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中国の少数民族 
経営学部 1 年 張 鋭、林 琳、李 やん 

 
 
一．概説                             経営学科 1 年 張 鋭       

中華人民共和国はアジア大陸の東部、太平洋の西海岸に位置し、陸地面積は約 960 万平方キ

ロで、ロシアとカナダに次いで、世界で 3 番目の大きさです。中国は多民族国家で、漢民族を

含め 56 の民族で構成されている。そのうち漢民族は人口の約９１％と圧倒的多数を占め、残り

の 55 民族を少数民族と呼んでいる。現在、少数民族が集中して居住する地域では、各民族によ

る自主管理が認められており、区域自治の原則に基づいて、5 つの自治区、30 の自治州、123
の自治県が設けられている。各民族とも独特の文化をもち、イ族の火把祭や、タイ族の水かけ

祭などは旅行者にもよく知られている。 
 
1.人口 
  
 

2.少数民族政策                                    
    中国には 56 の民族が暮らしている。漢族がその大半を占め、少数民族は全人口の 8％に

過ぎないが、そうした少数民族に対し、中国は保護政策を採っている。              

少数民族政策は、文化大革命という紆余曲折の時代を経て、1978 年以降回復された。少数

民族を保護し、特権を与えるなどの政策の転換によって、その人口も急増の一途をたどっ

た。1990 年と 2000 年に行われた 2 度の国勢調査結果を比べると、漢族人口の増加率は

11.22％（11,692 万人増）だったのに対し、少数民族人口は 10 年間で 16.7％の増加（1,523
万人増）だった。増加の第一の要因は、漢族に対する厳しい一人っ子政策が少数民族には

行われず、少数民族に対する計画出産規制が緩和されたことがある。また、漢族と少数民

族の「通婚」が増える傾向にあるが、その間に生まれた子供が優遇政策のために少数民族

民族名 ` 人口      

アチャン族   ３万 
ぺー族   １５０万  ミャオ族   ７３０万 

ヤオ族     ２１０万 プイ族    ２５４万  タイ族     １０２万 

ジノー族    １８万 ラフ族    ４１万  ヌー族     ２．７万 

回族       ８６１万  イ族     ６５７万  ナシ族     ２７万 

チベット族   ４５９万 リス族    ５７万  チワン族    １５０万 

トゥー族    １９万  ホジェン族  ０．４万  ハニ族     １２５万 

カザフ族    １１０万 シボ族    １７万  ウイグル族   １１０万 

スイ族     ３４万 タタール族  ０．５万  モンゴル族   ４８０万 

ジンポー族  １１万  キルギス族  １４万  タジク族     ３万 

トン族     １．５万 プミ族     ２．９万 オロス族    １．３万 

プーラン族   ８万 ドアン族    １９万 マオナン族   ７万 

ムーラオ族   １６万 ボウナン族   １万 ロッパ族     ０．２万 

ユグル族    １．２万 ウズベク族   １．４万 サラ－ル族   ８万 

エヴェンキ族  ２．６万 トールン族   ０．６万 ダフール族   １２万 

オロチョン族  ０．７万 満州族     ９８４万    チャン族     １９万 

朝鮮族      １９２万 コーラオ族   ４３万 ワ族        ３万 

メンパ族     ０．７万 高山族    ２万 リー族      １１０万 

ショオ族     ６３万 トゥチャ族   ５７２万 キン族      １．８万 

トンシャン族   ３７万   



を名乗ることで、人口が増えている部分も大きい。 
    具体的な少数民族優遇政策は、①計画出産規制の緩和で第二子（農村では第三子）の出

産を許可、②上級学校への進学時に漢族より有利（合格点数・宿舎費・奨学金）、③少数民

族家庭に支給する一人っ子手当てが漢族家庭の 2 倍、④政治的に優遇され、幹部にもなり

やすいケースがあるなど。このような優遇政策により、少数民族の政治的・社会的・経済

的地位も向上してきた。 
中国の少数民族政策はあまり外国では知られていないが、多民族国家である中国の統一に

とって欠かせない政策の一つであり、社会安定に重要な意味を持っている。 
 

参考サイト：http://www.erina.or.jp/Jp/Letter/H2001/EL010716.htm 
 
二．旗袍（チャイナドレス）について              経営学科 1 年 林 琳 
 
1.旗袍について 

旗袍（チーパオ・チャイナドレス）は、清時代の満州族女性の丈の長い衣装を元とし

ています。満州族とは万里の長城より北、中国北東部に居住していた民族で、２５０年

続いた清代には満州族の中国全土の支配により漢民族にもその文化、習慣が大きく普及

しました。 
旗袍（チーパオ）：チーパオの「チー」は北京語の口語で満州族のことを指し、１７世紀

に漢民族側へ侵略してきた「八旗」と呼ばれる満州族の軍隊、政府組織を意味していま

す。「パオ」は長い衣服の意味です。 
 
2.歴史 

清朝時代の服装はその地位によりデザイン、刺繍柄などが全て細かく決められており、

個人の好みは完全に排除されました。多くの規制によりファッション的な自由度、価値

はほとんど見出すことが出来ませんでした。しかしその清朝も１９１２年の滅亡ととも

に、当時の服装の規制、習慣も終焉の時を向かえました。 
女性にとって清朝の滅亡、そして中華民国誕生による最も大きな変化は纏足（てんそ

く）の法律による禁止で、漢の時代から続いていた女性の足を布できつく縛り、小さい

ままに留めておくという習慣がほぼなくなりました。それでも中国農村部も含めて完全

にその習慣がなくなるまでは２０世紀半ばまでかかりました。この時代を境に旧習はほ

ぼ終焉し、中国女性の新しい時代が始まりました。 
中華民国時代には新文化運動の影響で徐々に新しいスタイルのチャイナドレスが現れ

るようになってきました。民国時代初期のチャイナドレスは体の線を強調せずゆったり

としたラインで広い袖、右開き（右大襟）のデザインが主流でした。この時代のチャイ

ナドレスはまだズボンを一緒に着用するのが一般的でした。チャイナドレスの丈、ズボ

ン丈も服装の規制が緩和されたことにより、以前よりも短めのものを着用できるように

なりました。 
１９２０年代のチャイナドレス。袖が喇叭（ラッパ）のような形をしてので「喇叭袖」

と言います。袖の付け根より幅の広い袖口がその当時のチャイナドレスの特徴です。 
３０年代、西洋文化が中国に押し寄せ、チャイナドレスにもその影響が現れてきまし

た。チャイナドレスの生地は外国からの輸入品を使ったものも多く見られるようになり、

生地の色、柄も豊富な種類が揃い、西洋のレース、プリーツ、ボタン、リボン、そして

ショルダーパッドまでがチャイナドレスに取り入れられるようになりました。デザイン

の自由度が増すに従ってチャイナドレスはさらに身近な存在になり、以前にもまして多

くの女性に愛されるようになりました。チャイナドレスが中国の民族衣装として確立さ

れ広く愛用されたこの時代は、まさにチャイナドレスの黄金時代だったと言えます。 
清代までの服装は女性の体型を隠すものでしたが、西洋文化の影響を受けたチャイナ

ドレスは体の線をいかに美しく見せるかが重要になってきました。デザインはスリムで



狭い袖、または袖なしといったスタイルになりました。また西洋のミニスカートや上海

に輸入されたストッキングの普及もあり、チャイナドレスの着丈も膝までの短いものが

多くなり、当時の女性は肌を以前より露出しモダンな雰囲気を楽しみました。靴も西洋

のハイヒールが広く普及しました。 
清朝末期に西洋の科学と技術を学ぶために派遣された留学生が、この時代になると

続々と中国に戻るようになりました。みな西洋風のモダンなドレス、スーツに身を包み

帰国してきました。各国に派遣された留学生は他国の発展した政治、経済に習い、中国

の遅れた古い習慣を終わらせる必要があると主張しました。西洋の文化の影響は最後の

皇帝、溥儀にも及び、顧問のジョンソンにならい公式の場でもスーツを着るようになり

ました。 
このような自由な雰囲気の中で発展したチャイナドレスですが、４０年代になると日

本軍の中国進出により経済は行き詰り始め、物資も乏しくなっていきました。チャイナ

ドレスも生地の節約の為、襟、袖を短めにするなど出来るだけ生地を使わないよう工夫

されました。１９４９年以降の社会主義中国では労働に適した服装が一般的になり、チ

ャイナドレスを着る機会は極端に減りました。チャイナドレスを着るのはお祭りやイベ

ント、政治家の外交活動の時のみになりました。 
６０年代、７０年代は文化大革命の時期でした。中国の服装は「軍服」や「中山装」

など紺、灰色、カーキ色の世界になりました。物資の乏しい時代でも日常品は何とか配

給されましたが、服の仕立てに使う生地は紺、灰色、黒くらいしかなく、色は極端に少

なくなりました。きれいな服が姿を消した時代でも、女性は少しでも自身を美しく見せ

るため服に手刺繍を施したりしました。 
８０年代になると改革開放政策により再びチャイナドレスの文化が蘇りました。デザ

インはさらに現代風のものになりスタイルもより女性の美しさを引き出すよう研究され

ました。民国チャイナドレスが誕生してから半世紀、この間に中国女性の地位にも大き

な変化がありました。女性の地位は大きく向上し、チャイナドレスに対する価値観も大

きく変わりました。 
以前チャイナドレスは普段着として着用され、外見を美しく着飾るためだけの服でし

たが、今では自分の努力で得た社会的地位、知識、また自分の価値観を表現する方法と

してチャイナドレスを選びます。今はチャイナドレスも礼服として着用されることが多

くなり、ウェディングドレスとしてのチャイナドレスから、イベント、パーティに出席

する際の正装礼服、おしゃれな普段着として、着用する機会、場所も多岐にわたります。 
 

3.まとめ 
中国も経済発展とともにさらに世界で存在感を増し、世界から注目されればされるほ

ど中国人としての国際的な価値観を感じるようになります。女優のゴン・リーは外国の

映画祭授賞式では中国の代表、また誇りとしてチャイナドレスを着用します。また２０

０８年のオリンピックがモスクワで決定した際、オリンピック招致委員会の楊瀾（ヤン

ラン）が中国代表として４分間のスピーチを行なった際はチャイナドレスに身を包み、

中国の服飾文化、シルク生地の素晴らしさを全世界に向けて伝えました。そして今、国

際的な祭典であるオリンピックを２００８年に控え、さらに中国文化であるチャイナド

レスが注目されていくことでしょう。 
 
三．朝鮮民族について                   経営学科 1 年 季 やん 
 
1.朝鮮民族について 

中国にいる朝鮮民族は一番多いところが延吉というところである。そこが私の故郷に

近いし、私の故郷に住んでいる朝鮮民族も多い。 
朝鮮民族の人口は１９２万３８４２人。  
朝鮮族は主に中国吉林省に分布し、その次は黒竜江省、遼寧省で、内蒙古自治区に分



散して居住している人達もいる。吉林省延辺朝鮮族自治州は最大の集中的居住地区であ

る。 
大多数の朝鮮族の人たちは朝鮮語と朝鮮の文字を使用し、朝鮮語はアルタイ語系（ま

だ定説はない）に属し、6 つの方言がある。  
朝鮮文字は朝鮮の李朝世宗の主宰の下で、１４４４年に創出された表音文字である。 

朝鮮族の人びとの間では宗教を信仰する人は少なく、ごく少数の人たちが仏教、キリス

ト教あるいはカトリックを信仰している。 
 
2.朝鮮民族の特徴 

朝鮮族は中国の少数民族の中でも教育レベルが比較的高く、経済発展が比較的速く、

人びとの物質的生活も比較的よい民族である。中国の朝鮮族の人びとは、主に１９世紀

中葉に朝鮮半島から続々と移住してきたのである。１９１０年に、日本帝国主義が朝鮮

を併呑した後、帝国主義の残酷な抑圧と搾取に堪えられなくなった朝鮮の人たちの多く

が中国の東北地区へ移住し、１９１８年までに３６万余人に達した。この人たちは東北

地区に定住し、次第に中国の少数民族の一つになった。朝鮮族の人々は寒い北方での水

稲の栽培に長じ、産出される米は純白で、栄養が豊富である。延辺朝鮮族自治州は 「中

国北部の水稲の里」とたたえられている。長白山森林地帯の特産物である朝鮮にんじん、

テンの毛皮、シカの角は 「東北の三宝」とたたえられている。老人を敬い、幼なきを大

事にすることは朝鮮族の人びとの美徳である。 


