
編集・発行

　公立大学法人国際教養大学

　東アジア調査研究センター

　〒 010-1292

　秋田市雄和椿川字奥椿岱

 

Newsletter 
 
 

 
CEAR 
 

Mar. 2014  No.4

Edited & Published by

　Center for East Asia Research

　Akita International University

　 Yuwa, Akita City  010-1292

　Japan

Tel: 018-886-5844
Fax. 018-886-5807
E-mail: cear@aiu.ac.jp
http://web.aiu.ac.jp

目次

　講座・行事報告

　海外現地レポート

Contents
　Lecture & Event Report
　Overseas Report

・・・・・・・・・・1 －２

・・・・・・・・・・2 －４

・・・・・・・・・・・1-2
・・・・・・・・・・・2-4

国際教養大学東アジア調査研究センターニューズレター
CEAR (Center for East Asia Research, Akita International University)

＜行事報告 Event Report ＞

 平成 25 年度運営協議会を開催 CEAR Operation Committee

CEAR ニューズレター Newsletter｜１

　内閣官房の谷口智彦内閣審議官の特

別講座が行われました。谷口審議官は

安部首相のスピーチライターとして

知られています。学内講座は「Japan 

is Back」をテーマに 2 月 19 日（水）

に開催され、学生ら 61 名が参加し

ました。公開セミナーは「ジャパン 

イズ バック－安倍外交の目指すもの」

をテーマに秋田市内のカレッジプラ

ザで 2 月 20 日（木）に開催され、

一般市民 45 名が参加しました。

＜その他の講座報告は２面へ＞

　当センターの運営協議会が 3 月 12 日（水）に

開催されました。委員は秋田県の橋口副知事、秋

田市の石井副市長、ジェトロ秋田貿易情報センター

の大山所長ほか県内経済界から 4 名、当センター

からは鈴木学長・センター長、濱本副センター長・

教授、梅原副センター長・教授、柴田特任教授、

竹村特任教授、名越特任教授の 6 名、合わせて

13 名が出席しました。会議では、橋口副知事を座

長に、平成 25 年度の実績報告と平成 26 年度の

事業計画（案）について審議し、東アジア各国の

最新の情勢について意見が交わされました。

　　The CEAR Operation Committee was held on 
Wednesday, March 12th. The Deputy Governer of Akita 
Prefecture Masamichi Hashiguchi,  the Deputy Governer 
of Akita City Shuetsu Ishii, the Director of JETRO Akita 
Akihiro Oyama, and four other members from the field 
of economy and industry of Akita Prefecture joined the 
meeting. From CEAR, Director Suzuki, Deputy Director &

　　CEAR held a special lecture by Mr. 
Tomohiko Taniguchi, Councilor of the 
Cabinet Secretariat, the speech writer 
of Prime Minister Abe. The guest lecture 
was on Tuesday, February 19th at AIU. 
The open lecture was on Wednesday, 
February 20th at the College Plaza. The 
title was "Japan is Back - New Foreign 
Strategy of Abe Administration". 61 
people joined the guest lecture, and 45 
people joined the open lecture. 
<Other lecture reports are on the 2nd 
page.>

Professor Hamamoto, Deputy Director & Professor 
Umehara,  Select Professor Shibata, Select Professor 
Takemura, and Select Professor Nagoshi attended. The 
Annual Performance Report of 2013-2014, the Action 
Plan of 2014-2015, and the latest East Asian situation 
were discussed in the meeting.

＜講座報告 Lecture Report ＞

 谷口智彦内閣審議官の講演会を開催 Lecture by Councilor Tomohiko Taniguchi



＜講座報告 Lecture Report ＞

 学内特別講座・公開セミナー第 8・9・10 回 Open & Guest Lectures Last Winter

　「秋田から東アジアを考える（Looking into East 
Asia from Akita）」第 8 回が、元共同通信ワシント

ン支局長の松尾文夫氏を講師に、学内特別講座は

12 月 6 日（金）、公開セミナーは同 7 日（土）に

カレッジプラザで開催されました。学内講座のテー

マは「Exploring the Long History of US-China Relations: 
A Bilateral Relationship that started 69 years before the 
US-Japan Relations」で、15 名が参加しました。公

開セミナーのテーマは「米中関係は日米より 69

年前に始まっていた－－ 2 巨大国の歴史的関係を

考察する」で、48 名が参加しました。

　第 9 回はセルゲイ・ヤーセノフ駐新潟ロシア総

領事を講師に、学内特別講座は 1 月 22 日（水）、

公開セミナーは同 23 日（木）にカレッジプラザ

で開催されました。学内講座のテーマは「RUSSO-
JAPANESE RELATIONS AND LOCAL COOPERATION」 で、　

36 名が参加しました。公開セミナーのテーマは

「日露関係と地域協力－秋田発で日本海交流を」で、　

41 名が参加しました。

　第 10 回は東京国際大学経済学部の栗林純夫教

授を講師に、公開セミナーが 3 月 1 日（土）にカレッ

ジプラザで開催されました。テーマは「モンゴル

経済の諸相－成長と将来への課題」で、　40 名が

参加しました。

　なお、学内講座は英語で行われました。

　　The open and guest lecture series of “Looking into 
East Asia from Akita” was held.
　　The speaker of the eighth lecture was Mr. Fumio 
Matsuo, former Kyodo News Washington Bureau Chief. 
The title of his lecture was "Exploring the Long History 
of US-China Relations: A Bilateral Relationship that 
started 69 years before the US-Japan Relations". The 
guest lecture was held on Friday, December 6th at AIU, 
with an open lecture on Saturday, December 7th at the 
College Plaza. 15 people joined the guest lecture, and 
48 people joined the open lecture.
　　The ninth guest lecture was held on Wednesday 
January 22nd at AIU, with an open lecture on Saturday, 
January 23rd at the College Plaza. The speaker was 
Mr. Sergey Yasenev, Consul-General of the Russian 
Federat ion in  Ni igata.  He presented a lecture 
titled, “RUSSO-JAPANESE RELATIONS AND LOCAL 
COOPERATION”. 36 people joined the guest lecture, and 
41 people joined the open lecture.
　　The tenth open lecture was held on Saturday, 
March 1st at the College Plaza. The speaker was Dr. 
Sumio Kuribayashi, Professor of the department 
of Economics at Tokyo International University. He 
presented a lecture titled, "The Various Phases of 
Mongolian Economy - Development and Subject of 
Future Investigation". 40 people joined the lecture.
　　The guest lectures at AIU were all held in English.
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＜濱本教授の中国レポ－ト China Report by Professor Hamamoto ＞

中国最大の商業都市・上海にも注目しよう Watch Shanghai - the Biggest Commercial City in China

　尖閣問題や靖国神社参拝、歴史認識などをめぐっ

て悪化する一方の日中関係だが、経済分野にも目

を配ると別の側面が浮かび上がる。

　中国最大の商業都市・上海には現在、約５万人

の日本人が住んでいる。このほかに短期滞在のビ

ジネスマンらを含めると総勢 10 万人規模の日本

人が常時生活している。これは中国大陸では最大

の邦人社会である。

　上海市の人口は 1400 万で、隣接の江蘇省は

7400 万、浙江省は 4700 万と３省を合わせる

と 1 億 3500 万になる。タイの人口の約２倍に

相当する数字である。「長江（揚子江）デルタ経済

圏」の中心都市である上海市では、日本の食品メー

カーの多くが工場を建設し、ジュースや牛乳、ビー

ルなどの飲料から菓子類、レトルト類の加工食品、

味噌、醤油、納豆などを生産・販売しているのも

うなずける。隣接する江蘇省の蘇州市や無錫市や

浙江省杭州市などの周辺の消費市場も視野に入れ

ているようだ。無論、日系企業は、自動車、コピー

機などの精密機械、機械部品などの多くの工業製

品も製造している。

　上海では 2012 年秋、尖閣諸島の国有化をきっ

をきっかけとして反日デモが発生した。同市西部

の万山路 8 号にある在上海日本総領事館の前に数

百人が結集したが、反日スローガンを叫んだ程度

の穏やかなデモだった。「現実的な上海人は反日に

凝り固まっているわけではない」（上海在住邦人談）

というのが真相だ。

　当時、反日デモは全国に波及し、山東省青島市

ではパナソニック工場、トヨタやホンダの現地自

動車販売店の建物などが放火され、大手総合スー

パー「ジャスコ（現イオン）」では暴徒化した中国

人たちが商品を略奪し、焼き討ちも行った。

　全国 100 以上の都市で反日デモが繰り広げられ

た結果、日本製の乗用車に対して不買運動が巻き

起こり、販売台数は大幅に減少し、最近やっと回

復した。しかし、日本製食品に関しては、不買運

動の対象にされることもなく無事だったのである。

とりわけ上海市では「日本製の食品は、ほとんど

影響を受けなかったどころか、売上高は逆に増え

ているのが現実」（在上海日本総領事館）という状

況にある。

　カドミウム汚染米などに代表される中国産の有

毒・有害食品の氾濫に強い不信感を募らせる中国



CEAR ニューズレター Newsletter｜３

濱本良一教授・副センター長
　名古屋市出身。東京外国語大学中国語科卒。読売新聞論
説委員（2008）、米 UC バークレー校ジャーナリズム大
学院講師（2007）、中国総局長（北京）、2012 年 1 月
より国際教養大学東アジア調査研究センター教授。

Professor Ryoichi Hamamoto
Born in Nagoya, Aichi Prefecture
B.A., Contemporary China Studies, Tokyo University of Foreign 
Studies. Former Editorial Writer, former General China Bureau 
Chief in Beijing of Yomiuri Shimbun, and former Lecturer of the 
Graduate School of Journalism, UC Berkeley. Professor, CEAR, 
AIU (2012- )

人たちの＜安全・安心な＞日本食品に対する期待

度を裏付ける話である。抗日スローガンを叫ぶ一

方で、体内に入る食品は別とする中国人の“本音”

が現れている。

　上海市内には全国 47 都道府県のうち 40 県余

りが駐在員事務所などを設置し、情報の収集を行っ

ている。膨大な消費市場も調査なしに販売拡大は

難しい。残念ながら秋田県は拠点を持たない７県

のひとつである。日本に限らず巨大な上海消費マー

ケットを目指して世界の大手総合スーパーなどは

軒並み進出している。上海の地下鉄は現在、市内

を縦横に多数通っているが、東西に横切る幹線の

一つである 2 号線と南北につながる 7 号線が交差

する「静安寺駅」には、地下鉄駅構内から直結す

る高級スーパー「久光（百貨店）」がある。日本食

品コーナーには日本酒や菓子類などが置いてあり、

連日の大盛況である。陸家嘴駅近くの「上海国金

中心（IFC モール）」地階には香港の日系スーパー

「City’ Super」もある。

　日本酒に関しては中国の関税は 40% と高く、

その他の税金などを含めると販売価格は日本国内

の 3 ～ 4 倍ほどになり、飲酒の習慣の違いもあり

店頭で飛ぶように売れる訳ではない。

　上海では、ほぼ全国の清酒が販売されているが、

2011 年 3 月の東日本大震災での福島原発事故の

ため、現在も１都９県産の食品は輸入禁止になっ

ている。この中には新潟県が含まれており、同県

産の清酒やせんべいなどの米菓子は輸入・販売で

きない。幸いなことに秋田県はこの対象にはなっ

ていない。しかし、上海市内の高級スーパーやデ

パート「伊勢丹」、「高島屋」などを回っても秋田

県産品はほとんど見当たらないのが現状である。

せっかくの商機を生かせていないのである。

　広島県呉市の造り酒屋「三宅本店」の役員の子

息、三宅紘一郎さん（30）は 3 年前から上海市内

に「三宅（上海）商務信息諮詢有限公司」を設立

し、自社の日本酒だけでなく、他社の日本酒の輸

入業務も行っている。月に一回、市内のレストラ

ンなどで利き酒会を開催して、中国人の日本酒ファ

ンを増やそうとネットワーク作りに励んでいる。

　上海市内には現在、日本食料理店は 2000 店余

りあり、うち日本人のコックや経営者がいるのは

500 店余りと見られている。日本酒は日本料理店

に直接売り込むのが有効だ。ほかに日本食愛好者

の多い台湾人や香港人らをターゲットに日本酒販

売のルートをいかに開拓するかがキーポイントに

なっている。

　市内西部の虹梅路 3717 弄 16 号には、秋田県

大仙市出身の元力士、佐々木雅章さん（57）が経

<Summary>
　　Sino-Japan relations have reached one of the worst 
periods since the diplomatic normalization between 
the two countries in 1972, especially after the Japanese 
government purchased the Senkaku Islands in September 
2012.
　　On the other hand, the economic relations, particularly 
the Japanese food industry in the Shanghai region, have 
hardly been affected with the exception of the automobile 
industry which suffered a decline in sales due to a Chinese 
consumer boycott.
　　In Shanghai, there are about 50,000 Japanese residents 
and another 50,000 Japanese businessmen who are 
short stayers; who go back and forth between Japan and 
Shanghai. So a total of 100,000 Japanese have estimated 
to reside in Shanghai. This is one of the reasons why many 
Japanese food companies have invested to produce and sell 
their products there.
　　The Chinese government bans 10 Japanese prefectures 
goods including Fukushima, Niigata, Tokyo and so on to 
import their food products to China, because of the nuclear 
power plant accidents in Fukushima.  Akita Pref. is excluded 
from this import-ban list fortunately.
　　In Shanghai there are many high-end super markets 
and Japanese style department stores, where a lot of 
Japanese sake and rice cookies are on sale, but made-in-
Akita products are scarcely found there. I think it is a good 
business opportunity for Akita food producers and retail 
dealers.
　　A young businessman, Koichiro Miyake, runs a trading 
company in Shanghai not only importing his family owned 
sake products from his Kure-city, Hiroshima Pref. but also 
other company’s sake products in order to increase Chinese 
consumer interest. He regularly holds sake tasting parties 
in Shanghai as a network event among Chinese and other 
foreigners. 
　　Mr. Masaaki Sasaki, born in Daisen city, Akita Pref. is a 
former Sumo wrestler who is running a Japanese food store 
called “Terunotani” in Shanghai. He holds meetings with 
other people from Akita to build networks and to promote 
Akita sake and foods.

営する相撲茶屋「照ノ谷」がある。夫人は上海人

である。本県産の日本酒も置いており、佐々木さ

ん手製の「きりたんぽ鍋」が名物になっている。

秋田県出身者の集いが 2 カ月に一回のペースで、

同店内で開催されている。こうした＜秋田県人ネッ

トワーク＞を活用して、県産品の販売の可能性を

模索するのも一方法だろう。

三宅さん（中央奥）が上海市内のオーストリア料理店「モーツアル

ト」で開催した利き酒会の模様（14 年 3 月 8 日夜、濱本撮影）



＜竹村特任教授のロシアレポート Russia Report by Select Professor Takemura ＞

 ロシアに広まった秋田の日本酒 Spread Akita's Sake Culture in Russia
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竹村豊特任教授
　静岡県沼津市出身。文学士（東京外国語大学ロシア語科）。
日綿實業（現双日）入社（1976）、ロシア、南アフリカ、
ブラジルで現地駐在事務所長、現地法人社長などを歴任の
のち、金属資源担当部門長補佐（2009-12）、2012 年
1 月より現職。

Select Professor TAKEMURA Yutaka
From Numazu, Shizuoka Prefecture
1976 Graduated from Tokyo University of Foreign Studies (B.A.,
Russian Studies) 1976-2012 Nichimen Co., Ltd (current Sojitz
Corp.) General Manager, Chief of Rep and President of foreign
branches in Russia, South Africa & Brazil
2012 Select Professor, CEAR, AIU

　CEAR ニュースレター No.1 に拙稿『ロシアに広め

る秋田の日本酒文化』が掲載されてから 1 年が経過

したが、続編として先日モスクワで行った日本酒プロ

モーションの模様をここにご報告できることは筆者に

とって大きな喜びである。

　「攻める秋田企業応援プロジェクト」で秋田の酒造

メーカーのロシア向マーケティングを取り上げたこの

1 年を振り返ってみた。

　秋田清酒（刈穂酒蔵）が結果を出すことが出来た一

番の理由は、秋田清酒（刈穂・出羽鶴創業 100 年）

の長い歴史と酒造りへの情熱やロシアの人々に本物の

日本酒を味わってほしいという思い、ロシアで日本酒

の啓蒙を通じて本当の日本酒を紹介したいという需要

家並びに輸入販売会社の思いが一致したからである。

　2013 年 2 月、大雪の乳頭温泉郷をモスクワでハ

イエンドの日本レストランを数軒立ち上げ、運営して

きた草野シェフ一行が訪れた。真冬の目的地として乳

頭温泉を選んだことをやや後悔しながら、センターの

研究員が運転するヴァンは車より背の高い雪の壁を恐

る恐る巡り、秘湯「鶴の湯」に辿り着いた。酒蔵訪問

前に秋田の冬の自然に思いきり触れて欲しかったから

であるが、宿の佇まい、雪の露天風呂、熊鍋が需要家

一行の心を掴んだことは間違いない。翌日の酒蔵訪問

は仕込みの真最中で伝統の酒造りを見てもらったが、

秋田の自然の延長上に酒造りの技があることを理解し

てもらった。次に、モスクワの輸入販売会社と商務交

渉を進めたが、この秋田訪問時の需要家の印象、写真

や映像が酒造メーカーの格別の営業努力と一体となっ

て契約締結の決め手となったのである。

　モスクワでのプロモーション当日は「誠司」レスト

ラングループの旗艦店「誠司」に約 80 名の招待客が

集い、鏡割りに続き、プロの司会者が質問形式で秋田

清酒社長に秋田の酒造りや日本酒を語らせるという趣

向で進んだ。又、このビジネスの要である「誠司」レ

ストラングループの草野シェフが築地から取り寄せた

新鮮な魚貝類、秋田の椎茸（「なごみ」工房提供）もあり、

会は大いに盛り上がり、日ロ両国語でブランドを刻印

した升酒をロシア人客が飲み干すという大変幸せな光

景を見ることが出来た。

　今回のプロモーションに先立ち、センターでは刈穂

酒蔵が 100 年の伝統とそれを取り巻く自然、製品の

特徴などを簡単に纏めた資料をロシア語に翻訳したパ

ンフレットを作成。ロシア人顧客の日本酒理解に少し

は役に立ったのではないかと自負している。引き続き、

ほんの少しだけ秋田企業の背中を押させてもらうと共

に、もっと広く日本食材の輸出ルート開拓を図りたい

と考えている。

　一年後、又良い報告ができるよう精進するつもりだ。

　　One year has passed since my article “Spread Akita’s Sake 
Culture in Russia” was  published in the 1st edition of the CEAR 
Newsletter.  It is my great pleasure that I am writing a report 
on the latest promotion event of Akita’s Sake in Moscow as a 
continuation of my previous report.  
　　I looked back at the execution of support for marketing of 
an Akita’s Sake brewery in Russia last year. Why Akita Seishu 
Co.,Ltd. (Kariho Shuzo) could achieve good results in the export 
business of their Japanese Sake with Russia? The main reason 
is that Akita Seishu’s passion to give real Japanese Sake to 
Russian people coincided with Russian importer-distributor’s 
enthusiasm to introduce genuine Japanese Sake to Russia.
　　In February 2013, a group headed by Kusano-Chief who 
had established several high-end Japanese restaurants in 
Moscow, visited a very snowy “Nyuto” hot spring. Regretting my 
selection to travel to “Nyuto” with a heavy snowfall, our mini-
van driven by a CEAR staff followed the road surrounded by the 
tall snow walls and finally arrived at a hidden hot spring called 
“Tsuru-no-yu”. We wanted Kusano’s group to experience Akita’s 
winter nature before visiting the Sake brewery. Needless to say 
that they were much impressed by the scenery of nature, the 
inn’s appearance, snowy open-air spa and hot pot dish with 
wild bear meat. The next day, they could observe the traditional 
preparation of making Sake at the brewery in the highest season 
of the year. They must have understood that a Sake making 
technique is derived from Akita’s great nature. We have also 
supported “Akita Seishu” on the commercial negotiations with 
a Russian company.  The photos and video of this trip to the 
brewery played a very important role to conclude the contract 
with the importer-distributor. Akita Seishu Co.,Ltd. also did their 
best endeavor to agree with the importer.
　　On the day of promotion, more than 80 Russian customers 
were invited to the flagship restaurant of “Seiji” group. 
Following the opening ceremony (kagami-wari), a professional 
MC let the president of Akita Seishu make a presentation of 
the company and the products on Q&A basis. The fresh marine 
products imported directly from “Tsukiji” market and the 
Shiitake mushroom brought from Akita (sponsored by “Nagomi” 
works) cheered the event up. I was very happy to see many 
Russian guests drinking Sake with a one-go measure (masu) 
printed with Russo-Japanese brand names.
　　CEAR has prepared the presentation materials in Russian 
on 100 years Sake-making tradition of “Kariho” brewery and the 
surrounding nature, environment and the product spec. , which 
would help the understandings of Russian customers on Akita’s 
Sake. I would like to continue to support Akita’s Sake brewery 
and expand the marketing of Japanese foodstuff in Russia. I will 
try to make a good report again in one year time.

モスクワの和食レストラン「誠司」でのプロモーションの模様


