違反した人

に対して教育をしているのが《交通安全学习教育基地》であり、黄河公園

の横に併設されていることはすでに述べた。



中国江蘇省宿遷市に見る、いわゆる「文明」都市を目指す取り組み（矢澤・劉） 中国江蘇省宿遷市に見る、いわゆる「文明」都市を目指す取り組み（矢澤・劉）

— 161(339)—— 160(338)—

　文明（交通マナー）について説明をしても、最初は、理解できない人が

いたが、人々は自ら交通マナーを理解するようになったという（1回目のイ

ンタビューより）。

　６　教育活動

　王氏の話によれば、幼儿园（＝幼稚園のこと）、小学、初中において、次

のような教育活動が行われている。

　第一に、「思想教育」という授業の中で、文明についての教育が行われ

ている。例えば、文明に関する絵を描く宿題が出されたりしている。これ

は、両親と一緒に取り組ませることで、両親にも文明について思い起こさ

せる仕組みになっている。第二に、《文明20条》の暗唱が行われている。中

国では、漢詩の暗唱が国語教育において重視されており、小学校から中学

校まで、国語【语文】の教科書には必ず、唐代や宋代の主要なものはもち

ろんのこと、時代的に満遍なく漢詩が載っていて、それらの暗唱の宿題は

普通に出されるものである。「良きものに学ぶ」という発想である。ただ、

興味深い話なのであるが、この暗唱それ自体は文明办の考えというわけで

はなく、学校の先生が児童たちに「暗唱しなさい」とやっているようであ

る。

　《文明20条》のための教科書のようなものは作っているのかと質問したと

ころ、「教科書は作っていないが、小さい漫画の冊子がある。」とのお返事だ

った。実際、《文明20条》の一場面一場面を漫画で描いてあるノートブック

を配布している、という。

　なお、宣伝のための配布物としては、ノートの他に、箱形のティッシュ

を入れるためのケース、スマホ用の充電器、トートバックも用意してお

り、これらをそのトートバックに入れて渡すことができるようになってい

る。どれにも、文明を推進する標語が印字されている。加えて、写真を多

用した活動記録のような小冊子も作成している。

　また、公安局交通警察としても、毎学期、学期の授業開始から1ヶ月内に

学校で児童らに説明会をやっている。夏休み中にも、児童ら（児童の両親
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にも）への説明会をやっている。警察の自分の仕事や交通マナーについて

説明する、とのことである。2017年は8回やったとのことであった（1回目

のインタビューより）。

六　考察

　最後に、宿遷市が文明都市建設の政策を成功させている要素を考えてみ

たい(27)。

　まず、都市構造について考えたい。四で述べたように、宿遷市は中心の2
区で100万人強と人口も（中国では）少なめで、街の中心地もさほど大きく

ない。他方で、自転車や自動車の駐車スペースとして歩道上を利用してい

るが、この歩道がかなり大きく作られており、自動車や自転車を道路と直

角の方向に駐めても、歩道スペースは十分残るぐらい広い。この点は、そ

もそも面積の小さめな上海市と根本的に異なる。もし上海市であれば、歩

道自体が狭いため、自転車を斜めの（例えば、45度）の向きで駐めさせな

いと、歩行者にとって邪魔になることが多かろう（若干、主観は入ってい

るかもしれないが、上海市がこの点でうまくいっているとは、とうてい思

えない。）。

　また、文明の推進のために、多額の金銭を投入して、交通面での整備を

きちんと行なった点も、成功の一要因であろう。

　ついでに述べておきたい事柄は、シェアリング自転車の問題である。中

国では、2016年からシェアリング自転車が爆発的に普及した。これは、ス

マホを利用して、各自転車に取り付けられている正方形のQRコード【二维

码】をピッと読み取ることで解錠され、かつ課金が開始し、再度、QRコー

ドをピッとやることで施錠され、かつ課金が終了するというシステムで、

好きな場所で自転車に乗り、好きな場所で乗り捨てることができるという

ものである。スマホで極めて簡単に支払いができるという点を使ってい

る。要するに、業者は、最初に大量の自転車を調達して、それぞれにQRコ

ードを取り付け、街中に置いておけば良いのである。複数の業者が参入し
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たことで、大都市では大量の自転車が（言ってみれば）ばらまかれてお

り、利用者は好きな場所で乗り捨てるため、乱雑に自転車が、まさしく「放

置」されている状態となっている。宿遷市ではこれは使われておらず、市

政府の公共自転車【宿辶千市公共自行车】のみが、決められた場所に並べら

れており、決められた場所でしか乗り降りができない（写真②参照）。この

システムを便利と考えるか不便と考えるか、見解は分かれるであろうが(28)、

街の美観や点字ブロックの保護という観点からは、明らかに宿遷市のやり

方に軍配が上がるのではなかろうか。ただ、都市自体が小さいとか、（注（28）
で丸川教授が指摘する）大都市と異なり地下鉄がなく、不便な場所で地下

鉄から降ろされるという問題がないという都市構造とも関係していると考

えられる。実際、この自転車はあまり使われていないように思われる。

　市民のボランティアの協力があるのも事実である。五５でも述べたが、

ボランティアによる活動は、かなり活発化しているように感じられる。一

例を挙げると、前述のように、宿遷から南京や上海等の他の都市へ移動す

る場合、都市間バスセンターから都市間バスに乗るのが通常であるが、こ

写真②　宿遷市における公共自転車
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の都市間バスが発車して、バスセンターの構内からバスが出る際に、一時

停止し、ボランティアが乗り込んできて、乗客のシートベルトの着用状態

を確認するということが行われているのである。こうした例はあまり多く

ないと思われる。

　本稿で考えてきた文明の行動は、市政府が決定し、それを市民に強制す

るだけでは、成功するとは考えにくい。いくら監視カメラを大量に設置し

て取り締まりをしても、市民の心を摑んで、賛同を得る必要があろう。

　宿遷人も交通マナーの変化に驚いている。1回目のインタビューの際、た

またまその公園に散歩に来ていて、面白がって取材に参加してくれた男性

がいる。外国人が交通警察の人たちと共に、さらには記者とカメラマンま

で来ていたため、総勢8～9人もまとまって話をしながら移動し、日本語と

中国語が飛び交っている場面に興味を覚えたのであろう。面白がってイン

タビューに入ってくるあたりが、（おそらく日本人にはない）いかにも中国

人らしい行動である。年齢は60歳ぐらいと思われるその男性の名は孙 心桂

氏で、「私も一般の市民（宿遷人）で、変化に驚いている。甘粛省の出身で

（現在）宿遷で学んでいる学生と話をしたとき、その学生も（故郷に）帰

りたくないと言っていた。市民も、こうした活動から得をしていると感じ

ている。」と話してくれた。全く偶然出会った一市民の意見であるから、信

頼性は高い情報であろう。本稿冒頭で紹介した《驾驶园》という雑誌の記

者による秘密の調査の際、22時25分に、車が来ていないのに赤信号を前に

して立ち止まった女性にその記者がインタビューしたところ、その女性は

 市民誰もが、当然、こうします（立ち止まります）よ」と答えている(29)。ま

た、王氏から伺ったタクシー運転手の話も紹介しておきたい。2017年8月頃

の話だそうで、宿遷市のタクシーの運転手の話である。隣の車からゴミが

投げ捨てられたので、タクシーの運転手が降りて、そのゴミを拾い、ゴミ

箱に捨てた。その模様が監視カメラに撮られていた。調べたら、ゴミを捨

てた車は徐州の車だった、という。これらの事実は、宿遷市民が文明宿遷

に賛同し、当然のこととしてそれを実行している証拠と言えるであろう。

　もちろん、経済界での有力者の協力も無視はできない。宿遷出身の劉強

「
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東氏が交通マナーの向上に賛同していることは、政策宣伝のための無視で

きない一要素であろう。

　市民の心を摑むことをやっているということの一例と考えられるものを

紹介しておきたい。大きな交差点だけではあるが、原動機付自転車の走行

車線の信号停止線の上部に、屋根を設置しているのである（写真③参照）。

確かにこれは、《文明20条》とは直接の関係はないであろう。しかし、雨天

の日や夏の暑い日に、信号待ちをするときに停止する場所の上に屋根があ

るというのは、これほどありがたいことはないのではあるまいか。自然

と、「原動機付自転車の走行車線からはみ出て、自動車の走行車線を走行

して信号で止まろう」とは誰も考えなくなるのではあるまいか。これは、

政策を成功させるために、市民の心を摑む方策の一つといえるのではなか

ろうか。

　宿遷市は、通り沿いの看板の高さや形式を揃えるといったことも行なっ

ている。2回目のインタビューの最後に、筆者はこの話題を出した。王氏の

話によれば、これは特に条例等に基づくものではなく、市長が考え出した

写真③　交差点での原動機付自転車走行車線上の屋根の設置
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ことです、とのことであった。「ひとつの通りにひとつの状態」という発

想で、例えば、項王故里のところは古い感じで統一するということであ

る。そのために、市政府もお金を出しているとのことである。おそらく、

看板統一のための看板新規作成費用の援助であろう。《文明20条》とは関

係ないが、宿遷市の街づくりの一環であるという。また、建物の一番上の

もの（おそらく屋上の広告のたぐいのことであろう）は、取り壊している

という。王氏によれば、空がよく見えるようにするためだという。このよ

うに、宿遷市は、交通マナー等の文明の行動だけでなく、巨視的視点での

街づくりが進行中なのであり、そのスタートラインが《文明20条》であっ

たのは間違いないであろう。宿遷市そのものを「文明の街」にしようとし

ているのである。

七　結び

　このような宿遷市のやり方について、そもそもそのようなことを取り締

まる必要はあるのかとの思いを持つ向きもあるだろう。しかし、「一滴の

水に太陽の輝きが見える、一言の言葉に文明の素質が現れる【滴水见太阳

光辉；片言显文明素质】」(30)という語から分かるように、宿遷の人々の文化度

を高めることを行政の政策として行うことで、宿遷市の人々、ひいては宿

遷市自体の評価が高まるのであれば、取り組むべき課題と言うことができ

るであろう。

　宿遷市は新しい政策をとにかく積極的に実施してみるという市のように

感じられる。実際、日本にある電話ボックスのようなもの作り、その中に

図書を並べて、「自由に借りて読んで良い。その代わり、新たに借りると

きは前に借りたものを返すように」という図書館代わりのような新たな発

想の政策（「図書漂流」）も実施されている（2017年より）。また、20項目から

なる「宿遷文明旅行公約」というものも作っている。それらが成功している

かはともかく、少なくとも、新たな発想の政策をどんどんやってみるとい

う意欲は感じられる。王氏の話にあるように、宿遷市が条例を制定できる
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ようになった今、宿遷市の今後の展開は見逃せない。

付記：本稿は、外国における実地調査に基づくものであるところ、こうし

た実地調査については、本学法学部政策科学科教授である三宅博之先生よ

り手法等を教えていただいた。教えていただいたとは言っても、いわゆる

座学として教えていただいたのではなく、筆者の一人である矢澤が三宅教

授の外国における調査に7～8回、同行させていただき、調査助手のような

ことをやる中で、現地での実際の調査方法や重要なポイントを、まさに「現

場で」教えていただいたのである。さらに、ゲラの段階でも、写真の掲載

方法や論じ方についてご教示を頂いた。このようなご教示がなかったなら

ば、本稿は書けなかったと思われるし、そもそも本稿のテーマについて調

査すること自体に気付かなかったかもしれない。こうした意味で、三宅教

授に特に感謝申し上げる次第である。

⑴　http://csj.xinhuanet.com/2017-11/26/c_136779809.htm、2018年1月21日アクセス。
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(30)　これは、宿遷市における、ある道路において、車道上部の交通標識の裏側に書
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（矢澤久純　本学法学部教授）

（劉 紅艶　中国・宿遷学院外国語学院副教授）
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