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街角スローガンに見る中国社会の変容
― 長春市を例として ―

楠本　徹也

【キーワード】･ 街角スローガン、長春市、社会主義核心価値観、文明とマナー、中国語

1．はじめに
　中国では歴史的に民衆に対する思想的教化の手段として街角での標語やスロー
ガン（以下「街角スローガン」と称す）の掲示が見られる。このような街角スロー
ガンは、古くは建物の壁や塀に直接ペンキで書き込まれていたが、現代では垂れ
幕、横断幕、立て看板、ポスター、電子掲示板などの形で建物の壁や塀をはじめ、
公園や公共施設の敷地内、歩道橋や大通りの道端などあらゆるところに見られ、
時代を反映するものとして中国社会を知る手がかりになる。
　筆者は 2018 年 3 月末より 7 月末まで中国吉林省長春市に滞在した。当地には 8
年ぶりの来訪であったが、その当時と比べ街角スローガンが随所に見られるよう
になっていた。これらの街角スローガンを観察すると、現代の中国社会の変容が
垣間見られ非常に興味深い。そこで、本稿では長春市における街角スローガンを
言語的・社会的に分析し、そこに現代の中国社会がどのように反映されているか
を考察する。

2．スローガンとは
　スローガンとは、企業、団体、学校、国家などの集団・組織における理念、目
標、または主張を強く印象付けるべく、簡潔かつ効果的に表した句や短い文章で
ある 1。人々への宣伝・啓蒙、教化・教導の役割を有する。
　スローガンと似た言葉に標語がある。厳密にはスローガンとは集団内において

「所属する者たちが共通に認識しておくべき目標を明確化するために掲げる」も
ので、「所属する者たちが守るべき規範や規律、目標とすべき指針や理念」を表し
たものを標語という 2。しかし、本稿ではこの二つを分けず、両機能を含ませ「ス
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1･ 松村（2006:1363）、「https://ja.wikipedia.org/wiki/ スローガン」を参考に定義した。
2･ http://imasara-chigai.lance5.net/z471.html
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ローガン」で統一する。
　スローガンは政治、宗教、商業の分野で顕著に見られる。よく知られているも
のとして、例えば政治的スローガンでは、戦時中の日本における「鬼畜米英」「守
れ満蒙、帝国の生命線」「欲しがりません、勝つまでは」「贅沢は敵だ」、現代にお
いては小泉内閣時代の「改革なくして成長なし」、そして安倍内閣にて次々に打
ち出される「アベノミクス」「三本の矢」「女性活躍社会」「地方創生」「一億総活躍
社会」「働き改革」「人づくり革命」などがある。政治的に主張したり人々を鼓舞し
たりするものに“Remember･Pearl･Harbor”“No･more･Hiroshima3”･“Make･Love･
Not･War”･“Yes,･We･can”などがよく知られている。商業的スローガンでは“I’m･
loving･it.”（マクドナルド）、“Inspire･the･Next”（日立）、「インテル入ってる？」（イ
ンテル）、「お口の恋人」（ロッテ）、「心も満タンに」（コスモ石油）、「そうだ。京都へ
行こう」（JR 東日本）などが今日の日本でよく聞かれるであろう。なお、宗教的ス
ローガンへの言及はここでは避ける。
　このようなスローガンを街角で人々の目に触れるようにしたものが街角スロー
ガンである。社会主義国や独裁国家においては、指導者の写真とともに政治的メッ
セージを伝える街角スローガンがよく見られる。

3･ 既に指摘されていることだが、正しくは“No･more･Hiroshimas”（広島のような惨劇は繰
り返すな）としなければならない。

図 1 文化大革命時代（1966年～1977年）当時の料理を提供する「社会主義新農村」 
 というレストランに飾ってあったポスター（長春市にて）
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　スローガンは時代を反映する。特に政治的スローガンにおいてそれが顕著に表
れる。古くは図 1 のように中国において毛沢東主席および社会主義革命を礼賛す
るポスターがあらゆるところで見られた。
　また、中国において 1979 年から 2015 年まで人口抑制のために一人っ子政策が
とられていた時、街角に以下のようなスローガンが現れた 4。

　（1）･“独生子女父母好，政府奖励能养老”（一人っ子の親はいい、政府の奨励で
老後の保障にもなる）

　しかし、一人っ子政策の結果、人口構成が歪になり少子高齢化、労働人口の減
少が起こり、政策転換を余儀なくされた。その際に現れたスローガンが以下のも
のである。

　（2）･“逐步调整完善生育政策，促进人口长期均衡发展”（一歩一歩生育政策を調
整、改善し、人口の長期的、均衡的な発展をしよう）

　近年では習近平政権発足に伴い、後に述べる社会主義核心価値観が街角スロー
ガンによって広く宣伝されるに至っている。
　中国では「中国共産党の方針や政府の政策についての宣伝」とともに「民衆教化」5	

を目的とするスローガンが多く目につく。その背景にはその時代における社会問
題の存在がある。つまり、スローガンは社会問題となる人々の行為を正すために
使われているのである。以下、例を挙げる。

　（3）･（偽札撲滅スローガン）
･ “爱护人民币，杜绝假币”（偽札は一掃し、人民元は大切に使おう）6

　（4）･（光ケーブル盗難防止スローガン）
･ “光缆无铜，偷盗无用，通信断后果严重”（光ケーブルは銅を含んでいない。

4･ 内容、例とも「http://www.alter-magazine.jp/index.php? 標語・スローガンから見える
中国」より抜粋。

5･ Ibid.
6･ 張（2006:12-13）より抜粋。
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盗むなかれ。通信を途絶させる結果は重大です）7

　（5）･（農村での非科学的出生前性別診断の禁止）
･ “禁止非医学需要鉴定胎儿性别”（非医学的用途での胎児の性別鑑定を禁じ

る）8

･ ※農村では男児の出産が望まれたという時代背景がある。

　しかし、「上に政策あれば下に対策あり」“上有政策，下有对策”と言われるよう
に順法精神に欠くとされる一般民衆を教化するには、生ぬるい文言ではだめだと
いうことで、以下のような脅迫的かつ残酷なスローガンが現れている。

　（6）･“两抢拒捕当场击毙”（強盗・強奪で逮捕を拒む者はその場で射殺する）9

　（7）･“吸毒家破人亡，贩毒死路一条”（麻薬は家庭を崩壊させ人を死なせる。麻
薬を売る者にも死が待つのみ）10

　（8）･“宁可血流成河，不可超生一个”（たとえ血の河をなそうとも、一人も多く
産みません）11

･ ※一人っ子政策時代では違反して妊娠すれば堕胎と不妊手術が課される。

　さすがに現在では上記のような脅迫的スローガンは見ることはないが、民衆に
対する教導的スローガンは依然健在であり、それが中国において政治的プロパガ
ンダとともに街角スローガンの多くを占めている。
　近年においては、前に述べたように、習近平主席により社会主義核心価値観が
推し進められ、それに倣った街角スローガンが随所に見られるようになった。

7･ 牧野（2008:23）より抜粋。
8･ Ibid.:77（原文に誤訳があるので修正した）
9･ Ibid.:19（原文に誤訳があるので修正した）
10･ Ibid.:27
11･ Ibid.:73
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3．社会主義核心価値観とは何か
　2012 年 11 月の中国共産党第十八回全国代表大会において胡錦濤総書記による
活動報告の中で社会主義核心価値観（“社会主义核心价值观”）が提唱され、それ
が後の習近平主席により中国全土に広く宣伝されるようになった。この社会主義
核心価値観では、国家の建設目標として「富強、民主、文明、和谐（調和）」、社
会の構築理念として「自由、平等、公正、法治」、国民の道徳規範として「愛国、

敬业（勤勉）、诚信（誠実）、友善（友情）」の 24 文字（（　）内は日本語訳）が明示さ
れている。これらの価値観の育成・実践が社会主義の基盤として強く求められた
結果、中国全土のあらゆるところでこの 24 文字がスローガンとして目に入るこ
ととなった。12

　中国の街角で見られるさまざまなスローガンもこの社会主義核心価値観を反映
するものである。

4．長春市における街角スローガン
　中国吉林省の省都である長春市は人口 749 万人（2017 年）の中都市である。自
動車産業が栄えているとともに、27 の国立大学がある学園都市でもある。歴史
的には 1932 年から 1945 年まで日本の傀儡政権であった旧満州国（中国では「偽満

図 2　社会主義核心価値観が刻まれた石碑（長春市の街角にて）

12･「https://www.sankei.com/world/news/150407/wor1504070023-n1.htm」及び
･ 「https://ja.wikipedia.org/wiki/ 社会主義核心価値観」より抜粋。
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州国」と言う）の首都であり、当時の遺跡が多く残っている。
　この長春市にも多くの街角スローガンが見られる。図 3 のように、社会主義核
心価値観に倣い、長春市民の文明的行動としての規範が長春市当局より発布され
たものもある。
　長春市で見られる街角スローガンの特徴として、人々はこうあるべきであると
いう教導的スローガンが多いことが挙げられる。以下、これらのスローガンを「共
産党に対する忠誠・奉仕への期待・要求」「食品安全と環境保護」「新時代への創造・
発展」「マナー向上の呼びかけ」「人民一人ひとりへの配慮」に分けて考察していく。

4．1　共産党に対する忠誠・奉仕への期待・要求
　まず、中国ならではであるが、社会主義に関するスローガンが見られる。

　（9）･“社会主义是干出来的”（社会主義とは行動により実現されるものだ）（図 4）

　（9）は皆で一緒に努力して社会主義を実践していこうというものである。

図 3 長春市の街角の塀に貼ってあった
　　 ポスター

図 4 共産党関係のポスターは大事なのか、
　　 ガラスケースに入れられている。
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　中国は共産党による一党独裁体制である（実際には他にも党があるが政治的影
響力はほぼない）ので、党への忠誠・奉仕を求めるスローガンが多い。

　（10）･“深入学习贯彻落实党的十九大精神”（党の第十九回全国代表大会の理念を
深く学び着実に実践しよう）（図 6）

　（11）･“纠正“四风”不能止步 作风建设永远在路上”（「四風」を廃する歩みを止め
ず、社会整備をひたすら進めよう）

　　　※「四風」“四风”とは、形式主義、官僚主義、快楽主義、浪費のことで中
国の公務員の仕事スタイルを表す。公務員や官僚の腐敗撲滅のため、習
近平主席により反「四風」運動が推し進められている。

　（12）･“做讲政治 有信念 讲规矩 有纪律 讲道德 讲奉献 有作为的合格党员”（政
治を論じ、信念をもち、規則を守り、規律に従い、道徳を重視し、貢献を
成すことを身をもって行う立派な党員になろう）

　（13）･“精准服务 精细服务 精心服务 用党的建设引领社会治理创新”（適格で細
心にかつ心を込めて奉仕し、「党の建設」をもって社会の統治と刷新を牽引
しよう）

　近年、習近平主席の権力基盤が強固になるにつれ、当人を称え忠誠を求めるよ
うなスローガンが出回っている。

　（14）･“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”（習近平新時代の中国
の特色ある社会主義思想を深く学び着実に実践しよう）（図 6）

　（15）･“更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围 奋力夺取新时代中国特

色社会主义伟大胜利”（習近平同志が主導する党中央を中心に結束をいっ
そう強め、新時代の中国の特色ある社会主義の偉大な勝利を全力で勝ち取
ろう）

　（16）･“高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜 奋力开创新时代吉林全
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面振兴发展新局面”（習近平新時代の中国の特色ある社会主義の偉大な旗
を高く掲げ、新時代の吉林省の全体的な振興発展の新たな局面を切り開こ
う）（図 5）

図 5　道端など随所に習近平主席を賛美するスローガンが掲げてある。（長春市にて）

図 6　大学構内においてもこのような政治的スローガンが掲げてある。
（長春市にある東北師範大学のキャンパスにて）
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4．2　食品安全と環境保護
　中国に滞在していると中国社会の急速な近代化が肌で感じられる。しかし、そ
の近代化に伴い公害などのさまざまな問題が生じてきている。中国政府としても
中国が先進国の仲間入りをするにはそういった問題を看過できなくなっている。
それゆえに、まずはスローガンでもって、直面する社会問題に対する民衆の意識
向上を目指そうとしているように思える。そのような中で長春市において目立つ
のは、食品安全と環境保護に関するスローガンである。
　まず、人々の食品衛生への意識向上を目指すことを目的とした以下のスローガ
ンが見られる。
　
　（17）･“创食品安全城 做幸福长春人”（食の安全都市をつくりあげ、幸せな長春

人となろう）

　（18）･“培养食品安全公德心 争做和谐社会文明人”（食の安全に対するモラルを
育て、調和のある社会においてマナーある人間になるように頑張ろう）

　実際、長春市ではレストランやスーパーなどの食品を扱うところは、昔と比べ
ると格段にきれいで衛生的になっている。近代化に伴い人々の衛生観念が高く
なってきたのであろうか。
　近代化は多くの場合工業化によってなし得る。とすれば、当然公害などの環境
問題が起きてくる。まさに中国は今この段階にある。環境問題の解決には、まず
は人々の環境保護への意識の向上が求められる。そこで、以下のようなスローガ
ンが目につくようになった。

　（19）･“像保护眼睛一样保护生态环境”（目を守るのと同じように生態環境を守ろう）

　（20）･“绿水青山就是金山银山 冰天雪地也是金山银山”（緑の山河も、凍りつく
雪の大地も、みな金山銀山）

　環境問題において悪評が高かった中国だが、現在においては自然環境の改善と
保全に真剣に取り組んでいる様子が窺われる。街角スローガンに中国政府の強い
決意が読み取れる。
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4．3　マナー向上の呼びかけ
　長春市の街角スローガンを見ていると、“文明”という言葉がよく使われている
のに気づく。この“文明”は日本語の「文明」と同じ意味であるが、他に「礼儀正しい」
とか「マナー」といった意味があり、“文明礼貌”（規律を守り礼儀正しい）“文明礼

让”（礼儀正しく先を譲る（地下鉄のホームドアで））などのように使われる 13。

　（21）･（交通標識）
･ “与文明一起上路 伴平安一起回家”（マナーと共に出かけ、安全と共に帰

宅しよう）

　（22）･（路上のごみ箱）
･ “树文明新风 建整洁城市 共同爱惜环卫成果”（マナーの新しい風を植え付

け、きれいな都市を建設し、ともに環境衛生の成果を大事にしよう）（図 7）

　（23）･（男子トイレで）
･ “向前一小步 文明一大步”（あなたの一歩の前進が、マナーの大きな前進）

（図 8）

図 7 長路上のゴミ箱（長春市内にて） 図 8 男子トイレに掲げられた
　　 有名なスローガン

13･「http://20th.yubisashi.com/china03_yubisashi/」より。
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　中国人は公共でのマナーが悪いということを聞くことがよくある。しかし、今
ではかなり改善されてきているように思える。それでも中国政府としては、経済
的発展とともに中国が文明国となるためには、「国民に対して、文明国らしく礼
儀を意識するように働きかける」14		必要性を感じ、スローガンでの教化に至った
のではないかと推測する。

　　
4．４　人民一人ひとりへの配慮
　近年の街角スローガンを見てみると、中国政府においてかつての強圧的指導が
影をひそめ、人民一人ひとりを大切にする姿勢が感じられる。それが教導的であ
ろうと、人民の幸福を第一に考えていることが窺われるようなスローガンが見ら
れる。例えば、長春市で以下のようなものが見られる。

　（24）･“全面小康 一个也不能少”（全てに豊かな社会、誰一人として欠けてはい
けない）

　（25）･“新时代属于每一个人 每一个人都是新时代的见证者 开创者 建设者”（新
時代は人民一人ひとりのもの、皆一人ひとりが新時代の目撃者、創造者、
建設者になる）

　
　また、一つの大きな特徴として、スローガンが表す規範的行為は教導的ではあ

図 9　長春市内にある公衆トイレの壁にある電光掲示板。「マナーを自覚し、
         マナーを理解し、マナーを実践しよう」という意味。

14	 http://chinese-note.com/study/154
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るが上からの押し付けではなく、あくまで人民の主体性を持って実践されるもの
であるということが認められる。それが“～、从我做起（私から実践する）”とか“～
是～出来的（皆が頑張って得るものだ）”という表現に表れている。

　（26）･（交通標識）
　　　“文明走路 从我做起”（マナーのある歩行、まずは自分から）（図 10）

　（27）･（（9）再掲）
　　　“社会主义是干出来的”（社会主義とは行動により実現されるものだ）

　（28）･（習近平語録）
　　　“幸福都是奋斗出来的”（幸福とは勝ち取るものである）（図 11）

4．５　新時代への創造・発展
　長春市で見られる街角スローガンには、現状に対しての規範的提言ばかりでは
なく、現在または未来における新社会主義国家の創造を唄ったものも多く見られ
る。

図 10　交通標語が書かれた立て看板 図 11 習近平語録だからなのか、
 ガラスケースに入れられている。
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　（29）･“走进新时代 共赴新征程 迎接新未来”（新たな時代に突入し、新たな征途
に就き、新たな未来を迎えよう）

　（30）･“以高水平开放推动高质量发展”（高い水準の開放をもって質の高い発展を
推進しよう）

　（31）･（（25）再掲）
･ “新时代属于每一个人 每一个人都是新时代的见证者 开创者 建设者”（新

時代は人民一人ひとりのもの、皆一人ひとりが新時代の目撃者、創造者、
建設者になる）

　（32）･“在改革与创新中谋求发展 在基层组织建设中创造辉煌”（改革と革新を進め
つつ発展の道を探り　第一線の組織をつくりあげつつ輝きを生み出そう）

　以上のような創造的未来志向型スローガンは近年において顕著に見られるもの
である。

図 12　“新时代 新担当 新作为”（新たな時代　新たな役割　新たな行動）
 長春市内にて道路脇に掲げてあった看板
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5　おわりに
　以上見てきたように、街角スローガンは中国共産党における理念、目標、行動
規範などを人々へ訴えるものである。近年、その思想的背景となっているのが社
会主義核心価値観である。また、民衆への啓蒙や教化を目的としていながら、そ
の表現において禁止や「～べき」という当為的行為を要求するのではなく、「～も
のである」というように必然的結果を表したり、「～しよう」と奨励したりすると
ころが近年の街角スローガンに特徴的である。さらには、社会主義国家において
はかつては労働者が主体であったが、近年ではそれが一般民衆に代わり、民衆の
福祉の保証や国家創建への主体的関りへの要求を表すスローガンが多く見られる
ようになった。
　今回は長春市という中国の限られた一都市における街角スローガンの観察で
あったが、現代の中国社会を知る一つの手掛かりとなったのではないかと思う。
機会を見て、他の地域での観察も行っていきたい。
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This	paper	 introduces	 the	street	slogans	seen	 in	Changchun	City,	Jilin	Province,	
China	and	examines	their	linguistic	and	social	characteristics.

In	recent	years,	public	slogans	are	seen	at	every	street	corner	 in	Chinese	cities	 in	
the	form	of	placards,	banners,	signs,	posters,	electronic	bulletin	boards	and	so	on.	Many	
of	these	aim	to	enlighten	the	people	with	propaganda	about	the	policies	of	the	Chinese	
Communist	government.	Especially,	what	 is	called	“Socialist	core	values”	are	widely	
advertised	in	the	use	of	these	street	slogans.

In	this	paper	the	street	slogans	seen	in	Changchun	City	are	analyzed	by	classifying	
them	into	five	categories;	“allegiance	to	the	Communist	Party	and	service	expectations	
and	requests”	“food	safety	and	environmental	protection”	“creativity	and	development	
into	a	new	era”	“call	for	improvement	of	manners”	“attention	to	people.”

It	 is	noticed	that	 there	are	a	number	of	street	slogans	which	make	people	 to	pay	
attention	 to	 the	 environmental	 protection	 and	 improvement	of	manners,	 and	 that	
slogans	once	seen	in	old	days,	which	forced	people	 to	 think	and	act	 in	a	certain	way,	
have	disappeared	and	instead	slogans	which	encourage	people	 to	 think	and	act	for	 the	
foundation	of	a	socialist	nation	have	become	widely	existent.	




