
中国出版業界最新事情2022
社会・学術・消費の実態から見た出版文化

馬場 公彦
北京外国語大学日語学院



• 「動態清零」：後手に回った上海、先手を打った北京

• 揺るがぬ大方針、失敗許されぬ社区の責任者、最初の患者になりたくな

い住民

• 健康コードと行動履歴で水も漏らさぬ管理

• 日課となったPCR検査：48／72時間以内の陰性証明がないと公共の場所

に立ち入れない

• 我慢強く従順な中国人

• 衛生改善と環境保護

❶ゼロコロナ体験



フードロスをなくそう ゴミの分別収集 北京市の健康宝 通行履歴カード



❷ 変わる消費スタイル

• 高齢者の高い貯蓄率 *2019年の国民平均貯蓄率45％（世界平均は26％）

• 国民資産の6割は不動産、振るわない消費

• 高齢者は子どもの住宅費・教育費・老後医療費の圧力

• 結婚したくない若者、産みたくない夫婦

• 人口の半分以上の都市住民、若者は住宅費・教育費の負担大

• 2.4億独身者の単身経済

• 「おひとりさま」向け新商品・サービス

• 所有しないシェア生活、浪費しないエコ生活、国産品回帰



https://www.sohu.com/a/443085615_292883

https://www.sohu.com/a/443085615_292883


❸ 中国型ゆとり教育

• 「双減」：小中高の宿題と教科学習型学習塾を減らす

• 「５＋２モデル」で教員の負担増

• 「詰め込み教育」から「素質教育」へ：職業教育強化

• 「内巻」：「高考（大学受験）」と就職に向けての苛烈な競争

• 「寝そべり」という生き方

• 日本の「ゆとり教育」との違い

• 就職難、大学院への進学志向、スローで自由な働き方



順位 大学名 所在地 入学志願者の得点

1 清華大学 北京市 100

2 北京大学 北京市 95.2

3 復旦大学 91.6

4 上海交通大学 上海市 91.1

5 中国科学技術大学 省 91.1

6 中国人民大学 北京市 87.8

7 北京市航空航天大学 北京市 86.9

8 南京大学 86.2

9 同済大学 上海市 85.2

10 大学 浙江省 84.2

11 南開大学 市 83.9

12 北京師範大学 北京市 82.7

13 武漢大学 省 82.4

14 西安交通大学 陝西省 82

15 華中科技大学 湖北省 80.1

16 天津大学 天津市 80.1

17 中山大学 広東省 79.7

18 北京市大学 北京市 79.7

19 東南大学 江蘇省 79.4

20 華東師範大学 上海市 77.9

21 哈爾濱工業大学 黒竜江省 76.6

22 厦門大学 省 75.3

23 大学 四川省 74

24 西北工業大学 陝西省 74

25 電子科技大学 四川省 73.8

26 華南理工大学 広東省 73.4

27 中南大学 省 73.2

28 大連理工大学 遼寧省 72.9

29 大学 吉林省 71.9

30 湖南大学 湖南省 71.7

31 大学 山東省 71.3

32 大学 重慶市 70.7

33 中国農業大学 北京市 68.5

34 中国海洋大学 山東省 67.5

35 中央大学 北京市 67.5

36 東北大学 遼寧省 66.5

37 蘭州大学 66.1

38 西北農科技大学 陝西省 60.6

なし 国防科技大学 湖南省 なし

中国「９８５」大学一覧（2019-2020年版）
出典：大学生必備網 https://www.dxsbb.com/news/1591.html

順位 大学名 類別 所在地 総合指数

１ 清華大学 総合 北京市 0.998676

２ 北京大学 総合 北京市 0.992252

３ 中国科学院大学 総合 北京市 0.981114

４ 復旦大学 総合 上海市 0.972003

５ 上海交通大学 総合 上海市 0.970663

６ 中国人民大学 総合 北京市 0.965066

７ 中国科学技術大学 工科 安徽省 0.964816

８ 浙江大学 総合 浙江省 0.955754

９ 南京大学 総合 江蘇省 0.954097

10 北京航空航天大学 工科 北京市 0.947554

11 上海財経大学 財経 上海市 0.946427

12 同済大学 工科 上海市 0.945289

13 南開大学 総合 天津市 0.941481

14 対外経済貿易大学 財経 北京市 0.940957

15 中央財経大学 財経 北京市 0.938573

16 北京師範大学 師範 北京市 0.937931

17 北京外国語大学 言語 北京市 0.934235

18 中山大学 総合 広東省 0.929421

19 上海外国語大学 言語 上海市 0.926394

20 西安交通大学 総合 陝西省 0.923975

21 中国政法大学 政法 北京市 0.923787

22 天津大学 工科 天津市 0.922576

23 武漢大学 総合 湖北省 0.9212

24 華東師範大学 師範 上海市 0.919845

25 厦門大学 総合 福建省 0.919301

26 東南大学 総合 江蘇省 0.917616

27 華中科技大学 工科 湖北省 0.917081

28 上海紐約大学 総合 上海市 0.916539

29 北京理工大学 工科 北京市 0.915786

30 哈爾浜工業大学 総合 黒竜江省 0.915207

31 北京郵電大学 工科 北京市 0.912705

32 山東大学 総合 山東省 0.910889

33 華南理工大学 工科 広東省 0.905065

34 西南財経大学 財経 四川省 0.903356

35 中南財経政法大学 財経 湖北省 0.895895

36 中国伝媒大学 言語 北京市 0.895857

37 大連理工大学 工科 遼寧省 0.894093

38 華東政法大学 政法 上海市 0.89393

39 西北工業大学 工科 陝西省 0.892679

40 北京語言大学 言語 北京市 0.892433

中国大学合格点数ランキング（2020年版）
データ収録年度は2008-2017年 第４０位まで
出典：華東師範大学社会調査中心 鄺春偉

https://www.dxsbb.com/news/1591.html


❹ 北京冬季五輪
中国型バブル方式・開閉幕式・体育精神

• 東京（1964・2020）―札幌（1972）―北京（2008・2021）

• 防疫措置：若者ボランティア

• “Together for a Shared Future”：「和諧社会」

• 開閉幕式：東方文化、庶民の参加、貧困脱却、緑色革命

• 体育精神：羽生結弦・蘇翊鳴・ロコソラーレ

• 2008は国威発揚、2021は未来志向





❺ 学術と出版
核心期刊・高校出版社・学術図書

• 「コア雑誌」：資格取得、科研プロジェクト申請、研究機関の外部評価など

掲載実績の対象となる雑誌、厳格な「同行評審（ピアレビュー）

• 584の国営出版社のうち104社が高校（大学）出版社

• 知財権の保護とビジネス：学術書の「走出去（打って出る知財輸出）」戦略

• 分量・内容ともに重厚な学術書：「講座」「新書」の伝統の欠落

• オーディオ・ビデオ形式の「知識付費（オープンカレッジ）」

• 日中間知識交流における「貿易不均衡」



《日语学习与研究》杂志编写规范

本编写规范根据稿件构成，依次对以下内容进行说明：文章标题、作者署名、摘
要、关键词、引言、正文（引文格式等）、结语、注释（实引）及参考文献（虚

引）、英译文、技术要求。

文章标题
文章标题及副标题力求简洁、明确，题末不使用标点符号(问号、叹号、省略号除外)。

文稿尽量使用一级标题，且逻辑关系拟不超出两层含义。

作者署名

提交正文时不得出现任何带有作者信息的内容。我刊不接受三位作者以上的稿件。

［摘 要］ 摘要用中文编写，用第三人称叙述，重点描述论文所研究的主要问题、
主要观点以及基本结论，不举例证、不叙述研究过程、不作自我评价，300字左右。

［关键词］ 关键词是用来检索文献资料主题和情报搜索的标准化语言词汇，选词以
能最为迅速、准确地搜索到该篇论文为原则，其中包括重要术语、地区、人物、文

献等名称，一般为3—5个。

引 言
标题“引言”位置居中排列，不加序号。

引言是对相关领域的文献进行回顾和综述，包括前人的研究成果，已经解决的问题，
并适当加以评价或比较；指出前人尚未解决的问题，也可以提出新问题、解决这些
新问题的新方法、新思路，从而引出自己研究课题的动机与意义。引言内容与摘要

应严格区分，不得混淆。

正 文
1. 正文层次序号

正文各级标题居中排列。段落标题应依据研究方法设立，且具有逻辑性。因篇幅所
限，文章层次不宜过于繁复。层次序号为：

一 （一） ……
2. 段落格式

段落前均空两个字符（日文引文段落前空一个字符），正文字体为宋体（日文为MS 
Mincho明朝体）。在正文写作过程中，专用词汇尽量使用中文表述，相关术语的中

外文对照亦可参考本刊近年来推出的《学术用语对照》专栏。

4. 表格及图文

表格随文出现，应先见文字后见表格，采用统计表（左右两边不封口）的格式。表格应

有序号和表题，居中排于表格上方，两者之间空一个字符。表序为表 1、表 2、表 3……，

仅有一表者，标记“表 1”。表内数据一律采用阿拉伯数字，个位数、小数点位置应上下对

齐。字体为黑体。

文稿中的图、表须注明数据来源，来源说明位于相应图表的下方，或于正文中加以说明。

表 1 文件类型和标志代码

文献类型 标志代码

普通图书 Ｍ

会议录、汇编 Ｃ

报纸 Ｎ

期刊 Ｊ

学位论文 Ｄ

报告 Ｒ

标准 Ｓ

专利 Ｐ

数据库 ＤＢ

计算机程序 ＣＰ

电子公告 ＥＢ

注：引自《作者编辑常用标准及规范》2015

表２ 电子文献载体和标志代码

载体类型 标志代码

磁带（magnetic tape） ＭＴ

磁盘（disk） ＤＫ

光盘（CD-COM） ＣＤ

光盘（DVD） ＤVＤ

联机网络(online) ＯＬ

注：引自《作者编辑常用标准及规范》2015

[ISBN]国际标准书号

（包括：工具书、专著、

教材等）

[ISSN]国际标准连续出

版物编号

[CN]国内统一刊号



国家が進める翻訳出版プロジェクト
中華学術外訳項目

2021年までの主な書目

序号 书名

1 乡路漫漫

2 会通中西

3 丝绸之路上的回鹘王朝

4 海上丝绸之路

5 中国中产阶层的形成与特征

6 农民、市场与社会变迁

7 理性选择与制度实施

8 曲折的抗争

9 东亚变迁与周边世界

10 中国社会变迁（1949～2019）

11 人类学的全球意识与学术自觉

12 西藏的语言与社会

13 家庭革命

14 秦汉文学地理与文人分布

15 中国现代国家治理体系的构建

16 陆游的乡村世界

17 中国人口政策60年

18 中国城市的阶层结构与社会网络

19 公民健康与社会理论

20 民族地理学

21 文本与书写：宋代的社会史

22 新世纪中国考古新发现（2011~2020）

23 中外交流史事考述

24 天下为公

25 论中国乡村变迁

26 森林碳汇扶贫：理论、实证与政策

27 秦汉交通史稿

28 债法总则：历史、体系与功能

29 中国习惯法论

30 经济控制理论

31 国家主导发展与乡村社会变迁——独龙江实践

32 西夏社会

33 新社会群体研究——以上海为例

34 转型时期的城市空间

35 当代中国的社会分层与阶层和谐

36 当前村落变迁与新型城镇化研究



❻ 2021年出版業界 市場動向
ネット文学・主題文学・動画販促

• 名目売上額は986.8億元（≒1兆9736億円）前年比＋1.65％

• 新刊点数19万3000点、市場稼働点数223万点

• ネット書店が売上の78.5％

• Eコマースでのショート動画の宣伝効果大





❼ 2021年出版業界 出版傾向
児童書・ネット文学・主題文学

• 百万部超のタイトル28点のうち17点が「主題出版」（馬列主義や党史）

• 児童書占有率28.2％（特に科学普及書急増），ただし鈍化

• 売上ランク上位1％の書籍が売上の60％を占める

• 文芸フィクション、トップ100のうち63タイトルがネット小説



https://mp.weixin.qq.com/s/Y_D9flSpBKVgir0nkm-Bfg



❽ デジタル出版市場
携帯の中の巨大コンテンツ

• モバイル出版業＝移動型デバイスでのアプリを通した新聞雑誌・書籍・漫画・アニメ・オーディオブック等をコン

テンツとする読書サービスを提供するプラットフォーム運営企業

• 2020年売上1兆1178億6700万元（≒22兆3573億4000万円）

• 内訳はネットアニメ238.7億元、モバイル出版（モバイル読書）2448.36億元、オン

ラインゲーム635.28億元、オンライン教育2573億元、インターネット広告4966億元、

デジタル音楽710億元、ネット文学268億元など

• 売上細目は課金収入、広告収入、専用読書端末の販売収入、版権販売収入など

• ユーザーは26－45歳が81％





❾ 電子書籍の現在
進むデジタル化・モバイル読書・制作の現場

• インターネット雑誌24.53億元、電子書籍62億元（全書籍売上の9％弱）、デジタル

新聞（携帯配信のものを除く）7.5億元

• 雑誌と書籍を合わせた市場規模は日本よりはるかに小さいが、5.6%の伸び

• ネット文学売上268億元、うち版権収入が11％、4.55億人のユーザー、作品累計数

2800万点

• オーディオブック5.5％の伸び

• モバイル読書アプリ、フリー入会し有料会員、サブスクが定着

• 出版社は出版物をほぼ電子化

• 形式はPDF固定とリフロー（EPUB 3）横組仕様、文字コードはUnicodeのUTF-8





読み上げ機能のスクリーンショット



➓ 売行良好良書私的ランキング
文芸編



① 晚熟的人
遅咲きの人

莫言 人民文学 2020.7 380 ノーベル文学賞受賞後の新作中
短編集。中国版「俗物図鑑」。

② 文城
文城

余華 北京十月文芸 2021.3 ベストセラー作家渾身の大作。3
月刊で早くもトップランク入り。

③ 台湾这些年所知道的祖
国
台湾から見た来し方の
祖国

廖信忠 浙江人民 2014.4 272 中国の現代史に翻弄され生きて
きた13人の台湾人の、小さくも
壮絶な物語。

④ 困窘的潇洒：民国文人
的日常生活
困窮と粋と：中華民国
文人の日常生活

劉克敵 広西師範大学 2013.7 294 民国期の学者・作家達の文壇・
論壇での交遊圏を日記・書簡・
回想録から再現。



⑤ 过得刚好 郭徳綱 北京聯合 2013.6 274 中国漫才界中興の祖による一代
記。同業者の中傷に抗い遂げた
伝統からの刷新。

⑥ 在峡江的转弯处：陈行
甲人生笔记
長江湾曲部に立って
――陳行甲の人生ノー
ト

陳行甲 人民日報 2021.12 284 一党員が書記として名声を博し、
公益事業を立ち上げるまでの自
伝。

⑦ 侯大利刑偵筆記
侯大利刑事の事件簿

小橋老樹 上海文芸 2020.6 人気作家による刑事の事件簿。
様々な事件の真相を科学的推理
で解明。

⑧ 可能這就是人吧
これぞ人生ならんか

梁実秋 中国友誼 2020.7 256 散文家・翻訳家・文学研究者の
滋味に富んだ小品集。

⑨ 人間詩話
人間詩話

王国維 鳳凰 2009.12 中国国学大家による「詞」にま
つわる逸話・秀句を集めたエッ
セイ。



⓫ 売行良好良書私的ランキング
人文科学編



① 現代中国的形成 1600－
1949
近代中国の形成 1600－
1949

李徳懐 広西師範大
学

2022.2 438 現代中国はどこから来たか？
なぜ帝国の崩壊は国家分裂をも
たらさなかったか？

② 分身：新日本論
分身――新日本論

李永晶 広西師範大
学

日本は中国の分身という設定の
下で近代以降の日本史を書き換
えた問題作。

③ 長江文明
長江文明

馮天瑜、
馬志亮、
丁援

中信 2021.9 長江源流から上海の下流まで、
長江の流域全域に広がる多様な
文化を通して中華文明を描く。

④ 把自己作为办法：与項飆
談話
方法としての自己――項
飆との談話

项飙、呉
琦

上海文芸 北京・オックスフォード・温州
で青年学者が語り尽した、経験
と研究を思想へと紡いだ来歴。

⑤ 故国人民有所思：1949年
后知识分子思想改造侧影
故国人民に思いを寄せて
――1949年以降の知識人
思想改造運動の一側面

陳徒手 三聯書店 2013.5 242 建国直後、思想改造運動が11名
の知識人にもたらした悲劇は、
過ぎ去らない中国現代史でもあ
る。



⑥ 中国智慧
中国の知恵

易中天 易経から禅宗まで、中国思想の
エッセンスを人気の講師が小気
味よくレクチャー。

⑦ 兵者不祥
軍は不吉なもの

劉鶴 北京聯合 2019.8 稀代の軍事オタクによる古今東
西18の戦闘秘話。日本の事例が
豊富。

⑧ 中国通史
中国通史

呂思勉 中華書局 2015.1 584 中国5千年史を38万字にまとめた
古典。文化史と政治史の二部構
成。

⑨ 阿富汗访古记
アフガニスタン考古探訪
記

劉拓 北京大学 2021.5 若き考古学者がタリバン襲撃の
危機に晒されながら探索した、
アフガニスタンの古跡群。

⑩ 劉擎西方現代思想講義
劉擎の西洋現代思想講義

劉擎 新星 2020.12 ウェーバー、ニーチェら西洋近
代の19人の思想家の人と思想。



⓬ 売行良好良書私的ランキング
社会科学編

① 地縁看世界：欧洲腹地的
政治博奕
地政学から見た世界――
ユーラシアの腹の政治
ゲーム

温駿軒 中信 ユーラシア地政学から見た中国
にとっての「一帯一路」。80枚
の地図付き。

② 置身事内：中国政府与経
済発展
当事者――中国政府と経
済発展

蘭小歓 上海人民 2021.8 経済発展のミクロとマクロメカ
ニズムを解明し、中国の社会主
義市場経済の実態に迫る。

③ 譲世界聴懂中国
世界に中国の声を正しく
伝える

王冠 民主与建设 2021.9 272 アメリカ優位の多極政治のなか
で、世界に中国の声を正しく送
り届けるための技法とは。



④ 読毛沢東札記二集
毛沢東読解ノート第2集

陳晋 三联书店 2020.6 毛沢東関連資料に最も精通した
専門家が解き明かす、毛沢東の
矛盾に満ちた行動の謎。

⑤ 2021最新民法典及相関司
法解釈滙編
2021最新民法典と関連法
の解釈

法律出版
社法規中
心

法律 2022.2 721 2021年から施行された民法典の
条文。最高人民法院の司法解釈
付き。

⑥ 漫画百年党史・開天闢地
1921-1949
漫画百年党史・天地開闢
1921-1949

唐磊・混
知団体、
陳晋

浙江人民 2021.9 1921年の建党から中華人民共和
国の成立まで漫画でたどる党史。
党史の専門家が監修。



最後に…
北京生活ほぼ2年間の生活経験から

• 日本の中国専門家による国内消費向けメディアフレームの寡占化

• 積み上げてきた日中不再戦・日中友好の経験則の忘却

• 失われたままの日中対話の機会

• 日本独自の「中国特殊」アプローチの消失

• 中国に暮らす現地人の生活者目線の不在

• 日本の中国に対する「確証バイアス」により、

日中は「トゥキディデスの罠」にはまってはいまいか…


