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講演①

「持続可能な社会を目指す上海市の取り組み」

　　復旦大学日本研究センター副所長

 張　浩川

　1971年上海生まれ。1992年日本留学、1994年専修大学経済学部入学、同大学院

経営学研究科修士課程、博士課程、2003年専修大学大学院助手、2004年専修大学

大学院経営学博士号取得、現在は、復旦大学日本研究センター副所長・副教授。

　研究領域は中小企業、国際経営、中日経済。

　著書は、『中国中小企業の挑戦』（森山書店2005）、論文は「『小さな』世界企業」、

「中国郵政経営史に関する考察」、「中日エネルギー戦略決定メカニズムに関する

研究」、「日本の産業集積が中国に与える示唆」など多数。

〔講師プロフィール〕
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演　題：「持続可能な社会をめざす上海市の取り組み」

講　師：張　浩川氏（復旦大学日本研究センター副所長）

日　時：2011年12月 3 日（土）

会　場：関西大学千里山キャンパス　尚文館 1階マルチメディアAV教室

水野氏：おはようございます。本日の関西大学 3研究所合同シンポジウム、また第 2回の復旦

大学・関西大学経済フォーラムにお忙しいところ、朝早くからご参加いただきまして本当に有

難うございます。本日、総合司会を私、関西大学経済・政治研究所の所長を務めております水

野のほうが担当させていただきます。

　最初に若干この間の経緯を私のほうから述べさせていただきますと、関西大学では東西学術

研究所、経済・政治研究所、法学研究所、 3つの人文・社会科学系の研究所がございますけれ

ども、 5年前から 3つの人文・社会科学系研究所で連立型研究班というのを組織してまいりま

して、 3研究所合同シンポジウムという形で、またそれを中心にした成果刊行物を刊行して参

りました。

　今年は 1期の 4年間続いて 2期目にこの連立型の研究が始まっております。今年はその 2期

目の第 2回が主として経済・政治研究所がということで開催させていただくわけですが、同時

に本年度の第 2回のこの合同シンポジウムは、今日も復旦大学からお見えになっておられます

が、復旦大学と関西大学フォーラムの第 2回のフォーラムとしても位置付けて、このフォーラ

ムを開催させていただきます。昨年のフォーラムを中心としたものについても、実は今年の 3

月に関西大学出版部から『中国経済・企業の多元的展開と交流』という形でまとめております。

　ちょうど 1年前の上海万博がある頃に上海万博と大阪万博を比較して討論会を 2日間にわた

って復旦大学日本研究センターで行ってまいりまして、今回はそれに続いて「どういうテーマ

でやろうか」ということを東アジア産業班の施先生などともご相談しながら、また 3研究所の

先生方ともご相談しながら、やはり「サステナビリティ」ということを 1つのキーワードに持

平成23年度 第 2回 関西大学 3研究所合同シンポジウム

第 2回復旦大学・関西大学経済フォーラム

東アジアにおける持続可能な新たな社会をめざして
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って参りまして、「持続可能な新たな社会」ということをテーマに「ではやっていきましょう」

ということになったわけでございます。現在南アフリカで行われたCOP17は、京都議定書以

降の議論になっておりますが、いろんな意味で今回のテーマの「持続可能な新たな社会」ある

いは「新たな都市づくり」というのが大きな課題になっております。

　本日のご講演いただく復旦大学日本研究センター所長の張先生に「持続可能な社会を目指す

上海市の取り組み」ということでお話をしていただき、また中国経済については、日本を代表

する先生であられます佐々木先生に「東アジアにおける安全・安心・安定―日中協力のあり方

―」ということで総括的なお話もしていただきます。また、午後からは台湾からお越しいただ

いた劉先生に「持続可能な社会に向けて―台湾におけるエネルギー政策と企業の取り組み」と

いうご講演も行っていただきます。さらに、内陸部になりますが、湖南大学の陳教授から「低

炭素・共生社会をめざす中国の中部地域における環境問題への取り組み」ということもお話し

ていただきます。また、日本の場合についても大阪府から「大阪21世紀の新環境総合計画」と

してまとめられたものをご紹介していただきます。

　ある意味では、今日の社会的、あるいは経済的に非常に重要な問題についてのテーマにて、

大阪、上海それから中国内陸部、台湾ということでお話いただき、最後には討論会のような形

で、今回の 3研究所の合同シンポジウム、そして第 2回復旦・関西大学のフォーラムを開催す

ることになりました。

　簡単ではございますが、経緯と共にこのフォーラムの意義についてお話をさせていただきま

した。それでは関西大学を代表し、関西大学の学長、楠見学長より出席の皆さん方にご挨拶申

し上げたいと思います。

楠見氏：おはようございます。ただいまご紹介いただきました学長の楠見でございます。関西

大学の 3つの人文、社会科学系の研究所では、それぞれの研究所におきまして独自で種々のシ

ンポジウム等で研究活動を行われておりますが、このように人文社会科学系の研究所が合同で

行うということは、大きな意義のあるものと考えております。いわゆる境界領域をそれぞれ研

究する、合同で研究する、あるいはシンポジウムを行っていくということで、これからの新し

い研究テーマが生まれる可能性が十分ございます。

　さらには今回第 2回の復旦大学・関西大学の経済フォーラムでございますが、第 1回が昨年

の 3月、復旦大学で開催されました。私は、その時にちょうど復旦大学の日本研究センター内

に関西大学の上海オフィスを設ける視察を兼ねて、第 1回の経済フォーラムに参加させていた

だきました。そして、今回は、第 2回としてこの関西大学で開催されますが、これからも 3回、

4回と続けていっていただきたいと思っております。

　今回のテーマは「東アジアにおける持続可能な新たな社会をめざして」という、非常にホッ

トな話題が整っております。当然皆さんご承知のように、地球環境問題というのはこの21世紀
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の中の大きな問題の一つでございます。環境を抜きにしていろんなことは語れません。例えば

私の専門であります地盤工学、特に私が現在研究室を持っているその名前も「地盤環境工学」

と、あえて「環境」とつけております。こういう非常にホットな話題で、なおかついろんな分

野でもこの「環境」を抜きにして語れません。この内容で今回のフォーラムあるいは合同シン

ポジウムを実施することは非常に意義のあることだと考えております。

　先月でしたでしょうか、地球の人口が70億を突破したという話題がございました。1916年の

地球の人口は16億か15億ほどだったと思いますが、その後急激に人口が増えています。その中

でも特にアフリカ地域、我々が住んでいるアジア地域の人口増加が著しい。このことが地球環

境に及ぼす影響は計り知れないものだと思っています。この「環境」という「持続可能な新た

な社会」、「サステナビリティ」を我々は今後とも地球市民として克服し、さらには快適な住環

境を持続的に構築していくためには、このようなシンポジウムが非常に重要性を持ってくると

考えています。

　今回は復旦大学はじめ中国からの研究者の方々、並びに台湾からの研究者の方々そして日本

の研究者の方々が一堂にここに会しまして、このシンポジウムあるいはフォーラムを開催され

ますが、是非活発な議論が展開されて有意な成果が生まれることを祈念いたしまして、私のご

挨拶とさせていただきます。どうも有難うございました。

水野氏：楠見学長、どうも有り難うございました。それでは続きまして来賓を代表いたしまし

て、また第 2回復旦大学・関西大学経済フォーラムというパートナーのほうを代表致しまして、

復旦大学日本研究センターの所長の郭定平先生のご挨拶いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

郭氏：楠見学長、ご在席の皆さん、おはようございます。復旦大学の日本研究センターの所長

を務めております郭定平と申します。

　今回、関西大学でこのような共同シンポジウムが開催出来たことを本当にうれしく思いま

す。特に関西大学の 3つの有能な研究所、東西学術研究所、経済・政治研究所、法学研究所と

共同で、このテーマで関西大学にてシンポジウムを開催することは我々にとっても光栄なこと

です。

　復旦大学では、復旦大日本研究センターが設立されて21年、過去20年間日本の各大学や研究

機関と交流を進めてきましたが、ここ数年間、特に関西大学とはいろんな面で交流をしていま

す。先ほど楠見学長もおっしゃったとおり、 3年前に交流を始めてもうすでに第 1回目の共同

フォーラムを行い、また、昨年、関西大学の上海事務所も、復旦大学日本研究センターにおか

れました。これらを通して復旦大学日本研究センターと関西大学の各研究所はよりよい交流活

動を展開していければと考えております。

　今回、台湾からも東海大学の研究者が参加して東アジアにおける持続可能な社会を見込んで
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吟味していただくということで、もちろん今の世界にとっては、このテーマは大変重要で有意

義なテーマだと思います。

　中国は今ちょうど高度成長を経験していますが、ここ10数年間、環境問題、エネルギー、様々

な問題を抱え、中国政府も研究者もみんな一生懸命取り組んでいます。もちろん過去10数年間

は日本ともいろいろ交流をしており、特に日本政府と、日本の各研究機関から大規模な支援を

いただいています。日本は、30年前の高度成長の際、環境問題も大変でした。その後、市民の

環境運動があり、それをきっかけに法制度と環境改善、環境保全に取り組んできています。そ

のために今では、日本は世界有数の環境技術の進んだ国となりました。

　しかし、今年の大震災によって新たな環境問題にも直面しています。この時期に、東アジア

の国が集まり「持続可能な社会」を目指して循環社会について議論することはとても大事だと

考えるため、是非多くの議論が出来るように、我々も本日の合同シンポジウム、共同フォーラ

ムが大成功するようにお祈りし、私の挨拶とさせていただきます。どうも有難うございます。

水野氏：郭先生、どうも有難うございました。それでは早速ですが、最初のご報告は、復旦大

学日本研究センターの副所長の張浩川先生から「持続可能な社会をめざす上海市の取り組み」

というテーマでご講演いただきます。講師プロフィールを簡単にご紹介したいと思います。張

先生は1971年上海でお生まれになり、92年に日本に留学されました。1994年専修大学経済学部

に入学され同大学院経営学研究科修士課程、博士課程で単位を取得され、その後2003年に専修

大学大学院助手、2004年からは専修大学大学院で博士号を取得されました。

　現在は復旦大学日本研究センター副所長、副教授を務めておられます。研究領域は非常に多

岐にわたりますが、基本的なところは中小企業の問題、国際経営、中日経済についてご研究さ

れておられます。著書は『中国中小企業の挑戦』（森山書店2005年）、論文としては「『小さな』

世界企業」や「中国の郵政経営史に関する考察」、「中日エネルギー戦略決定メカニズムに関す

る研究」あるいは「日本の産業集積が中国に与える示唆」など多数に上っております。それで

は張先生、よろしくお願い致します。

張氏：皆さん、おはようございます。復旦大学日本研究センターの張と申します。今、トップ

バッターで朝早く、あまり自信はありませんが、持続可能な社会を目指した上海市の様々な取

り組みを簡単に紹介させていただきます。本日は主に四つのことを話してみたいと思います。

まず簡単に理論的に「持続可能な発展」というのはどんなものか。二番目には中国における「持

続可能な発展」の推進を国レベルでどのように進めているか。三番目には上海市で市政府の取

り組みはどのようなことを行っているか。最後には、若干、今、上海市で推進されているもの

をケーススタディとして紹介させていただきます。

　まず基本理論の部分で、「持続可能な発展」についてご説明申し上げます。そもそも最初は、

人口の増加の抑制、資源の保護、再生エネルギーの開発等によって「持続可能な発展」が実現
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できるようなコンセプトを『持続可能な社会の構築』としてアメリカの学者により1981年に提

出されたものであります。1987年には、将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、

今日の世代のニーズも満たすような開発が必要ではないかという概念を出されました。1989年

の国連環境発展会議では、「持続可能な発展に関する声明」を出しまして、主に四つのことを

練り込みました。国家と国際の平等。支援的な国際経済環境、自然資源の基礎を維持し、合理

的に利用し、その利用率を高める。発展計画と政策の中に環境への注目と考慮を練り込むとい

う声明を出しております。

　次に中国においてどのような理念になっているかをお話いたします。中国で最初に「持続可

能な発展」を推進した国のトップは、江沢民であります。彼は、「いわゆる持続可能な発展と

は目先の発展の需要を考慮しながら未来の発展の需要も考慮し、後世の人々の利益および犠牲

を代償として現在の人々の利益を満たしてはいけない」と話しております。その後、2002年に

は国レベルで「自然エネルギー・環境の保護を基礎に経済発展の促進を条件に人類の生活水準

の改善と向上を目標とする理論と戦略」が、中国における「持続可能な発展」であると定義づ

け、主に中国の事情を合わせ、四つの項目を挙げております。

　一つは発展を中心にすることは変わらない。発展は必ず持続の可能性を考慮する。また、人

と人との公平性。人間と自然との共生、共存を考慮しなければいけない。国レベルで策定され

た主な定義というのはこの四つの領域において持続可能な発展を推進しなければいけないとい

うことを中国の国務院で定めました。

　まず経済発展においては、産業構造、区域構造、都市部と農村部の構造、こういった従来の

構造を改善しながら持続可能な発展を目指します。二番目の社会発展においては、人口の総合

管理、医療衛生体系、就労、社会保障体制の再構築。特に皆さんご存じだと思いますが、この

2週間以内か、中国は、全国的に一人っ子政策の改善を打ち出しました。医療衛生体系におい

ても、今までの医療改革は完全に失敗で、もう一回やり直しだとし、今まで中国は都市部でし

かカバー出来なかった社会保障体制でしたが、日本で言うところの国民健康保険をこれから全

国民に普及するという政策を打ち出しました。

　また、自然保護の分野においては、今までの自然資源をより合理的に利用し、その利用率と

総合的な利用水準を向上させなければいけないという政策も出しました。生態保護においては

自然保護区の建設、そして中国がこれから何よりも力を注いでいくことになる砂漠化対策があ

ります。実を言うと、中国の砂漠化は相当深刻視されております。もう国土の27％程度がもう

砂漠化し、今、対策を開始しないとより一層深刻になりかねないという緊迫な事情もあります。

　五番目の環境保護においては、こちらも中国国内の相当大きな問題である廃棄物、大気の汚

染、水質の汚染、海域の汚染が挙げられます。工業化に伴い大量の廃棄物が排出されているこ

と、例えば、日本でもよく話題になる黄砂もそうであります。中国で多くの水源地が汚染され
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ており、現在、中国の国民が飲める水源とされる水源地の内、本当に国の基準に満たしている

のは 8％ぐらいしかないという内部資料も目にしたことがあります。例えば 2～ 3年前の太湖

のアオモノ事件や、最近は中国の渤海湾で石油の汚染等、今、そういう痛々しい現場を目の前

にして、早く整備しなければいけません。六番目は能力の建設とありますが、これは現実的に

は人口、資源、環境に関する法的整備をもっとしなければいけないということです。また、そ

うした情報の共有の体系の構築、産官学あるいは社会全体に対する情報の共有が認められてい

るのが現状であります。

　マクロ的なこと、国レベルのことはさておき、今度は上海市の話を紹介させていただきます。

ご存じのように、上海は中国では、一番、特に大きな大都市として非常に重要な位置づけとな

っております。実際には中国全般の経済発展、あるいは上海市の経済発展政策の中で上海市の

都市機能のチューニングというものを常に考えられております。近年においては、1980年には

上海市はコア都市の多機能性を十分に発揮できる社会主義の大都市と位置付けられた。開放

的、合理的な産業構造、先進的な科学技術、高度な文明というものが求められております。

1990年においては、中国の全国の改革開放の最前線として、これは浦東開発新区の成立に伴っ

た戦略調整でありました。2000年に入っては、揚子江デルタ地域のコア都市として、また、世

界経済のネットワークの重点な都市として新たに位置づけられました。

　このような経済発展戦略の中において、「持続可能な発展」における上海市の動きは、次の

とおりであります。1996年には中央政府が持続可能な発展戦略の行動の指南本と言われる「中

国21世紀議程」を公表しました。今の中国全般の持続可能な発展戦略は基本的にその中からピ

ックアップされたものであります。その指南本が出来上がった翌年には、上海市、河北省、山

西省、江西省、四川省などがテスト地域として指名され、それと同時に上海市も市政府のトッ

プがチームリーダーになって指導チームを発足し、実際にこの「21世紀議程」を1999年に始動

しました。

　では、上海市で打ち出した「持続可能な発展」に関する主な政策を見てみます。全体計画と

して1999年に「上海行動計画」が策定されました。これは、循環型経済の促進を明確にし、特

にバイオ農業やクリーン生産、廃棄物の総合利用、持続可能な商品モデル、エネルギー生産と

消費などの実効案が1999年に初めて具体化されたものであります。これを分野別で見てみま

す。例えば教育医療については、1999年の科学教育都市振興の戦略を実施しました。

　持続可能な発展戦略と科学教育都市振興戦略は、上海市の次世紀に跨がる基本戦略の一つで

あります。科学技術進歩を重要視し、有効な措置を講じて大いにクリーン生産技術、クリーン

エネルギー技術、エネルギー有効活用技術の導入などを促進して、資源の有効な開発、総合利

用と環境保護を促進するというものであります。教育部門では、経済や社会発展のニーズに応

じて実行構造と資源の配置を改善して住民の文化素質と教育水準の向上に尽力するという指示
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があります。環境問題においては、2000年～2002年、あるいは2003年～2005年の「三年行動計

画」にて多くの循環型経済を言及しております。

　私ども復旦大学日本研究センターは2005年には『日本の循環型経済』という本を出版しまし

たが、その本の中で、例えば、東京都や大阪府等、多くの日本における循環型経済に向けての

努力、取り組みを紹介しており、市政府で「持続可能な発展」の勉強の教材にもなっておりま

す。そういった意味では日本のいろいろ経験等を勉強させていただいております。

　具体的に探してどのようなところをおこなっているかというと、例えばクリーンエネルギー

による石炭コンロへの代替、薪の総合利用や生活ごみの分類・収集、廃棄物の回収システム、

またプラスチックの弁当箱の利用、危険な廃棄物の回収・処理、重点汚染企業の調整、クリー

ン生産を推進する等が列挙できます。特に上海万博期間では上海の空気はなかなかよく、青空

の見えた日が多かったです。

　上海万博を経験したことで、随分、町の空気全体も良くなり、緑も増えました。最近はちょ

っと止まっていた建築現場がまた復帰してしまったため、また大変なことになってはおります

が、そういう流れの中で、良くはなっております。社区構築というのは、日本でいうと団地の

構築となりますが、上海では、21世紀の初頭から、団地の中で持続可能な取り組みがあると言

われております。上海市内でも 4つの地域がテスト地域として認定されております。

　2009年においては、今後の 5年間で上海市内では全面的にクリーン生産を促進し、重点産業

及び工業地域の融合、構造調整、産業水準の向上、省エネ、廃棄物削減などの措置が抜本的に

講じられました。特に上海市においては、12の重点産業の2500社の企業に対して、政府がクリ

ーン生産の審査を厳しく実施しました。それにより、今まで相当な効果が出ており、少なくと

も今の上海市内には黒い煙の煙突等が一切見えなくなって来ております。

　さっき申し上げたのは主に政策的なものですが、次に実際にはどのようなものが身近に感じ

られるかを紹介させていただきます。一つ目は「循環型経済」のごみ処理場であります。今ま

で中国では焼却式の炉で燃やしておりました。ごみ分類をほとんどされないままで燃やしてし

まうため、ダイオキシンの発生、空気の汚染等の問題があります。中国のごみの焼却と日本の

ごみの焼却は大変な違いがあります。日本の場合は完全にごみを分けてから燃やしているの

で、処理もしやすい。中国の場合はごみの分類はしないままで、また燃焼効率を高めるために

だいたい 1週間程度大きな池の中に置いて天日干しのように乾燥させてしまう。このため悪臭

が発生するなど、これまでごみ処理場としては大変周辺の住民にも迷惑をかけている上、ごみ

処理場自身もあまり効率よく機能しておりません。そこで、近年、最も用いられているのがバ

イオの技術で、主に緑茶のカテキンによる消臭やごみの減量等を、いろいろ試みをされており

ます。

　今、クリーンなエネルギーとしては、上海市の郊外の奉賢や南匯、崇明島等で風力発電所が
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どんどん作られているという試みも展開されております。また、ようやく、家庭ごみの減量、

分類処理が上海市内の地域から徐々にスタートしております。また、教育分野においては、一

部の教育の機材や設備等、これもリサイクル化が進められております。例えば、リサイクルの

材料で作られたデスク、卓球のラケット等が、中国にもある。今、上海市の市内の高校、中学

校に入っております。クリーン交通というのは、総延長が400キロ以上の地下鉄の建設も急ピ

ッチに進められております。また、実際には、新エネルギー車やEV車など上海でいろいろ実

施しております。

　次は、実際にあったケースを紹介させていただきます。これは老港という町の生活ごみの埋

立地でありまして、そこには、長さ4200メートル、幅800メートルの大きな、写真に出ている

ような非常にきれいな、埋立地が作られていて、埋立工場の他にリサイクルの処理工場があり

ます。メタンガスの発電所などが建設されていて、そこの主なコンセプトの設計、あるいは技

術はフランス系の威立雅会社が担当しました。

　現地の状況というと、埋立地が作られる前、大変な大気汚染をもたらし、メタンガスの集中

処理装置が足りませんでした。日本ではいわゆるガス抜きという業者があり、例えばエアコン、

ガスコンロ等、資格を持った専門の業者がおりますが、中国では装置や容器を破ってそのまま

ガスを出しているのが現状であります。そういったことを一切ここではやらなくなりました。

また、排出した浸出液の中に大量な汚染物が混入され、周囲に大変な影響を与えているという

のは事実であります。また、特に漏れた液の中に大量の有機物、重金属が含まれるという汚染

があり、確か 1、 2年前にタバコの葉っぱの中に重金属が検出されたことがありました。今よ

り合理的、先端技術を用いて埋立地を造ることによって土地資源の有効利用や、メタンガスの

回収による発電等、新たな試みが出来ました。

　次に、ごみの分類については、上海市内で18のチームと、日本でいうと町会である団地で、

四つの種類分けを行うというごみの減量、分別のモデル地域が作られました。今の上海では、

無公害化のごみ処理能力は実際には毎日10,250トンぐらい処理されておりますが、実際には発

生するごみはそれの倍までではないとはいえ、はるかに超えたものであるため、実際には隣の

浙江省や江蘇省等のごみ処理場にごみを運び、処理してもらっております。そのような事情も

あり、上海市では、なるべく上海市内のごみも減らして、少なくともビンや缶など、そういう

非常に燃えにくいもの、あるいは燃えても結果的には有害物になるものを単独に処理するよう

にしたいと試しに始めました。これは余談ですが、ごみを減量するために、ごみの有料化も考

えておりますが、これも相当の抵抗感がありまして、なかなかうまく進められておりません。

　上海市のごみの発生量のデータを並べてみましたが、上海市政府は2010年をベースに毎年こ

れから 5％の減少を導き出し、2015年までには市民一人当たりの平均のごみの出された量につ

いて、2010年に比べて20％の減少を目指しております。政府は、このようなごみの減量政策を
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徹底的に行うことで2020年までには半減させたいと考えております。実際には2007年の上海の

生活ごみの処理量は 1日当たり19,000トンであります。日本では、ちり紙交換等がどんどん少

なくなってきましたが、中国ではまだ、特にペットボトル回収やちり紙の交換等、完全に民間

業者が勝手にやっております。このような回収業者を合理的に利用することで、かなりごみを

減らせます。

　生活ごみを完全に分別しないでそのままごみ箱に廃棄するのは10％程度でしかありませんの

で、庶民のお金になる部分はまだ有効に使えるという意識をうまく利用して、ごみの分類、特

に学校や政府機関等、そういう公的な機関を通じで行えるのではという発想の下、ごみの減量

化が政府の推進の下で進められております。

　次に、地下鉄に関してお話いたします。1995年 4 月の10日に上海の地下鉄が最初に運営され

てから今までに、すでに11の路線が稼働され、総路面距離は400キロを超え、ロンドンを抜い

て世界一位であります。実際に上海に行かれたことのある方はご存じだと思います。朝のラッ

シュ時間では、例えば東京の埼京線や京成線も相当混みますが、上海はもっと混んでおります。

やはり 2千万人程度の人口が集まると、かなりの交通の不便があります。上海でも東京の首都

高のような高速道路がありますが、ラッシュ時間帯になりますと、そこは超大型の駐車場にな

っている有様で、そのまま全然30分、40分、 1時間動かないことがかなりあります。そうした

中で公的な交通機関、特にバス、地下鉄の有効な利用は非常に重要視されており、今でも上海

の地下鉄の建設がまだ続いていて、グリーンの交通手段をもっともっと進めたいというわけで

あります。

　また、上海政府は、一方で地下鉄等交通手段を増やすとともに、もう一方では新エネルギー

車を産業のキーポイントとして開発をどんどん進めております。上海汽車工業集団は、おそら

く 8年前からもうすでに、例えば水素のエンジン等、いろいろな試みを行い、今でもEV車等

の試みもいろいろ行っておりますが、なかなか技術的に突破できないところ、特に安全性の問

題はなかなか難しくて、まだまだこれからだと思われます。今、上海嘉定区では、フォルクス

ワーゲンの工場もありますが、電気自動車のモデル地域であり、そこでは今は運転の体験や路

線バスの運営、試乗あるいは試運転などのコースが設けられ、EV車の使用を推進しております。

ただ、おそらく、やはり長距離に向いてない、充電が大変難しい、またお金も相当かかる、高

い値段で取引されている等の部分が、日本同様、なかなかEV車の推進が難しく突破しにくい

が、将来的には特にバッテリー技術等の活用によって、もっとEV車が推進されるはずだと思

います。後ほど触れますが、このあたりの中国の企業と海外の企業の技術交流等がかなり遅れ

ております。

　ここでもう 1つ注目されているのは、いわゆる自然エネルギーの開発である風力発電であり

ます。上海は名前の中に「海」がありますように、海辺であることもあって風力の発電が大規
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模に推進されていて、特に南匯や上海近くの崇明島等の風力発電の実証研究は大いに期待され

ております。特に崇明島においての風力発電所のプロジェクト投資額は 2億元近く、現在 1元

が12円ほどでありますから、24億程度の投資がされております。このプロジェクトも唯一世界

銀行からローンを組んだ中国の大型プロジェクトであります。

　最後に中日関係にすこし触れておきたいと思います。先ほど申しあげたように中国政府は

「持続可能な社会」の建設のためにいろいろ努力をしております。特に12回目の 5か年計画の

中に次の 7つの重点産業の分野を決めました。つまり省エネ・エコロジー産業、バイオ、次世

代情報技術、先端機械設備、新エネルギー、新素材、新エネルギー車であります。私は、最近

この 2ヶ月で東京、ソウル、今度また大阪に来て、いろいろ中日のこれからの協力の可能性に

ついての講演を回っている中で、なぜデータで出さないかと言うと、出すたびに悲しくなるか

らであります。

　中国国内では2015年にはGDPの 8％、2020年にはGDPの15％まで、こういった 7つの新興

産業を持ち上げようという中国の国策の中で、例えば今後の 5年間の中国の環境のエネルギー

分野の投資の需要はおよそ 3兆元と見込まれ、36兆円の投資が必要であります。マーケットの

ウェイトがだいたい4.5 兆元として、55兆円のマーケットがありますが、非常に残念ながらそ

の中に日系企業があまり関わっておりません。

　一つの例を挙げますと、クリーンな生産の中で必ず出てくる脱硫装置は、今、中国国内トッ

プの20社の脱硫装置のメーカーの内、日本の技術を用いているのはわずか一社のみで、他は全

て欧米系であります。もう一つの例を挙げますと、先端機械設備では、ボーイング787の生産

における日本のメーカーの受注量は全体の35％ということで、日本国内で喜んでおりますが、

中国で今大型の旅客機を作っているC919においては、国内のメーカー以外はすべて欧米勢で、

日本は一社も入っておりません。提供しているのは東レの炭素繊維ぐらいしかありません。

　昨日の新聞で、BMW社とトヨタが今度はEV車の提携をすると。中国でもEV車をいっぱい

作ろうとしておりますが、日系企業の関与は今まではゼロだと。そういったことで考えますと、

中日の両国、こんなに近い存在なのになかなか上手くこのあたりで協力出来ないのは将来的に

日本の産業においても中国の産業においてもあまりいいことではありません。

　私は、今日、上海市の「持続可能な発展」の取り組みを紹介したと共に、やはり今後中国が

「持続可能な社会」を目指しているうちに必ず日本の技術や協力が必要となると考えているた

め、今日の主催側、共催側には日本の産業界の方もいらっしゃると思いますが、こういった部

分の今後中日間の努力が学者だけの交流にとどまることなく、産業界に中日共に「持続可能な

社会」、あるいは持続可能な中日関係、あるいは持続可能な東アジアの社会を構築出来ればと

思って、私の報告を終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。

水野氏：張先生、本当に素晴らしいご講演有難うございました。「持続可能な新たな社会」を
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目指している上海市の取り組みについて非常に詳しくご紹介いただきました。風力発電ももう

すでにあるというのは素晴らしいことであります。さらに最後に、日中協力、特に環境に関わ

る日中協力のあり方という問題提起もしていただきました。

　さて、次に本学の経済学部教授であります佐々木信彰先生からご講演をしていただきたいと

思います。テーマは「東アジアにおける安全・安心・安定―日中協力のあり方―」です。佐々

木先生は和歌山大学の経済学部ご卒業後、大阪市立大学の大学院に進まれまして、経済学博士

を大阪市立大学のほうで取得されました。ご専門の中国経済については日本を代表する研究者

でありまして、多くの研究業績を挙げられております。『多民族国家中国の基礎構造』、『中国

経済の市場化構造』、『構造転換期の中国経済』等その他多数の論文、著書を公刊されておられ

ます。上海財経大学とかケンブリッジ大学、サンクトペテルブルク大学や台湾中央研究院にも

在外研究に行っておられまして、大変幅広く研究、あるいは研究での国際共同、国際協力とい

うことで進めて来られました。

　佐々木先生は、大阪市立大学経済学部の教授を長く勤務されておられましたが、2010年、関

西大学に来ていただきました。関西大学では是非経済・政治研究所でこうした研究に積極的に

関わっていただきたいということで、昨年お願いをしまして、今年度から第 2期の 3研究所連

立型研究に関わっていただいております。それでは佐々木先生よろしくお願いします。
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