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コメント・質疑応答

コメンテーター：

　マノジュ・L・シュレスタ氏　（ 法学研究所インド・南アフリカ財産的情報研究班委嘱研究員、

甲南大学経営学部教授）

　陶　徳民氏（東西学術研究所個人・民族・国家研究班研究員、文学部教授）

日　時：2011年12月 3 日　15：50～

会　場：関西大学　尚文館 1階マルチメディアAV大教室

施氏：長らくお待たせいたしました。これよりコメントおよび質疑応答に移ります。本日の 5

つの講演につきまして、法学研究所インド・南アフリカ財産的情報研究班委嘱研究員、甲南大

学経営学部教授のマノジュ・シュレスタ先生と、東西学術研究所個人・民族・国家研究班研究

員、本学文学部教授の陶徳民先生にコメントしていただきます。では先にシュレスタ先生にお

願いいたします。

シュレスタ氏：ありがとうございます。皆さんこんにちは。今日、中国の実態、特に中国の先

生方から、現在、中国が置かれている一部の事例を聞いて大変勉強になりました。また、台湾

の実態も、特に民間の活力をベースに、半導体会社の事例を挙げていただきながら、どう企業

の社会的責任として取り組むべきかについてのお話しを伺い、非常に勉強になりました。それ

から最後の小林先生の大阪の取り組みは、政策的な意味で最先端のいろいろな状況を紹介して

いただき、こちらもとても勉強になりました。

　私は、甲南大学で経営学の教授でありますが、また、法学研究所で委託研究員としてインド・

南アフリカの知的財産権の研究班のメンバーでありますが、その立場から申し上げます。まず

環境問題というのは、皆さんご承知のようにいろいろな側面がありますが、法的な側面から見

れば1972年にOECDが提唱したPPP、要は「汚染者負担の原則」というものに関する法律を

もう一回考える時期に来ているのではないかと思います。当然、誰が汚染したかということは

そんなに簡単に断定できるわけではありません。いろいろと利害関係者も含めて汚染者が負担

する原則、いわゆるPPP、Polluter Pays Principleは、OECDが1972年 5 月26日にこれからの

環境を守らなきゃいけないとして発表しました。その当時、1968年に「ローマクラブ報告」と

いう報告があって、それに感化されたのであろうと思います。環境保護は人類のためにこれか

ら取り組まなければならないことは、誰でも考えていることでありますから、PPPをどう考え

るべきかという、方法をそれぞれの国でもう一回考える必要があります。

　もう一つ、小林先生が紹介してくださった環境マネジメントシステム、つまりいろいろな技

術の規格、省エネ関連で、今 ISOの認可を環境マネージメントの一環として政策を作る必要が

あるのではないかという観点からも、本日、中国、台湾の事例を見ました。
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　私の祖国であるネパールでは、ヒマラヤ山脈が急に溶け出してきました。今、温暖化が非常

に進んでいるので、9,000個の湖ができております。9,000個の湖ということはご想像に任せま

すが、そういう状況の中で環境問題をどう考えるかということは、ネパールのような国力もな

い小さい国の中でも深刻になっているということを皆さんにご報告申し上げたいと思います。

　また、カーボン・トレード、カーボン・オフセットの問題が話されました。いわゆる二酸化

炭素を取引するシステムというのは、現在、アメリカ中心に動いておりますが、できればこれ

を利用する多国的な枠組みをこれから考えていくべきであります。できれば地域間で、地域的

あるいは二カ国間でも、そのような仕組みづくりに取り組む必要があるだろうと考えます。

　従って、私が感じたのは、まず、汚染者に支払ってもらう原則に関する法的な側面、政策的

な側面をもう一回吟味する必要があることであります。二つ目は、環境マネジメントシステム

の中でいろいろな技術のスタンダードを作って、ものを作るだけではなく作る方法までも省エ

ネに繋がっているということを断定できれば、ISOで認めて認可を与えて企業を奨励していく

というシステムを作る必要があることであります。三つ目は、京都プロトコルの中でも、カー

ボン・トレードのシステムをどうように作るかという多国的な枠組みの観点から未来を含めて

議論されておりますが、多国間で調整することは大変難しいため、地域で、例えば東アジアで

あれば東アジアで、南アジアであれば南アジアで、もう一度しっかり考える必要があるだろう

ということであります。

　それから 2番目に申し上げたいのは、今日の先生方みんなが同じ認識だったと思いますが、

まず経済中心の社会から、社会資本投下型にならないといけないということであります。人、

物、情報、金、経済を 1としたら当然社会資本も 1とするという、そういう時代に来ているの

は間違いありません。海、山、川が死んでいる状態で、汚染等、何か問題が起きてから対策を

ということでは非常に遅すぎると思います。まず環境保護、汚染防止、公害防止、それからそ

のための教育も含めて、義務規約も含めて、きちっと社会資本の体制を作っていく必要がある

だろうと考えます。

　本日は生態の話、生物多様性の話が多くなされましたが、今、生態だけの議論をしても、ち

ょっと遅い、物足りません。生態は変わってきております。しかも生態によって、種（species）

が変わってきております。種によって、遺伝に異変が起きております。生態から種へ、種から

遺伝へ、遺伝学まで考えて、環境を守ることを考えるならば、当然包括的に我々は考えなくて

はなりません。そういう点でも私は、最初に申し上げたPPPの原則をもう一度考える必要が

あるということを非常に強く申し上げたいと思います。

　 3番目に申し上げたいのは、先生方がおっしゃっていた社会連携の必要性についてでありま

す。やはり国が、地方自治体、企業、それからいわゆる民間団体がそれぞれ果たすべき役割が

あり、その広域連合を大阪で一生懸命取り組まれていること、これはある意味で世界的なモデ
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ルになるだろうと思います。やはり、市民は、自分は無力であると思っておりますが、それは

一番いけないことであります。我々が生きている地域を我々がきれいにしていこうという発想

で、やはり、政治にあまり大きな期待をしてはいけません。大きな期待をしないというのは、

何でもかんでも政府に期待せず、市民としてこれから活動していくということであります。そ

れは先ほどの「橋下ビジョン」の中にあったとおっしゃっておられましたが、これは非常にい

いことではありませんか。いわゆる、Private Public Partnershipという、もう一つのPPPであ

ります。さっきのPPPは汚染者負担原則のPPPでありますが、今度はPrivate Public 

Partnershipの原則が非常に大事ではないでしょうか。

　もう一つ、今日最後の事例で私は特にとてもよかったと思い勉強になりましたが、やはり日

本は科学技術立国、世界の今の特許の保有国としては日本は35％特許を持ってあります。特に

最近は素材の分野、それから機械、ソフトウェア関係にしても、日本は世界の35％の特許を持

っております。日本というのは最大の産業科学技術立国のひとつであります。日本のこういう

科学技術というのは、やはり価値を維持していかなくてはいけません。それもどちらかと言え

ば民間の活躍であり、例えば産官学連携中心に行っていくのが一番いいではありませんか。大

手企業は自分の技術を中国に持って行かないという話もありましたが、関西大学も含めて日本

の大学も、大阪も、日本の知的なハブでもありますので、持っている技術を活用しながら、例

えば上海のEVや、あるいはカーボン・フリーのスマートな地域を作るためにもかなり役に立

てるのでは内かなと言う気がします。

　日本の持っている技術的要素を企業ベースで使う一方、大学との連携で使います。もう一つ

は中小企業との連携で使うという部分も一生懸命やっていけば、中国の上海の今の問題もいろ

いろと解決できるのではありませんか。特に大阪と上海は、同じ経済圏と考えてもいいのでは

ありませんか。大阪から 2時間もあれば上海に行けるのであります。そういう感覚からすれば、

国ではなくて、一つの地理的空間で物事を考えていく空間経済学の世界に入ってきますが、そ

こに人、物、情報、金をどう最適に活用するかということを考えていけば、当然今申し上げた

企業が持っている技術だけではなく、大学が持っている技術もかなり活用できることをやる必

要があるのでしょう。

　最後になりますが、今、3.11の問題でいろいろと日本は放射線の問題あるいは核エネルギー

関係の話が大変盛り上がっており、いろいろな視点から議論するようになりました。最後に申

し上げたいのは、中国とインドは今、世界経済の成長エンジンと言われていて、これから建設

される核関連設備の 8割あるいは 9割は中国とインドに配置されます。その中で、今、日本は

東芝を中心にウェスティングハウスを6,000億で買収しました。それから韓国の会社も、国際

入札でビジネスをやりたい。アメリカでやりたい、フランスでやりたいという奪い合いの競争

が始まっております。私は、日本は、ここで、この3.11でいろいろな体験を徹底して分析し、
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これから中国やインド、あるいは核エネルギーを持っている国々に万が一に備えておくべきこ

とを情報提供できれば非常にいいことではないかと考えます。今すぐ原発を止めろと言って

も、現実的にはそれがなかなかできません。段階的には多分原発を少なくしていく方向に行く

でしょう。しかし、いろいろな国にはいろいろな考えがあり、日本が最大限できることは、日

本の科学技術、日本の今の体験を、中国、インド、南アフリカ、あるいは原発の保有国と共有

しながら、安全な世界を作ることを求めていきたいと思っております。これで私のコメントと

させていただきます。ありがとうございました。

施氏：シュレスタ先生、どうもありがとうございました。引き続き陶先生、よろしくお願いい

たします。

陶氏：今日はパネリストの先生方から沢山のことを教えられ、非常にありがたいと思っており

ます。私は今年で来日26年目になります。その間、約 6年間アメリカの大学で教育と研究をし

ましたが、大阪大学での留学期間と関西大学での勤務期間を合わせるともう16年になりまし

た。したがって、大阪府の精力的な取り組みを知ることができて非常に感動しています。また

同時に、私は上海生まれでありますので、復旦大学の張先生から上海の最新情報を教えられて、

懐かしく思っております。

　私の専門は日本の漢学思想、日本と中国の文化関係史および東アジアの国際関係史で、自分

の専門から少し印象を述べたいと思います。技術の問題はもう先生方が多く語っておられます

ので、私は主には心の問題について触れたいと思います。

　まず、今回のシンポジウムのテーマ設定は至極妥当だと思います。その中に「成長」という

言葉が入っていないからであります。つまり、「持続『成長』可能な社会」が一般的なキャッ

チフレーズでありますが、今日のシンポジウムでは特に「成長」という字は入れていないこと

は、私は非常に賢い捉え方だと思います。今、先進国を始め、地球村の全体状況から見れば、

無限成長の神話はもう終わっていると思います。むしろ「保守」のほうが重要になってきてお

ります。今までのように新興国が起こり、一度暴れてまた修復するということはもはや許せな

い状況なので、このテーマが非常に腑に落ちました。特にリーマンショックの教訓と後遺症か

ら見て、このような認識はみなさんが共有できるのではないかと思います。

　もう一つ、中国古代の儒教思想家である荀子に「人定めて天に勝つ」という主張があります。

毛沢東が主導の1950年代後半の大躍進運動では、「人間の能力は自然法則にも勝てる」という

ふうに解釈され、宣伝されていました。しかし、最近の3.11大震災を見てみれば、人間の能力

の結晶である様々な科学技術にはやはり限界があります。このような限界に自覚をもたず、安

全措置を取らなければ、放射能災や複合的な災害を引き起こしてしまうのです。日本の哲学者

で京都の国際日本文化研究センターの初代所長である梅原猛先生は、今回の災害は「文明災」、
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つまり「近代文明災」と呼んでおられます。

　三点目は、「経世済民」の原点に戻る必要がある、ということです。つまりエコノミーとい

う英語の言葉が、近代日本では「経世済民」という中国由来の熟語から二つの字を抜いて「経

済」というように訳され、もっぱら生産・流通・消費といった営利的・数量的「経済活動」を

指すものになりました。しかし、「経世済民」の本意は、政府の政策や役人の職務は民衆の生

活や社会の安定に寄与しなければならないというので、やはりこれをエコノミーすなわち「経

済活動」の指針にすべきだと思います

　リーマンショックの翌年すなわち2009年、東京商工会議所は早稲田大学所蔵の初版に基づい

て渋沢栄一（1840―1931）の『論語と算盤』の完全復刻版を作りました。この古典的著書は、

経営者の社会的責任に関する渋沢栄一の認知をよく示していると、経営学の重鎮ドラッカーも

評価しております。ご存知のように渋沢栄一は、少年時代にすでに『論語』を読み、70歳のと

きに、友人で二松学舎の創始者である三島中洲のヒントから「論語と算盤」の説を形成し、利

と義、経済と道徳の両立を提唱し始めました。

　2010年の初夏、渋沢栄一記念財団とみずほ銀行が「論語とそろばん」というセミナーを開催

し、私もパネリストとして招かれました。そこで、私が「EE」と「MM」と提言しました。

つまり、「Ethics and Economy」、および「Morality and Management」の両立であります。

この問題は、今、大変重要になってきていると思います。従って、持続可能な社会の構築・実

現ができるかどうかは、ただ単に技術力の問題だけではなくて、心の問題にも深く関わってい

ると思います。つまり人知の問題、あるいは人心の問題であります。ビル・ゲイツも「創造的

な資本主義」を唱えてあります。つまりただ単に利益追求ではなく、人への思いやり、そうい

う愛の力も実はもともと人間の心の中にあるものであり、自利・利他という両面を持ち合わせ

るべきものだと主張しています。これは確かに傾聴すべき重要な見解だと思います。

施氏：陶先生、どうもありがとうございました。それでは引き続きまして質疑応答の時間とさ

せていただきます。
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施氏：さて、本日ご講演いただきました先生方に対するご質問がありましたら挙手をお願いい

たします。

質問者A：自分ではいろいろ研究を行っておりますが、こちらに直接関係の研究ではありませ

ん。ただ私は上海には10回以上行っておりますので、上海の開発の前からよく知っております。

まさしく最初に上海に行ったときに、アジアの原点、日本の原点はやはり中国にあるようなこ

とを直感的に感じました。中国に関しては非常に関心を持っており、もちろんこういう経済発

展になってくるのは以前から分かっておりました。うまくコントロールしないと、また日本と

同じことが起こるのは非常に残念だと思います。

　そこで、陳先生にお聞きしたいですが、内陸部というのは非常にいろいろな意味で格差が起

こって大変だということはよく分かるし、国土が広いですから当然でありますが、先ほど写真

を見せていただいて、非常に大変な写真と、非常に素晴らしい風景が多くあると思いました。

これは日本でも全く同じであります。日本のような狭い国でも「過疎化」、「限界集落」等、言

葉だけが踊っております。ところが、日本も、今のこの時点になってみると、その過疎地は私

に言わせれば一番素晴らしい環境なのであります。経済は置いておいても、人間つまり生物全

体が生存していくにあたって、知恵を出せば過疎地こそ私は最大の極楽、パラダイスになるの

ではないかと思うぐらいに素晴らしいであります。これは環境問題を長年やってくるとそのよ

うなことが体で感じます。

　そういうこと中国の内陸部で、今、取り組まなければ大変なことになります。私の経験から

言えば、とにかく経済発展というのはコントロールできません。行くところまで行ってしまっ

た後で困ったということになって、それの手当てに資金等いろいろなことがかかります。

　また、中国の天津、その他でエコシティというのを、今取り組んでいるという報道あります。

これは単なるテーマパークを作るのではなくて、実際にそこに住んでいる方々が本当に素晴ら

しいユートピア並みの地域を作るための方法論であり、環境都市の最後の境地だと思っており

ます。このプロジェクトとそれに対してどうお考えかをご教示願います。

陳氏：まず、非常に建設的なご質問に感謝を申し上げます。経済発展のモデルの中には、例え

ば先進国の経済発展モデルや、あるいは発展途上国の経済発展モデル、生態環境の話等、先ほ

どご講演いただいた先生の話の中にいろいろ触れておられたかと思います。発展途上国、ある

いは中国を含めてこれから経済を発展させていく国の政府の考え方をここで申し上げたいと思

います。

　日本の国土交通省にあたる中国の中央省庁の国土局関係の官庁も計画、施策も出しておりま

す。そして中国の全土では経済開発地区と一定の機能を果たすことを当然関連づけて、いわゆ

る開発と非開発という地域を分けて考えております。例えば、私のいる湖南省のいわゆる環境

エネルギー節約型、環境友好型社会の中でも、やはり具体的に経済地域として発展させる地域
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とそうでない地域とを、まず計画上で明確にしなければならないと思っております。従って湖

南省の先ほどの社会発展モデル地域の中で、当然水や空気、あるいは緑化、清浄化地域の面積

の確保に関しては具体的な数値目標を持っております。中国の青海高原でも、長江の水を導入

し、そして保護区として国が指定しております。

　従って、先ほどの過疎化問題は、まず計画段階でそれを定めて、計画的に改善していくとい

うことにも取り組んでおります。国は基本的には二つの方法をとっております。いかに財政面

では支えていくかということで、今は補助金を出しております。つまり一定の地域において経

済発展を目指すことを断念してもらい、あるいは開発をやめてもらう、その対価として国が財

政的な補助金を出していくという政策も中央政府は取っております。

　また、いろいろな地域の特色を生かして、環境に配慮した発展モデルを国は推進しておりま

す。例えば先ほど九寨溝でありますが、観光地として観光産業を中心に地域興しを行っており

ます。基本的には地域ごとに地域の特質に即した、そして環境に配慮したモデルは地域ごとに

は違うかもしれませんが、それを是非地域の皆さんに考えていただくという政策を進めており

ます。過疎化等、いろいろな社会問題が、今、現実に起こっており、これは先ほど陶教授のお

話の中にあった、やはり「人が天に」というか「自然に勝つ」という発想からいろいろな問題

が起こっていると感じております。

質問者A：天津エコシティの件で一言お願いします。

陳氏：天津の事例、私は聞いたことはありますが、具体的には資料等を読んでおりません。し

かし、中国でもかなり、いわゆる新しい工業発展モデルとしては注目されてるということは事

実であります。

質問者A：工業じゃないと。理想でありますと。

陳氏：ごめんなさい。私は詳しく存じ上げません。

質問者A：天津と他にも十いくつ、中国全体で22世紀に向かってそのような都市をお作りにな

っているのは事実であります。

施氏：それでは張先生に代わっていただきます。

張氏：代わりに少し説明させていただきます。今、おっしゃったのは天津を始め、実際には内

陸部の西安も含めて、大連、青島あたりで、中国において全部で12の都市で、エコ都市の建設

を実施しております。現状で言うと、大変な資金を投入して、素晴らしい技術等を導入してお

ります。例えば先ほどの私の報告の中で触れたEV車等であります。各都市では1,000台ぐらい

のEV車への政府の補助金等が投入されております。先ほども触れましたが、ゴミの処理にお

いても大金を使って欧米企業からのバイオ技術でゴミ処理施設を建設しております。その中に

日系企業が少し携わっていることも聞いたことがあります。現状でいえば、こうした都市は大

量のお金をかけて進んだ技術を導入して、まあまあ理想的ないい循環にはなってはおります
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が、あまりにもコストが高すぎます。

　先ほど陳先生の話にもありましたが、中国はなんでもとりあえずテスト地域を作ってみる

と。テストがうまくいけばなんとかなるというものがありますが、実際にはエコ、省エネとい

う領域では、今、中国の国内のエコ産業は基本的に補助金で生きているのは事実であります。

いかにこうした技術を全面的に普及させるか。中国で、エコ技術で普及されてうまくいってい

る領域もあります。例えば中国の農村部、特に沿岸地域の農村部に行けば、ほとんどの家の屋

上にはソーラーパネルを付けて、太陽光熱で水を温めております。およそ一機につき家族 4人

分の一日の生活用水、シャワーを含めて使えますが、これが今、極端に安いのであります。家

庭用のもので一機2,500元ぐらいの価格で、今、市場で取引されておりますので、そういった

ものがもし一気に普及すれば規模の優位性を発揮して相当コストダウンが図れます。今、おっ

しゃった天津等、そういった地域で使われた技術は、当面は全国に普及するにはコストの面で

なかなか合わないので、もうすこし時間かかるのではないかというのが現状だと思います。

質問者A：例えば農村で、誰でも今EVを作っているような報道をされておりました。そうい

うものをうまく補助、支援していけばどこでもそれは可能であると。天津と同じようにやるの

ではなくて、内陸は内陸なりの規模で、みんなで参加してやればできる可能性は、私はあるの

ではないかと思います。

張氏：全体の市民意識をそこまで持ちあげられるのであれば、ある程度はいけるという部分も

あります。あとは中国の中央政府の懐の中にお金がいっぱいあればなんとかなりますが、中国

の国家財政もけっこう厳しい面もありますので、テスト地域ではうまくいきますが、全般的に

普及するにはまだ相当時間がかかるのではないかなというのが私の認識であります。

質問者A：わかりました。

施氏：よろしいでしょうか。他に質問されたい方がいらっしゃいますので。

質問者B：三つだけに限定してご質問します。まず、大阪府の先生にお伺いします。例えば来

年度、24年度はどのぐらい予算が決定されているか、来年からどの項目が実行されるかという

こと。

　 2番目の質問は各先生方にもご質問したいのでありますが、環境問題に対してもたいがい日

本の場合、全国の市の方なり担当者なりに機会があって話を聞きますと、ほとんどが、予算が

ないとおっしゃいます。知恵がなければ、補助金で補助する、予算をとにかく通さないと、や

はりいくら立派な計画書があっても進みません。中国、台湾では予算の決め方、補助金の決定

方法はどのようになっているのか。その予算の決め方、補助金の決定方法を教えていただきた

いと思います。

　最後に大阪府の方にお伺いします。橋下知事に変わって約 3年で退任されましたが、非常に

決定が速いと聞きますが、本当にそうであったか教えていただければ幸いです。
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施氏：小林先生、どうぞよろしくお願いいたします。

小林氏：まず予算でありますが、24年度の予算はこれから議論が始まります。今度、また知事

が変わってまだ 1週間しか経っておりませんので、実はまだこれから知事と議論をしていきます。

　大阪府には知事重点事業というのがあります。一般に例えば環境でいけば環境のモニタリン

グをするとか、当然やらなければならない予算というのはある程度引き継ぎながら、それらを

どんどん絞り、少しだけでも余裕を持つとして、去年では確か府庁全体で30億円ぐらいあった

と思いますが、そこから知事重点事業とかいうのがあります。そのような構成を今度どうする

か金額については、来年度は決まっておりません。

　先ほども申し上げたように、大阪府全体の 2兆円規模の予算のうち環境農林水産で0.5％、

しかも旅費と人件費程度しか付きません。事業費は非常に小さい中でやっていきながら、国の、

特に低炭素の関係でグリーンニューディール基金等をできるだけ活用するということで進めて

努力をしているところであります。

　知事の決定の速さということでありますが、まさしくおっしゃるとおりで、今度どうなるか

分かりませんが、橋下知事の時代は、感覚ではありますが、一般に例えば半年や一年かかって

これまで検討していたことも、期間的には半分以下ぐらいに決定が速くなりました。それから

もう一つ、これ余談でありますが、先ほど出て来ました関西広域連合は、委員会が土曜日等に

行われますが、実はほとんどの委員会に知事が出席しております。そして知事と話し合って、

その場で決定し、我々に仕事が降ってきます。最近は橋下知事だけではないと思いますが、そ

のような決定の速さというのはどこでもあると思います。

施氏：引き続き次の方に。

質問者C：時間がないようですので、簡単にお願いしたいと思います。水野先生の講演は第 1

回目から参加させていただいており、今回は非常に次元の高い 4人の先生がお答えいただいた

と感謝しております。一つ質問は張先生にお願いしたいと思います。中国では特に近々では新

幹線の事故のときに非常に速い処置がされてしまって報道がちゃんとなされません。または子

どもが事故で死んだときに15人の通行人が通報しなかったということで、やはり統制が敷かれ

ているのでだろうと感じました。我々日本人にすればあり得ない話があるというのが一つであ

ります。

　また、今度の次期選挙で習近平さんがおそらく就任されるのだろうと思いますが、彼のこと

についてはあまりまだ分かっておりません。社会資本と経済とは一対一というようなお話を今

聞きまして、非常に感銘を受けました。そういった点で、中国が本腰を入れて環境問題につい

て、「急がば回れ」と日本のことわざにありますが、そういったことを正確に彼が実施される

かをお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

施氏：それでは張先生、お願いいたします。
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張氏：明日帰国しない覚悟で答えます。一つはご指摘された新幹線の事故、あるいは学生さん

を乗せた後者の事故等、中国国内にはマスコミの統制という部分があるというのは私自身も否

定しません。逆に言うと特に経済の後進国が経済成長期においては、ある程度の独裁政権のほ

うが挙国体制で効率がよいのではないかと、今までの特に東アジアあるいはASEANの諸国に

おいても経済発展の中で必ずこういう矛盾が出てきます。独裁のほうが挙国体制となり効率よ

く動くのであります。例えば上海万博の時、北京オリンピックの時、本当に北京も上海も青空

が見えてきたのであります。

　次に、中国トップ層の交代というのは、実際に言うと2012年は世界の主要国はみんなトップ

が交代する時期になります。日本は安定するかどうか分かりませんが、総選挙を控えており、

やはり最後の最後にふたを開けないと分からないという部分があるので、このあたりの回答は

控えさせていただきます。

　環境問題全体と対峙することに関しては、社会資本をいかに投入するかは、日本のことわざ

の中に「善は急げ」という言葉もありますように、要するに環境問題はどこまで中国の人々、

中国の国民に脅威を与えているか、またこの環境問題の改善によってどの程度中国の国民の生

活水準の向上につなげるかによると思います。共産党政権がいくらマスコミの統制や情報封鎖

といっても、基本的に政党である以上、与党である以上、国民の生計を無視することはまずあ

り得ません。中国共産党もいろいろ進化してきて、いろいろ改善はしてきました。そうした中

で、環境問題がもし本当に中国国民、いわゆる中華民族という国民全体に本当に改善しなけれ

ばいけない緊迫の事態になれば、中国政府も必ず社会資本を投入して国民の生活水準の改善に

努めるはずであると思います。

質問者C：ありがとうございました。

施氏：どうもありがとうございました。もう一つ何か、ご質問がありましたら。

質問者D：最後にお礼だけ申し上げます。今日はどうもありがとうございました。それぞれ非

常に素晴らしい話を聞かせていただき感謝申し上げます。この関西大学が復旦大学に上海事務

所を設け、先般経済人クラブもそちらへ寄せていただき何人かお世話になったこともお礼申し

上げます。

　今日は会長、振興会の会長も予定があり、この会に参加できませんでしたが、もう一度やは

り日本の先生とも調整し、関西大学経済人クラブと、本日お越しいただいた上海それから台湾

の問題についてもう少し具体的にこれからどのようにすればいいかお話しできればと思いま

す。「いもたこなんきん」の、この間の上海万博の時にたこ焼きを50万個売って 2億円を売り

上げ、皆さんはおいしいおいしいと食べていただいたと、先日、「くくる」の社長から話を聞

いたところであります。また、この会が始まった時から、中国の環境問題について、我々のメ

ンバーの中の「スワトー社」が、汚れた水を循環させることで、中国の上海に進出して、お忙
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しくされており、日本に留学していた中国の方を秘書に採用されたという話もありますので、

もう一度、経済人クラブと調整させていただいたらどうかと思います。

　最後に陶先生が「経世済民」という話をしていただいましたが、おそらく、我々の年代にな

りますと、古の孔子や老子の話が出ると楽しいであります。あれで。シュレスタ先生もコメン

トいただきお礼申し上げます。陶先生がおっしゃった、今、日本人に必要なことは「経世済民」、

心の問題であります。また、寺島実郎さんも紹介していただきました。日本人が世界の人たち

と仲良くやっていく上で、陶先生がおっしゃったこの「経世済民」ということを、もう一度学

ばなくてはならないのではないかと思いました。どうもありがとうございました。

施氏：ありがとうございました。まだご質問等あるかもしれませんが、お時間となりましたの

で、大変恐縮でございますが、ここで質疑応答を終わらせていただきたいと存じます。最後と

なりますが、所長の水野先生より閉会の挨拶を申し上げます。それでは水野先生、よろしくお

願いいたします。

水野氏：みなさんどうもお疲れ様でした。本日は、午前中から非常に長時間、熱心に各 5名の

先生のご講演、ご報告を聞いていただき、更にまた先ほどはご質問をいろいろいただき、私た

ち今回の 3研究所合同シンポジウムあるいは第 2回復旦大学・関西大学の経済フォーラムを企

画したメンバーとしては大変ありがたく思っております。今日は最後に経済人クラブの方か

ら、むしろ総括的に最後のご挨拶のような形でご意見を頂戴しました。まさにそのとおりで、

ちょうど振り返ってみると連立型研究の最初のシンポジウムを2007年に関西大学で行いまし

た。今日も数名来ていただいていますが、その時から実は経済人クラブのメンバーの方たちに

は積極的に参加していただいております。

　昨年の復旦大学で行いました、復旦と関大の第 1回のそのフォーラムでは経済人クラブにご

所属で関西大学校友会の会長の寺内会長もお越しいただき、ご挨拶をいただきました。楠見学

長にももちろんお越しいただきました。また第 1回の 3研究所のフォーラムの時には、大阪府

の特に80年代から中国との交流を行ってこられた参事の方より、大阪府の交流の少し裏話的な

ことも含めてお話いただいたことを思い出します。更に大阪府とのお付き合いは昨年の万博に

際して、第 1回復旦大学・関西大学フォーラムにも大阪府の田中上海事務所長に来ていただい

てご挨拶いただいたこと、また、私たち大阪から参りましたメンバーに、VIP待遇で上海万博・

大阪館を見学させていただいたということを思い出します。先ほどちょっと宣伝させていただ

きました、この本の最初のところが上海万博・大阪万博のフォーラムで、大阪館で写した写真

があります。先ほど「くくる」の話が出ておりましたが、たこ焼きのタコを向こうに持って行

かれたということで永尾社長も来ていただきました。永尾社長にも大変お世話になりました。

今、お話を聞いていても大変思い出深く、また同時に経済人クラブ、校友会の皆様方には非常

にご協力、ご支援をいただきました。「くくる」の永尾社長には実は去年の12月に経済・政治
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研究所の公開講座で講演に来ていただき、市民の方にお話をしていただきました。

　私たちも今回は告知等遅れたかも分かりませんが、関西大学の校友の皆様方と、それからこ

れまで培われてきた経済・政治研究所含めて、共同関係にある国内外の皆さまと、これからも

こういう形でのフォーラムとかシンポジウムを進めていきたいと思っております。

　また、復旦大学と関西大学との学術協定が結ばれたのは1983年であります。関西大学の海外

の 2番目の協定校であり、しかもそれぞれ総合大学でありますので、いろいろな側面で、実は

研究、私は経済・政治研究所だけではなく、各学部ともいろいろな共同研究あるいは実際に学

生の交流や語学研修でもお世話になっております。そのような協同関係があり、同時に経済・

政治研究所の去年のフォーラムがきっかけになり、 3月に関西大学の上海オフィスを復旦大学

日本研究センターの中に設置することができました。関西大学から社会連携の先生方が、11月

に上海であった工業博覧会に行った際に、上海オフィスのメンバーにお世話になりました。

　また、上海オフィスを通して、10月に日本語別科を来年から設置します。南千里に立派な会

館ができますが、関西大学の留学生募集、日本語別科の募集についても上海オフィスを使って

おります。そういう意味ではますます復旦大学と関西大学との交流あるいはその絆は深まって

おります。このことも含めてご報告しておきたいと思っております。

　最後になりましたが、本日長時間ご質疑いただいた皆様方に、特に 5人の先生方に今日は本

当に貴重なご報告、それから素晴らしい 2人の先生のコメントに感謝申し上げます。最後にお

礼を申し上げて、私からの最後の言葉、ご挨拶ということにさせていただきたいと思います。

どうも今日はありがとうございました。

施氏：以上を持ちまして、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を終了させていただきます。本日は長時間に渡りどうもありが

とうございました。
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