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要  旨 

 日本の酒文化は、中国の酒文化から発展してきたものであると言える。そし

て、東方文化ににおいて、酒文化は、その中で非常に重要な部分となっている。

われわれの生活の中で、酒は、たいへん重要な役割をはたしている。 

 それで、酒礼儀は、国と民族の特徴を表すことができる代表物であり、人間

文化発展史で欠かせない部分である。本論文は、中日の酒礼儀作法の相違を通

して、その中身を覗きたいと思う。これらの研究によって、中日の社会をさら

に理解することができる。そうすると、中日異文化の交流を促進することもで

きる。 

 本論文はまず日の酒文化の発展史を紹介し、それから中日の酒儀礼の共通点

と相違点に対して比較を行い、いっそう中日の酒儀礼を理解し、中日の社会生

活を理解する。それによって中日生活文化の中の相違点を解明する。 
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摘要 

  日本酒文化的历史可以说是由中国酒文化的历史发展而来的，并且，在东方

文化中，酒文化是非常重要的组成部分。在我们的生活中，酒扮演着非常重要的

角色。 

饮酒礼仪也能从一个侧面反映出一个国家和民族的特征，是人类文明史上不

可缺少的一部分。本文从中日酒礼仪做法的差异性来分析，对产生这一现象的原

因进行一些探讨，通过对这些的研究，可以对中日的社会有更好的理解，进而促

进中日异文化的交流。本文是通过介绍中日酒文化的发展史，然后对中日酒礼仪

的共同点和不同点进行比较，进一步了解和理解中日酒礼仪。从而知道中日文化

生活的不同。 
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はじめに 

  中国は酒の故郷、酒文化の発祥地だ。5千年余りの人類の文明発展の過程の

中、酒文化も同時に前進する。中国と同じに、日本も古い文化を持っている国

家である。日本は独特な地理環境や発達した経済があり、独特な日本の文化を

形成した。日本文化の中で、酒文化は極めて重要な一部である。 

  中日民族は酒を飲む長い歴史を持っている。長い歳月の中、中国と日本の人

は特色を持つ美酒を醸造するだけではなく、多彩な酒文化も創造した。そのた

め、私は酒儀礼を研究し、中日の酒文化を理解したい。さらに一歩進んで中日

文化の相違点を解明したい。中日の酒席は社会の縮小版で、世の中で、多くの

あいさつと交流は酒席で行われるからだ。だから、正しい酒儀礼を学ぶ必要が

ある。酒席の儀礼をよくつかむのは人生の一つの貴重な財産だ。 

本文は中日の酒文化の形成と発展、中日の酒儀礼の共通点と相違点の比較の何

方面を通じて更に中国と日本を理解し、中日の独特な生活と文化を説明する。 

 

１、中日飲酒礼儀の相違点 

中日の酒文化は共通点がたくさんある。しかし、あでやかな日本の風土とデ

リケートな日本人の感性によって自分の酒文化が育てられ、発達してきた。中

日の文化や思想が違うので、両国の飲み方や飲む礼儀も違う。飲酒の礼儀作法

も、中国と日本では異なっている。 

１.１「乾杯」という習慣 

 中国も日本も「乾杯」の習慣があるが、中国では、日本と違って、杯の酒を

飲み干すという文化がある。乾杯は会食や酒宴の初期に、食事や飲み物に手を

つけていない段階で行われる。食事を開始するきっかけとして行われることが

多い。宴席で何度も乾杯を行う。使う酒はアルコール度数の高い白酒（パイチ

ュウ）とビールのほが多い。白酒の場合は小さいグラスを用いる。宴会の始ま

りとして、皆が一緒に「乾杯」を発声して、お互いにグラスを当てる。その後、

酒を飲み干す。また、女性や酒のあまり飲めない人に対して、「随意」と言っ

て、飲み干さなくてもよい。皆がそろって乾杯した後、次はまた個々で乾杯す
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る。 

日本における乾杯は、 初は中国と同じように酒を注いだグラスを掲げ、「乾

杯」を唱和してグラスを掲げ、その後回りの人のグラスに当て、酒を飲む。具

体的には、まず司会の合図や場の雰囲気で開始する。着席している場合には、

起立する。卓上のグラスを手に取り、代表者の「乾杯」の発声のあと、参列者

も「乾杯」と唱和する。目の高さぐらいを基準に、グラスを掲げて酒を飲む。

飲み干すかどうか個人の自由である。グラスを置き、拍手する。その後着席し

たり、食事を始めたり、歓談に移るなど、マナーに則り自由に行動する。 

中日の乾杯は同じ部分もあるが、幹事か司会の役割の大きさや飲む干すかどう

かのところが異なっている。 

 

１.２「酒を勧める」という習慣 

日本では、お互いに酒が少なくなっているか、空になっているコップを見た

ら、酒を注ぐことが礼儀で、酒を飲む時には自分で勝手にコップを手にとって

飲んでもよいのだが、中国では酒を飲むときには、必ず一緒に飲むことが礼儀

作法になっている。 

中国の場合はいかにほかの人に多く飲ませて、自分が少なく飲むのは宴会の

勝負である。例えば、「駆けつけ三杯」のような罰ゲームの形で相手に酒を飲

ませる。また、「感情深，一口闷」（友情が深ければ、一息に飲め）のような言

葉を唱えて酒を勧める。ゆえに、祝日休日になると急性アルコール中毒で救急

病院に担ぎ込まれるケースも増えている。 

 それに対して、日本では、無理に勧めることをしなくて、人々それぞれ自分

の酒の量にあわせて飲むのが多い。でも、アルコールハラスメント、通称アル

ハラはとくに若者の間に存在している。それはアルコール飲料に絡む嫌がらせ

全般を指している。日本では、アルコールハラスメントが原因での死亡者がで

たことをきっかけとして1980 年代以降に急速に問題視されはじめた。例えば、

大学生らの間で流行した一気飲みという行為がある。つまり、一息に酒を飲み

干す行為のことである。時には、他人を無理やり酒を飲ませるような行為にな

る。とくに、進学シーズンともなると、毎年のように新入生がコンパなどで、
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この一息飲みを強要されて、急性アルコール中毒で救急病院に担ぎ込まれるケ

ースが続発し、毎年のように死亡者が多数出ることが日本では社会問題にもな

っている。 

１.３ 上司と酒を飲む時 

 中国では、普通の友達と酒を飲む時と違って、相手が上司の場合、緊張感が

高まり、普段より注意しなければいけない。例えば、「感情深，一口闷」（友情

が深ければ、一息に飲め）という酒を勧める言葉があるが、上司に対して使う

と、なれなれしく思われる。相手上司だから、たとえ酒場においても、上司に

たする尊敬な気持ちを欠けてはいけない。上司同士の乾杯が終わっていないと、

上司との乾杯ができないのは礼儀である。それに、上司に酒を飲ませられたら、

素直に飲み干すのが礼儀正しい。つまり、上司と酒を飲む時に、とくに尊敬の

気持ちを持ち、自分の立場を低くするのはポイントである。 

それに対して、日本の酒場には無礼講という言葉がある。無礼講とは、現代

では忘年会、新年会を始めとする飲み会の席において、上役の者や先輩などが

「地位や身分に関係なく酒を楽しもう」という意味である。その場で上司と部

下とより近くなり、互いに親しくなることもあるが、無礼講といっても、「楽

しんで欲しい」という意図から、形式的にとどまる場合がある。その場合、自

身の振舞い方によっては、上司、部下、先輩や後輩、さらに同期社員との、そ

の後の人間関係に影響を及ぼす恐れがある。形式的な「お約束」のような言葉

でもあり、必ずしも無礼講であるとは限らないため、宴会の席では状況を把握

した上で、適切に行動することが求められる。つまり、日本の場合に、「無礼

講」があっても、それはある程度内のもので、実際中国の同じように、注意し

なければいけない。 

１．４ 人々と交際する時、酒が重要な役割を果たす 

人々と交際する時、中国にも日本にも酒は重要な役割を果たす。例えば、日

本のネット調査会社アイシェアは 2009 年 7 月 2 日、「お酒の楽しみ方」に関す

る意識調査を公表した。調査対象は20代～40代のネットユーザー男女573名。

調査結果は以下のようである。 
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回答者は「お酒が飲める」（35.8％）と「どちらかというと飲める」（21.8％）

を合わせると 57.6％。「どちらかというと飲めない」（20.4％）と「飲めない」

（22.0％）を合わせると 42.4％。 

それによると、「お酒は人付き合いの潤滑油になると思うか？」という質問

には、全体の 28.3％が「なると思う」と答え、「どちらかというとなると思う」

（53.4％）を合わせると 8割以上（81.7％）の人が効果を認めている。 

  一方で、「ならないと思う」と答えた人は 10.6％、「どちらかというとなら

ないと思う」と答えた人は 7.7％いた。特に「飲めない」人の 63.9％が、効果

を認めていない。 

 つまり、大半の人は「お酒は人付き合いの潤滑油になる」と考えている。中

国ではなおさらである。「商談は宴会の上で」などの言い方があるように、両

国において酒が果たす重要な役割が窺える。 

１．５  飲酒の雰囲気 

宴会の上で、手酌などのことはよくない事だ。酒を飲んでいる場所は誰と酒

を飲むことがある。目つきの交流があり、それから酒を飲むことは中国の宴会

の基本なことだ。日本人は宴会の初めの時いっしょに乾杯するだけ、あとは皆

自分勝手に飲むようだ。ところが、中国人は必ず誰かを誘って一緒に飲む。 

 中国人の宴会では、どんな口実があるに関わらず、酒を飲まなければならな

い。しかし、どれだけの酒を飲み、酔っ払った様子を表すことができない。宴

会の終えることまでまたはっきりしていることを維持しなければならない。す

なわち、たとえ酒の場であっても絶対に緊張をくずさず、 後まで崩れない人

こそが、中国の社会では尊敬されるのだ。だから、宴会で飲んで大いに酔う人

は、二度と招待された機会があることはできない。普通の人は酒にふけるの人

が信頼することができないと思われる。 

 日本人はちょうど違う。彼らは酒を飲んだ人が心から話をすることができる

と感じ、信頼できることができる。   

 宴会の上で、できるだけ政治と関係がある話題をしない方がいい。中国の場

合、もし政治を批判すると言うならば、聞き手はとても困る。中国人は言質を

取られるのをとても恐怖だ。他人と対立がある時、他人は君の弱みにつけこん
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で恐喝する。その時逃げても逃げられない。あるいは、人が酒に酔った後で政

治の批判性言語を発表し、もちろん人に弱みにつけこめ、でも、その時の発言

者と聞き手は同様に有罪は中国の社会の常識になった。黙っているのは賛成の

証拠だろうと言われるからだ。だから宴会の席では絶対に政治の話をしないの

だ。小さな声と隣の席の人はチャットし、礼儀正しくない事と思われる。だか

ら、大声でチャットする方がいい。 

 日本の場合は、それと違うのだ。酒を飲んだ後、自分の言葉に対して一定の

程度の寛大な許しがあることができる。宴会の後半では、とても自由だ。人々

は席を換え、等級観念も無視できる。中国人は宴会に出席し、酒を飲むためだ

けではない。一部人は自分の社会の地位を証明するためだ。宴会は「戦場」の

意味がある。だから絶対に酔ってはならない、宴会の上で勝利を獲得し、社会

上で他人の尊重を得るの条件の一つだ。一連の宴会に出席した後、酔った感じ

がないように帰えることだ。このように他人の更に多くの信頼を獲得すること

ができる。これが中国社会の付き合い方なのだ。同様な人、異なった宴会が何

度も出会った後、その人は酔う酒が現れたことがない、このように人に信頼で

きる感じを与える。そのため、社会上でだんだん多くなる信用と尊敬を獲得す

ることがで不通きる。 

中国人にとっては、宴会は宴会だけではない。ほかの機能がある。宴会を通

じ、人の社会の地位を理解することができる。誰が信頼できることができるも

知っていることができる。日本はこのような複雑関係がない。宴会は、酒を飲

むことだけだ。 

２、相違の原因 

日本と中国は非常に近い。中国と日本は古代から交流してきた。また、儒家

の文化の影響で、酒文化はいろいろな共通点を持っている。両国の人民は酒が

大好きだ。酒についての文章もたくさんある。例えば、中国三国時代の曹操の

『短歌行』がある。日本の『万葉集』に書かれた山上憶良の有名な「貧窮問答

歌」の一節に「堅塩をとりつづしろひ、糟湯酒うちすすろいて…」と、塩をさ

かなに酒糟を湯で飲む庶民の姿が歌われていて、当時すでに貴族たちは「もろ

み」を絞った「澄酒」を飲んでいたことが伺える。酒が祭祀の役に立つことは
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明瞭である。両国も酒で祭祀をする。酒は神と人間との掛け橋として、神に捧

げる。 日本と中国の結婚式の時、酒も重要な役を担当する。酒を飲むの時、

酒席ゲームをすることもある。そのほか、両国では、料理を作る時、よく酒を

使う。中国では黄酒を使い、日本では味醂を使う。 

 このように、中日文化は、起源を一つにするので、両国酒文化の意識性が一

致しているところもあるが、前章が示すように、異なるところが多い。その相

違の原因の求めると、以下の通りである。 

２．１ 歴史、文化、環境などの要素 

中日ともに酒の歴史が長い。酒が発展している中に、歴史、文化、環境など

が異なることによって、両国の酒の儀礼も違うのである。その影響要素が多く

あるが、その中に一番影響深いのは儒教思想であろう。 

儒家思想の中で、礼は、仁、義、孝などと並ぶ、重要な徳目の一つである。

漢と大和民族は、礼を重んずる民族である。特に、文明古国と言われる中国で

は、礼は、大切な美徳とされて、あらゆる時代の人々の品行を正しくしている。

『礼記』には、「酒を以って礼をなす」と述べている。これから見れば、酒が、

礼の表現形式の一つだと分かった。史書を読んでいると、外国の使節を慰労す

るようなとき、「牛酒を贈る」といった表現が多い。歴代の帝王は、戦いに勝

って、凱旋して帰った将士に、必ずねぎらって、酒をはじめ、賞を与えた。こ

れは、『三国演義』といった小説が、いろいろ記述された。 

酒は、君臣の関係に利用されるだけでなく、普通の人間関係にも、いつも見

られる。『史記、司馬相如伝』の中には、人々が争って、彼と付きあいたいと

願っていたことを述べるのに、「酒を献じて以って交驩す」とある。今に、歓

迎、送別の宴会及び新年と節句のたびことの贈り物から、冠婚葬祭にかけて、

酒も、大切な役に立っている。つまり、現代社会においても、酒の果たす「礼」

の役割を無視してはいけない。上司と酒を飲むときは、どうしても気をつけな

ければいけないというのは、この「礼」と名残と言えるだろう。 

日本も儒教の影響を受けているが、「礼」と酒を結びつくのは祭りの時であ

る。日本では、祭りの時神に神酒を捧げ、祭りが終わったら、皆は一緒に神に

捧げる酒と食品を飲んだり、食べたりする。それは「神人共食」と言う。中国
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では、そんなことはできない。中国人は祭祀の酒を飲み、神と祖先に対するの

不尊敬だ。この点から見れば、日本は中国より実用を重視する。捧げる酒を飲

んで、神様と祖先に差し上げる願望で満足したり、人間に団結な雰囲気を創造

したりすることができる。中国で、重要な祝日で、家で宴会を行う時、祖先の

ため上席を残す。家の主人はこの時にも副次的な位置で座ることしかできなく、

上席で、祖先のために酒と料理を置い、そして祖先に先に酒を飲むと食事する

ことがあらせたことを示した後、家の人はようやく酒を飲んで食事することが

できる。或いは祖先の位牌の前に、ろうそくをつけ、酒を置い、若干の野菜、

死者に対する懐かしむことと敬意を示す。 

まとめると、両国の飲酒儀礼の相違には、儒教思想と神道思想の影響が大き

な原因である。 

２．２ 飲食の要素 

酒儀礼は飲食と深く関わっている。漢族の基本的な主食は穀物で、各種の肉

類、野菜を副食としている。主食は大きく米と面類に分けられる。このほか他

の穀物、例えばトウモロコシ、コウリャン、穀類、イモ類なども雑穀として、

異なった地区の主食の一部分でもある。様々な条件の影響により、漢族は異な

ったタイプの料理を作り出した。「南は甘く、北はしょっぱく、東は辛い」は、

漢族及び他の民族の好む味への総括で、湖南料理、四川料理、東北料理、広東

料理などが代表的な８大料理である。日本の場合、伝統的に、多くの家庭で炊

きあげた白米(玄米)だけの炊飯が主食となっている。すき焼き、寿司、刺身な

どが典型的な日本料理である。ほかに、伝統的な日本食に本膳料理、会席料理、

懐石料理、精進料理、おせち料理などがある。 

酒自体もかなり違っている。中国の代表的な酒「白酒」は20 世紀の白酒の

アルコール度数は 50 度以上であったが、1990 年代から白酒のアルコール濃度

を下げたものが広がってきて、今では低度酒と呼ばれる 38 度の白酒が主流と

なっている。50 度以上であった高度酒も、現在は 45 度のものが出ている。そ

れにしても、22 度未満の日本酒に比べるとかなり高い。ビールのほうも中国

のほうが大体度数が高いと言われている。酒からも中国人の持つ豪快で、直接

的且つ素直な性格が見られる。 
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２．３ 招待方式、観念などの要素 

招待方式、観念などの要素につい言えば、日本人は、よく相手の気持ちや立

場を察して、それも考慮に入れて、発言したり、行動したりする傾向が強い。

それより、中国人は、少し自分の意志を相手にぶつけて強く自己主張するよう

である。そして、酒は、人間関係を潤滑できて、儀礼表現の媒介である。が、

国民性によって、義理表現は、日本人は、もっと含蓄であるが、中国のほうは、

ずっと直接である。 

「乾杯」という言葉は、日本、中国ともに使われる。しかし、中国人が言う

ところの「乾杯」は、必ず杯に注がれた酒を一息に飲み干さなければならない

場合が多い。これは、日本人がいうところの「乾杯」とは基本的に異なる。日

本では、「乾杯」とは言うが、必ずしも杯の酒を飲み干す意味ではない。「お好

きなだけ」ということのようである。また、中国には相手に酒を勧めるという

習慣がある。宴会の席では、友達の間や主客の間において、お互いに「もう一

杯どうぞ」と酒を勧め合う。このような習慣によって、相手に対する自分の思

いやりと友情の気持ちなどを表現したり、伝えたりする。そして双方が飲める

限界の量やそれを超えたたおき、相互に初めに友情として認め合う。言わば、

「酒は知己に逢えば千杯も少なし」である。もしモンゴル族の家庭の人々に、

心から喜んでもらえる。でも 日本では、無理に勧めることをしなくて、人々

それぞれ自分の「酒の量にあわせて」、酒を飲むことが多い。 

つまり、中国人は、酒を飲む時には「過量」にたしなみ、日本人は「適量」

をたしなむと言える。このような酒文化の習慣の違いは、まさに日本、中国の

それぞれの国民性をよく反映していて、「過量」は、中国人の持つ豪快で、直

接的且つ素直な性格を、「適量」は、日本人の持つ婉曲で、一歩下がって他人

を考え常に和を好むという性格もよく表わしていると思う。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 
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另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

２.４ 生活、仕事の要素 

ある調査によると、日本人の 9割以上が仕事でストレスを感じていることが

分かった。理由の一番目は金銭的な問題、仕事の量や上司との関係がその後に

次ぐ。中国側のそれの数字がないが、近年はストレスがたまる状況が深刻にな

っていることが言うまでもない。日本では残業のない会社はないと一般的に言

われてるが、実際の働きぶりは本当に驚異的である。仕事は生活の大半を時間
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を占めているゆえに、飲み会のときに、思い切り無礼講して、上司にも部下に

もとって大切なほっとできる時間になる。中国の場合はそれと似ているところ

もあるが、逆に、仕事の時はずるずるだらだらして、飲み会の時はかえって商

談を成立させたり、人脈を作ったりするような仕事場になることもある。この

ような生活様式や仕事観の違いによって、上司と飲む時の礼儀や飲み会の雰囲

気も違ってくる。 

３ 中日交流への影響 

 上の内容を念頭において、酒文化儀礼を通じて、中日交流へどのような影響

を与える考察していきたい。 

３．１文化交流への影響 

 今の中国と日本は切っても切れない関係である。さまざまな問題がありつつ、

各分野の交流が深まっている。酒文化にも、お互いの国に入っている。しかし、

酒文化儀礼の違いによって、トラブルが起こる場合はなくもない。たとえば、

中国人と日本人と一緒に酒を飲むとする。中国人は相手に敬意を表すために絶

えず酒を勧める。日本人は控えめな人が多いので、大体断らない。そうすると、

日本人は酔っ払うようになり、アルコール中毒の恐れがある一方、中国人の不

親切さや強引さに不満があるかもしれない。逆に、酒を勧めてくれない日本人

に対して中国人の方は不満があるかもしれない。このように、前もって相手の

酒文化儀礼を分かっていれば、な異文化による摩擦を免れることができる。 

 飲み干すの文化もそうである。日本では酒を一杯飲み干すことはあまりしな

い。ゆえに、中国の「乾杯」にたいして、怖いイメージを持っている日本人も

少なくない。酒場では楽しく酒を飲むのは一番だから、人身事故や不愉快なこ

とがないように互いの酒儀礼を理解する必要がある。 

３．２経済交流への影響 

 経済交流といったら、ここで一つの事実に注目したい。日本は非常に国際的

な国で、各国の料理や飲み物を受け入れ、そして日本風に加工する。日本では、

中華料理、イタリア料理、インド料理など、各国の料理を簡単に楽しめる。酒

もそうである。しかし、中国の代表的な白酒は日本において中国物産店にしか
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ないぐらいめずらしいものである。広く日本人に受けられている中国茶に比べ

たら、中国の白酒は日本市場で受け入れにくい。白酒のアルコール度数が高と

か、強烈な穀物の匂いがあるから日本人の好みに合わないなどの原因がある。

しかし、茅台酒のような名高いものは贈り物としてそんなに嫌われてはいない。

同じように、日本の清酒も中国の市場をヒットしない。新しい市場を開拓でき

るかどうか興味深い課題になる。 

終わりに 

中日両国における酒文化を対照して、日本社会の特徴の一面を理解すること

ができる。 

日本の社会の競争力はとても激烈だ。人たちは一生懸命働かなければならな

く、たいへん圧力がある。日本人は仕事がひけた後、居酒屋を替えて酒を飲ん

だ後、家に帰る。酒を飲む時、仕事の圧力を釈放することができる。日本は高

度の緊張している民族だ。酒を通し、日本人は気楽にようやく交流することが

できる。だから日本の酒、贈り物だけではなく、人と人を交流するの潤滑剤に

なっている。 

日本人が酒を飲む時、日本の和の精神が分かる。日本人は自分の意見を発表

する時や行動をする時、他人の立場で思考する。できるだけ他人と摩擦が発生

しない。そして、酒を飲む時、彼らは普通は静かで、他人の邪魔をしない。 
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