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転機迎える米中関係
脱炭素で協力「健全な競争」めざす
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転機迎える米中関係
脱炭素で協力――「健全な競争」めざす
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英グラスゴーで開かれた「国連機構変動枠組み条約第２６回締結国会議」
（ＣＯＰ26）。中国の習近平国家主席は欠席したものの、米中両国は会議
の終盤になって「サプライズ」とも評される共同宣言を発表し、協力して
気候変動対策に取り組む姿勢を世界に示した。毎日アジアビジネス研究所
は１１月１９日、「米中脱炭素競争」と題して、両国に詳しい専門家２人
を招いてオンライン講座を開催した。講座の内容を詳報する。

シリーズ 米国のアジア人脈㊲アジア系差別と闘う人権派弁護士

バニタ・グプタ米司法次官（公民権担当）

シリーズ 中国商務熱点㉔
人民日報の視点
宅配便業界のグリーン化プロセスを推進

コラム 陳言の中国「創新経済」

地方政府主導のイノベーション――深圳モデルの効果とは
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コラム 小川忠のインドネシア目線

民主主義に活をいれるデジタル・アート

シリーズ リーガルコーナー㊸

虎門中央法律事務所弁護士・箭内隆道

弁護士が覗いたインド② デリーの大気汚染対策からインドの法体系を理解する
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ＣＯＰでサプライズの共同宣言
直後に初のオンライン首脳会談

オンライン講座の講師は毎日アジア

機を迎えているように見える。
日、世界の平均気温上昇を１・５度以

ビジネス研究所シニアフェローで北京

月

内に抑えることなどを盛り込んでだ

在住の中国人ジャーナリスト、陳言氏

は

「グラスゴー合意」を採択して閉幕し

と、同じくシニアフェローで元毎日新

月末に開幕したＣＯＰ

た。中国の習近平国家主席は欠席した

川氏が米国の立場、次に陳言氏が中国

月

両国が協力して気候変動問題に取り組

の立場を解説。最後に２人が、米中関
かせた。終了直後の

の顔を合わせてのオンライン会談も行
われ、対立一辺倒だった米中関係が転

などを議論した。

むという共同宣言を発表して世界を驚

１０

係の動きを受けて日本がどうすべきか

１１

日には、バイデ

長官、中国の解振華特使は

聞北米（ワシントン）総局長、及川正

１３
ものの、米大統領特使のケリー元国務

１１

也氏が務めた。３部構成で、最初に及

２６

日、

１０

ン大統領就任後初めてとなる習主席と

１６
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結国会議」（ＣＯＰ26）。中国の習近平国家主席は欠席したも
のの、米中両国は会議の終盤になって「サプライズ」とも評さ

れる共同宣言を発表し、協力して気候変動対策に取り組む姿勢

を世界に示した。毎日アジアビジネス研究所は１１月１９日、「米

中脱炭素競争」と題して、両国に詳しい専門家２人を招いてオ

ンライン講座を開催した。講座の内容を詳報する。

【毎日アジアビジネス研究所】

転機迎える米中関係
脱炭素で協力、「健全な競争」目指す
英グラスゴーで開かれた「国連機構変動枠組み条約第２６回締

グラスゴー入りしたバイデン大統領

にとって歓迎すべきメッセージだ。会

協力して取り組む目標を定めた、世界

が、それによって両国を温暖化対策か

欠席したことを「残念」と批判した

ク」を国際社会にアピールし、国内で

の狙いは、「アメリカ・イズ・バッ

にする姿勢を明確にしている。大統領
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及川正也・毎日新聞元北米総局長

年間で米中が
は、まず演説でトランプ政権当時に米

議後、私が話した在京の米当局者は

しい点はないが、今後

国がパリ協定から離脱したことを謝罪

「世界に米中の『協力』を示すよい例

バイデン政権は発足以来、大物のケ

した。地球規模の問題に米国がそっぽ
はこれまでの米国とは違う」というこ

リー元長官をこの問題の特使に任命す

だ」と語っている。
とを示した。演説では、習近平・中国

るなど、気候変動問題を政権の推進力

ら排除する姿勢は示していない。中露

ディール派」を取り込むことにある。

また、中国との協力の土台を作ること

グループ設置などを盛り込んだ。目新

ある。

ケリー氏と中国の大使の共同宣言に
項目で、温暖

や、飢餓、難民、紛争の抑制、抑止も
だ」と報じた。宣言は

ついて、米メディアは「サプライズ

ることは自明の理だ。

は急進左派である「グリーン・ニュー

主席とプーチン露大統領がＣＯＰ

を

を向いたことを謝り、「バイデン政権

１０
が加わらなければ解決しない問題であ

２６
化に対応するための両国のワーキング

１６

2

気候変動対応を政権の推進力に――米バイデン政権
中国には「相互の利益になる」 と協力呼びかけ

ＣＯＰ２６で演説するバイデン米大統領

両国関係の改善の必要性を世界に発信

機関での役割の増大④外交の重視⑤米

政権が壊した同盟関係の再構築③国際

を入れる米国の国力増大②トランプ前

柱、①インフラやイノベーションに力

デン政権の外交戦略として示した５本

最近、サリバン大統領補佐官がバイ

一連の流れは、米中関係の大きな転換

ないか。気候変動問題を通した最近の

構築に向けた時間が必要だったのでは

だったが、バイデン氏には米中関係再

関係は生産性のない対立の激化ばかり

政権の対中戦略だ。政権発足後、米中

「気候変動対応は両国共通の利益」
脱炭素で自国内をまとめられるか？
大統領は２０１１年、オバマ政権の

もっとも環境問題

点とする狙いがあるように見える。

主席だった習近平氏と様々な場所を訪

への取り組みは、イ

中の健全な競争――は、つまるところ

ねている。首脳会談の冒頭、報道陣の

ンフレ加速への懸

した。

前で習氏と旧知の仲であることをア

念や国内のセーフ
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副大統領として北京を訪問し、当時副

ピールしたが、外交上、バイデン氏と

への巨額支出など、

ティーネットワーク

バイデン大統領は習主席に「共通の

米国内に様々なハ

習氏の距離は近いといえる。
ガードレールを構築しよう」と呼びか

レーションをもたら

と、米中改善の土台

けた。「ガードレール」は日本では歩

さらに大統領は、「我々の相違点を

も崩れる。バイデン

しかねない面があ

明確にして向き合い、我々の利益が交

政権としては、中国

行者を守るイメージだが、米国では高

差する気候変動などの重要な地球規模

とうまくやっていき

る。国内で反発が強

の問題で協力する必要がある」とア

たい。しかし米国内

速道路の中央分離帯にある、高速で走

ピールした。これに対し習主席も、

がうまくいかない

まり環境問題に取り

「気候変動などの地球規模の課題への

と、中国との関係改

る車の衝突を防ぐ防護柵のようなイ

効果的な対応策の模索を含め、平和的

善もうまくいかない

組む土台が崩れる

で安定的な国際環境を守るためには、

と思う。

メージだ。

健全で強固な米中関係が必要だ」と、

3

中国ジャーナリスト・陳言

２０６０年のカーボンニュートラルを約束――中国
急速な再生可能エネルギー導入 日本の技術移転を
百キロを車で旅行したが、高速道路沿

近、北京から寧夏回族自治区まで千数

だった。「中国は国際条約を守り、Ｃ
いには数十キロにわたって太陽光発電

でのスタンスは明確

Ｏ２を減らしていく。ただし、欧米先

パネルが続いている。寧夏は黄土高原

毎日アジアビジネスレポート 2021年12月号

中国のＣＯＰ

年遅れて２０６０年に

で風が強く、見渡す限り風力発電施設

進国からは
カーボンニュートラルを実現する」と

が建設されている。中国の再生可能エ

意味合いはない。中国国内の報道は、

とっては一度でも会ったことのある人
るのにそれを生かしていない。経済安

米中が互いに尊敬し合い、米国が一方

は企業の電池製造への投資はあまり見

かに急速かつ大規模に進展している。

保を強調して中国への技術提供を規制

的に中国を指導する立場ではないこ

ネルギーの導入は、先行した日本がそ

太陽光や風力で得られた電力をどう

すれば、高度な技術を使わないまま捨

と、またバイデン大統領から「台湾独

中国は脱炭素化に向けてどう経済を

送電網に組み入

ててしまうことになりかねない。ス

立を支持しない」という言葉を引き出

はみな「古い友人」で、それほど深い

れていくかが、

マートグリッドでも日本は優秀な技術

したことを、会談の成果として報じて

られない。電池に関する高い技術はあ

今後の大きな課

を持っており、日本の基礎研究と中国

いる。

の後伸び悩んでいるのに比べて、はる

自動車の普及、太陽光や風力など再生

題。中国では発

の巨大市場をどう結びつけていくか

変化させていくか。省エネ住宅や電気
可能エネルギーの拡大に取り組む。最

電した電力を貯

目標を掲げたことに意味がある。

対立を回避し、気候変動問題で共通の

ない、と語った。首脳会談で全面的な

る。航路を間違えてぶつかってはいけ

習氏は、中米は２隻の巨大な船であ

は、日本にとって重要な課題だ。

親愛の情を示した。ただし中国人に

頭、バイデン氏を「古い友人」と呼び

習主席もオンライン首脳会談の冒

首脳会談で全面対立回避

めておく電池の
ニーズが高まる
として、電池製
造への大規模な
投資が進んでい
る。
一方で日本で

4

２６

いうことを、世界に約束した。

１０

中国各地で大規模に行われている太陽光発
電と風力発電
＝江蘇省で２０２０年、米村耕一撮影

年という節

でした。この状況を岸田さんに打破し

で日本経済は世界的に見ると低空飛行

ると期待しています。安倍、菅政権下

派閥です。岸田さんも経済に力を入れ

やるときにはよほど慎重にやらないと

えば誰も反対しないが、ハト派の人が

強硬派の人が「競争から協調だ」と言

ただし、例えば安倍さんのような対中

目。その「時の利」をどう生かすか。

来年は日中国交正常化

て欲しい、というのが中国の期待で

つぶされる。バランスをとってやらな

宏池会は経済を大切にする

で最も優れた技術があることをＰＲし

す。岸田さん、林さんは中国市場の重

陳言氏

――司会・清宮克良毎日アジアビジネ
なければ世界に理解してもらえないで

討論 転機迎えた米中関係
日中への影響は？
ここまで米国と中国の脱

日の関係も改善するのではという期待

先ほど陳言さんは、バイデ

ス研究所長
中国は、風力や太陽光など全部電気

も、今の中国にはあります。

ン大統領が台湾独立を支持しないと述

集中的に投資するという方向性が見え

す。いずれもコストが高く、どれかに

「私は宏池会の会長です」と話したと

す。最初の習近平氏との電話会談でも

出身であることを強く自負していま

ようですが。

のようなニュアンスは出てこなかった

べたと言いました。日本の報道ではそ

てこない。投資が分散化されているこ

いいます。岸田さんは宏池会が中国で

ングでは、この問題に関して米国の立

岸田さんは自分が宏池会の

とが、果たして日本経済にとってよい

どういう印象を持たれているかを知っ

及川氏

――清宮

いとうまくいかないと思います。

た。日本の岸田内閣も脱炭素を成長戦
にしてしまおうという方針なのです

要性も理解しており、それによって中

略の柱に位置付けていますが、２人か

が、日本は水素やアンモニア燃料など

しょう。

ら見て日本についてはどうでしょう

いろいろなところに手を出していま

素の動きが遅れているのは明らかで、

これでは日本はますま

場は変わっていない、ということでし

気が強く、岸田さんもうまくやらない

まだ、中国に対峙していくという雰囲

高まるのは仕方ない。しかし戦争にな

対する抑止力は必要で、多少の緊張が

す。米側にとって、中国の軍事拡大に
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炭素戦略について語ってもらいまし

か？

気候変動関連の会議ではいつも各国に

ことなのか？

ています。一方で、だからこそ中国に

た。発言を否定せず、つまり「独立を

世界的に見れば日本の脱炭

責められる立場です。米中が本格的に

す規模が小さくなり、世界に向けて技

甘い姿勢を取ってはいけない、という

支持しない」と言ったのだと思いま

及川氏

脱炭素を進めれば、日本はどんどん置

術を輸出するということにならないと

バリアも出てくる。自民党内ではまだ
――清宮

と足下をすくわれる。

らないように、互いに外交的に努力を

会談後の米側のブリーフィ

いていかれる。今更ではありますが、

思います。

安倍、菅政権に比べハト派を源流に持

ただ、日本の外務省の中では、「そ

しましょうということが今回の会談の

及川氏

岸田さんが成長戦略の柱に掲げるのは
べきことは簡単ではない。欧米中が急

つ岸田政権が発足し、日中議連の会長

ろそろ米中が動くぞ」という雰囲気を

狙いで、それはうまくいったと思いま

よいことだと思います。しかし、やる
発進する中で、日本も野心的にやって

だった林芳正氏が外相に就任しまし

薄々感じていた人も多い。「日中も動

政治的な話になりますが、

いかねばならないと思います。

た。中国から見て「よかった」という

中国から日本を見ている

す。

陳言氏

かさなければならない」という気持ち
はあるはずです。

受け止めでしょうか？

と、日本は脱炭素の技術を持ちながら
それを世界にＰＲできていない。世界

5

５０

シリーズ 米国のアジア人脈㊲

米国の上下両院の連邦議員で構成す

応に失敗して世論の批判を浴びた。劣

指した当時のトランプ大統領は初期対
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バニタ・グプタ米司法次官（公民権担当）
アジア系差別と闘う人権派弁護士

毎日新聞論説委員・

毎日アジアビジネス研究所シニアフェロー

及川 正也

米国で最初に新型コロナの感染が拡

い。被害を訴えられるよう、英語に限

る「アジア太平洋系米国人議員連盟

ス」「武漢ウイルス」などと呼んで中

6

バイデン米大統領で公民権問題の責任を担うのが、バニタ・グプタ米司法次官（ ）だ。新

住民の政治意識も高まっており、政府としても早急な対応を迫られている。

対中国で強硬姿勢を強調
「アジア系に対するヘイトクライム

らず多言語で裁判所にアクセスできる

（ＣＡＰＡＣ）」のメンバーが

だ。世界的な感染拡大の発信地が中国

大した２０２０年、大統領選再選を目

（憎悪犯罪）の増加、排斥の増大、白

ようになったのは成果だ。米国を安全

日、新型コロナ禍でのアジア系・太平
ってガーランド司法長官と懇談した

国を非難。この結果、米国では各地で

勢を覆そうと、矛先を向けたのが中国

人至上主義への戦いが続いている。ア

で包摂的にしようと熱心に取り組んで

後、同議連のジュディ・チュー会長

も多発した。

中国系をはじめとするアジア系差別や
活動を評価した。

（下院議員、民主党）が声明を発表

29

排斥の動きが広まり、殺害・傷害事件

10

し、グプタ氏を名指しして司法省での

月

ジア系アメリカ人のコミュニティーを

・武漢だったことから「中国ウイル

る」

の人権擁護家の力強い言動を評価す

問題に長く携わったグプタ氏への期待が米議会に高まっている。コロナ差別を契機にアジア系

型コロナウイルス禍でアジア系住民への深刻な人権侵害が一向にやまない中、インド系で人権

47

洋諸島系住民に対する人権侵害をめぐ

20

いるバニタ・グプタ氏のような司法省

16

苦しませるヘイト事案が後を絶たな

92

おいかわ・まさや
１９８８年毎日新聞社に入社。水戸
支局を経て、 年政治部。激動の日本政界を 年余り追い続
けた。２００５年からワシントン特派員として米政界や外交
を取材。 年北米総局長。 年４月から論説委員
13

反ヘイ

ナ禍での人権侵害事案の早期発見と対

バイデン政権は今年５月、新型コロ

ド長官は、グプタ氏に同法に基づくヘ

を議連側が評価したという。ガーラン

ス調整官」ポストを新設したことなど

をスムーズにするための「言語アクセ

していた。

トクライムの訴追に取り組む」と強調

法委員会での指名承認公聴会で「ヘイ

している。グプタ氏は、３月の上院司

ディネーターと協力して行うよう指示

スキャンペーンを立ち上げ、超党派の

歴任。ＡＣＬＵのスマートジャスティ

Ｕ）で法務副部長や司法センター長を

その後、米国自由人権協会（ＡＣＬ

活動を指揮した。特筆されるのは、米

司法改革を推進することを目的とした

た。

トクライム法」を成立させた。民族が
イトクライムのレビューを新設のコー

処を主眼とする「ＣＯＶＩＤ
多岐にわたるアジア系住民の被害者救
済を念頭に、多言語で被害事案を申告
できるようにしたり、ヘイトクライム

ターの環境改善を迫ったことだ。ＩＣ

た。この間、最大の事案は、ミズーリ
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国移民税関局（ＩＣＥ）を相手に起こ
した両親のもとに東部ペンシルベニア

Ｅとの合意を踏まえ、国土安全保障省

した訴訟で、移民希望家族の収容セン
州フィラデルフィアで生まれた。イェ

は移民収容システムの改善を決定し

インド移民の家系
人権擁護に奔走
ール大学を優秀な成績で卒業後、ニュ

最初の仕事は、テキサス州トゥリア

州ファーガソンでの白人警官による黒

7

の審査を迅速化するための要員増強や
犯罪防止の犯罪削減プログラムの実施
を促進したりするよう求めている。そ

グプタ氏は公民権問題の弁護士で、
民間と公職を通じ、一貫して公民権問
題に取り組んできた。インドから移住

た。

月。オバマ大統領から司法省公民権

政治の世界に入ったのは２０１４年

ーヨーク大学ロースクールで法学博士
号を取得し、全米黒人地位向上協会
（ＮＡＡＣＰ）リーガルディフェンス

で不当に有罪判決を受けた黒人の無実

人少年射殺事件を受けた警察改革だっ

局トップの司法次官補に指名され、政

を訴え、釈放に尽力したことだった。

た。調査と改革に注力し、他の同様の

・エドュケーションファンドで弁護士

いわくつきの潜入捜査官の証言をもと

事件を含め、刑事司法改革に精力的に

権交代する２０１７年１月まで務め

に全員白人の陪審員が有罪評決した事

取り組んだ。

「トゥリア」を製作し、話題となっ

経緯をもとに、米パラマウントが映画

に６００万ドルの賠償金を得た。この

後の２００３年に釈放を勝ち取り、後

案だった。グプタ氏は、投獄から４年

としてキャリアをスタートさせた。

10

の実行を担うのが、グプタ氏だ。
懇談では、司法省内部での情報共有

バニタ・グプタ司法次官

19

「反トランプ」 が指名承認に影響

体の連合体である「市民と人権に関す

退任後は、最大の超党派の公民権団
に直面している人々のために精力的に

ために尽力し、日常生活で差別や困難

わたり、正義の実現と公民権の擁護の

コメントしている。

独立性を取り戻すために不可欠だ」と

し、トランプ時代に失われた誠実さと

な姿勢は、司法省が国民の信頼を回復

るリーダーシップ会議」の会長兼最高
活動してきた。党派を超えたパートナ
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司法委員長は「グプタ氏は 年以上に

経営責任者（ＣＥＯ）を務めた。当
ーシップを構築するグプタ氏の献身的

アジア系差別なお増加傾向

時、共和党のトランプ大統領に批判的
で、公民権擁護をめぐって共和党の一
部を攻撃したことが指名公聴会ではあ
だとなり、共和党議員から集中砲火を
浴び、謝罪する一幕もあった。採決で

の台頭の責任はトランプ前大統領にあ

は、アジア系の多くは、アジア系差別
と、アジア系・太平洋諸島系の住民

ると考えている。人権侵害の事案をど

る。米紙ポリティコの世論調査による

れた社会の分断を埋めるのは容易では

は、新型コロナ禍前と比べて、米国民

う抑え込むか。グプタ氏にその任を委

ただし、トランプ前政権時代に失わ
ない。なにより、アジア系への人権侵

としての統合意識よりも、民族的な帰

ねたバイデン政権にとっても勝負所だ

人が賛成に回

グプタ氏は非白人の女性初の司法次

害が後を絶たないのは深刻だ。新型コ

属意識が強まっているといい、２０２

は、女性の共和党議員

官となる。また、このポストへの公民

ロナ禍に伴うアジア系差別事案を追跡

でかろうじて承認された。

権法専門の弁護士の就任も初めてだ。

政治ブロック」を形成する可能性があ

対

担当は公民権、反トラスト、税務、環

」
調査している団体「 Stop AAPI Hate
によると、昨年３月から今年６月末ま

るという。

り、

境・天然資源など複数の部門を監督す

でにアジア系に対するハラスメントや

米国勢調査局の調べでは、２０２０

ろう。

る。また、司法プログラム、女性に対

差別、暴力事件は合計９０８１件にの

年大統領選での投票率を２０１６年大
ポ

月の中間選挙に向けて「強力な

する暴力対策、地域密着型警察サービ

ぼり、今年は昨年よりも早いペースで

統領選時と比べると、アジア系は

２年

スなどの助成金部門を統括し、情報政

発生数が推移している。

％で、白人、黒人、
ヒスパニック（中南米系）よりも高い

イント上昇して
報告され、１～３月が２０５５件、４

今年は１月から６月で４５３３件が

策、地域連携サービス、米国管財人事

1

務、外国請求権決済委員会を監督して
いる。

伸び率を示した。ポリティコの調査で

8

20

～６月が２４７８件と、増加傾向にあ

59

49

民主党のリチャード・ダービン上院

10

11

51

ここ数年、ＥＣの発展に伴って、宅配便

ケースは、郵便・宅配便企業の宅配便包装

このような循環利用できる宅配便用保冷

北京市朝陽区に住む女性の何さんは数日

大きい。宅配便の包装資材の減量化推進

ける仕分け袋があり、種類は多く、容量も

循環利用できる保冷ケースを使うように

取って代わった。もう一つの郵便・宅配便

超えていた紙箱とプラスチック梱包材に

万ヶ所設置したほか、さまざま

1
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人民日報の視点

業界のグリーン化、減量化がますます注目

グリーン化の試みの一つだ。業界関係者の

の資材が使われている。商品の入っている

前、職場で宅配便の配達員からの電話を受

ある郵便・宅配便企業の倉庫管理者の話

は、グリーン包装作業の重要な内容だ。
う。商品をドアの所に置いておくように頼

によると、今年の「ダブル

日

むと、配達員から「保冷ケースは絶対に捨

のネット通販イベント）期間には、この企

月
てないでください。午後に回収しに来ます

業の倉庫の循環型包装箱の１日あたり使用

」（
から」と念を押された。

万個を
なってから数年がたつ。何さんは、「よく

企業はＥＣサイトと共同で包装資材の回収

万個を超え、これまで毎日

買うのはサーモン、タラ、羊のリブ肉で、

を奨励するスポットを

万カ所、使用済み

どれもこういう保冷ケースに入っている。

包装資材の循環利用テスト事業を行うス

量が

11
品物が届くと、中身を出し、ケースは配達

何さんがよく利用するこのＥＣサイトが

11

20

11

ポットを

6

シリーズ「中国商務熱点」㉔

されるようになった。包装資材の減量や循

話によると、宅配便の包装には主に

種類

環利用から輸送システムの最適化までを、
中国の各主管機関、郵便・宅配便業務を扱

％、プラスチックの梱包材が

％にな

％を占め、箱などの入れ物が

袋などが
し、宅配便業界のグリーン化プロセスも加

う企業、消費者など多方面が協同で推進

6

る。そのほか、詰め物、テープ、中身を分

34

10
け、ＥＣサイトで買った果物が届いたとい

速し続けている。

55
員が持ち帰っていく」と話した。

5

9

宅配便業界のグリーン化プロセスを推進
宅配便「順豊」の営業部で、包装用の箱を「宅配便包装資材回収エリア」に入れる配達員
＝浙江省金華市で２０２１年１月６日、人民図片・李建林撮影

な形で宅配便の包装資材の回収を奨

の生産や作業に関連する要求を明確に
ル袋も０・

３層かそれ以下に減り、包装用ビニー
ミリ

ミリかそれ以下へと細くなっ

ミリに薄くなり、テープの幅は

ミリメートルから０・

し、廃棄された包装資材の回収と再利
用を安定的に推進している。

励・推進している。
ここ数年、宅配便の包装のグリーン
から

の家まで引き取りに行ったりステー

ションに行ったりして資材を回収する

よう指導することなどを通じて、郵

便・宅配便の包装資材回収という「逆

に関連する条項を加えるよう推進し、

律において宅配便の包装のガバナンス

に、中国国家郵政局はＥＣ法などの法

２０２０年には電子伝票が従来の紙の

すでにある程度の進展を遂げている。

便業界のグリーン化、減量化の模索は

量化などの方法を通じて、中国の宅配

も状態がきれいで基準をクリアした包

装置の設置推進を通して、回収した後

に基準に合致した包装資材廃棄物回収

同局は、郵便・宅配便企業が営業所

環境に配慮した宅配便包装資材の推

う。

め物の量が効果的に削減されたとい

箱が３８０万個使用され、箱、袋、詰

いる。現在、全業界で循環型宅配便用

宅配便の伝票の電子化、包装資材減

宅配便企業がグリーンな包装などの重
伝票に代わり、Ａ４サイズの紙を約８

装用箱や詰め物などは繰り返し使用す

化、減量化、循環化を推進するため

点分野をめぐってテクノロジーイノ
３３億枚分節約できたことに相当す

進と応用が進むかどうかは、使用する

方向の物流」モデルの構築を模索して

ベーションを強化するよう誘導してい

る、郵便・宅配便企業の配達員が顧客

た。

０３

る。段ボール箱の紙の厚みは５層から

消費者にプレゼントしたという。

同局の関係責任者は、「今後、国家

郵政局は宅配便の包装資材のグリーン

化ガバナンスを全面的に推進し、法

規・基準・政策体系を整備し充実さ

せ、宅配便の包装資材のグリーン化、

減量化、循環化を持続的に推進する」

と述べた。【人民日報記者・李心萍、

呂紹剛】
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60

０６

（写真上）生分解性プラスチック袋の生産現場＝安徽省の桐城経済技術
開発区の双新産業パークで２１年１月７日、人民図片・江勝撮影（同
下）宅配便をスピーディに仕分けする全自動化スマート仕分けシステム
＝２１年１１月７日、山東省青島市の青島順豊華駿分配センターで人民
図片・梁孝鵬撮影

る。また複数の条項を通じて、宅配便

習慣があるかどうかも関係してくる。

消費者に包装資材の回収に参加するよ

う呼びかけるため、ある郵便・宅配便

企業はＥＣプラットフォームと提携し

て、グリーン回収ボックス１万３千個

」期間は毎日新鮮な卵

を新たに設置したところもあり、今年

の「ダブル

50

万個を準備して、箱の回収に協力した

11

10

45

岳林煒のミニ解説
グリーン低炭素循環経済発展体系の確立・健全化加速に向けたたゆまぬ努力

近年、中国の宅配業は勢いよく発展している。15年前には１日あたりの宅配業務量がわずか
３００万件だったが、2021年の1日あたり業務量は３億件の大台を突破した。しかし、大量の
宅配荷物が配達されている裏では、宅配便の包装材廃棄物が増え続け、大量の生活ごみが環境
保護にとって極めて大きな負担となっている。小さな商品であっても一つ一つ「マトリョーシ
カ」のように何層にも包装することは、資源の無駄であるだけでなく、環境汚染の原因にもな
る。環境にやさしいグリーンな包装を推進し、減量化と循環化を進めることが必然的な流れと
なっている。
今年２月、中国国務院は「グリーン低炭素循環経済発展体系の確立・健全化の加速に関する
指導意見」を発表し、中国はグリーン低炭素循環発展経済体系の確立・健全化を「２ステッ
プ」で進めることを明確にした。１つ目のステップは、２０２５年までに、産業構造・エネル
ギー構造・輸送構造を著しく最適化し、グリーン産業の割合を著しく高め、グリーン低炭素循
環発展の生産体系・流通体系・消費体系をほぼ形成すること。２つ目のステップは、２０３５
年までに、グリーンな生産・生活方式を広く形成し、美しい中国の建設という目標をほぼ達成
するというものだ。
宅配業グリーン化のプロセスが急速に進む裏側には、中国がグリーン低炭素循環発展経済体
系の確立・健全化を加速するためのたゆまぬ努力がある。そしてそれは、中国が２０３０年ま
での二酸化炭素（ＣＯ２）ピークアウトと２０６０年までのカーボンニュートラルというビジ
ョンを達成するために行っている取り組みの典型的な縮図でもある。

岳 林煒（がく りんい）人民日報東京支局長
１９８２年江蘇省鎮江市生まれ。２００４年中国の外交学院日本
語科を卒業後、人民日報に入社。２００５年～０６年に北海道新
聞社で交換記者として研修。２０１７年、人民日報社外事局（対
外部）から国際部に異動し、海外支局連絡室次長、室長を歴任。
２０２１年７月東京に赴任。

11
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陳言の中国「創新経済」

毎日アジアビジネス研究所シニアフェロー、
日本企業（中国）研究院執行院長
陳言

毎日アジアビジネス研究所シニアフェロー
日本企業（中国）研究院執行院長、経済ジャーナリスト

１９６０年北京生まれ。８２年南京大学卒。８２～８９年『経
済日報』に勤務。８９～９９年、東京大学(ジャーナリズム)、慶
応大学(経済学)に留学。９９～２００３年萩国際大学教授。０３
～１０年経済日報月刊『経済』主筆。１０年から日本企業(中国)
研究院執行院長。現在は「人民中国」副総編集長も務める。

地方政府主導のイノベーション
――深圳モデルの効果とは

ここ数年、ほとんど毎月深圳衛星テレビ
（ＳＺＴＶ）の番組に出演するために深圳

アジアでも
る。

位の経済都市に数えられている

タを見ると、深圳のこの期間の経済成長率は

深圳は中国の他都市に比べて外部との関係

深圳の方言はと言えば、恐らく北京から

７・１％であり、北京、上海、広州、深圳の

に行っている。その機会が増えるにつれ、

１００キロ足らずの天津の方が聞き取れな

一線都市４市の中で最低であることに気が付

が密接で、国際情勢の変化で受ける影響は特

い「なまり」があり、ましてや上海では地

く。因みに、北京は

深圳の人、また深圳に関心を持っている人

元の人の話は全く理解できない。今の中国

％、広州９・９％だった。その理由を探ると

に大きい。例えば、今年１～９月の経済デー

では、深圳だけは言葉の障害が全くない。

エネルギー、原料費の値上がり、輸送費の高
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たちとの交流も増えている。

改革開放後に深圳で生まれ育った人は現在

騰、ＩＣチップの品薄と値上がりに加えて、

・７％、上海９・８

歳代になっていて、みんな自然

米国の対中圧力の強化があり、全て深圳にと

歳代、

に標準語を話す。香港や湖南などからやっ

％減の４５５８億元だった。

年はそ

万４７６６社、２万２４７７社だっ

年に

れぞれ

消・失効された件数は２０１５年、

データを見つけた。深圳の企業のうち登録抹

朔氏が深圳で調査したところ、以下のような

続々と市外に移転している。経済評論家、秦

った。聞くところによると多くの深圳企業が

たが、最近は企業を取材する機会が少なくな

かつて深圳出張と言えば企業取材が主だっ

たが、今年は

って不利だった。華為技術（ファーウエイ）

ョン能力があるように感じさせる。

国際情勢の影響を受けやすい都市

分の１に届かず、広州の４分

深圳は面積で言うと北京の８分の１足ら
ず、上海の

年

万８７６５社に達し

年には

19 1

言葉以外でも、深圳は昔からイノベーシ

て来た人も北京から来た人とは標準語で会

１０
たが、

16

15

よりも少し広い程度だが、わずか

の経済都市に成長し、

32

22

の

余の間に、中国第

3

４０

3

12

5

の昨年１～９月期の収入は６７１３億元だっ

40
話をする。

30

1

陳言の中国「創新経済」

比べ

・５倍に増えた。

年は新型コロナウ

イルス感染症の影響で国際的なビジネス環境
はさらに大きく変化した。

強さ支える質の高い人材
しかし、深圳には深圳独自の特長がある。

数では北京に次ぐ）。常住人口１７５６万
人を擁し、 平方キロ当たり

人、面積１９９７平方キロで計算すると、
社当たり７・
ハイテク企業が

・

社ある。これは全国一

地方政府主導の民間イノベーション

今日の深圳では、高度に行政化された科学

言権、資源の配置権を握っている。他方、多

研究システムが、イノベーションに対する発

２０２０年の深圳の全研究開発投資額は地

くの人が先端技術の価値を評価することがで

の数字だ。
％で、全市

き、彼らは全国、全世界で技術を探し、知識

域国内総生産（ＧＤＰ）比４・

％以

の基礎研究投資は基礎研究応用投資の

い。いずれかの産業を急速に発展させるため

実験室、エンジニアリング・リサーチセンタ

昨年末、深圳には国、省、市各レベルの重点

年連続で中国全国の都市の中で首位である。

等の面で、深圳市テクノロジー局は中小企業

る。

は資本に変わり、最終的に産業が形成され

が製品に変わり、製品は株権に変わり、株権

に資金支援を行うのは全く問題がなかった。

ー、テクニカルセンター等各種イノベーショ

８０００社に

上を占めている。同市の国際特許申請数は

ある都市の「強さ」はどこにあるのだろう

ンを担う企業が２６９３社あり、そのうち国

昨年末、深圳市政府の全負債率は７・４％

深圳を見ると、常住人口の中で労働年

家レベルのイノベーションは１２９社であ

さらに例を挙げれば、２０１０年に深圳は

齢の
％を占めている。

清華大学卒業生はそれぞれ

人口の

％に比べると負担は軽

歳人口は１４００万人に近く、全

る。しかも深圳のイノベーションは同市だけ

ハイレベル人材を招致する「孔雀計画」を打

・

年の北京大学、

で利用されるものではなく、かなりの数のプ

ち出し、海外にバックグラウンドがある個人

％、

億元を助成し、研究開発投資

プロジェクトには１０００万元から 億元の

切り型の補助を獲得できる。選ばれた団体の

を奨励した。

年、次期通信技術

％が深圳

ロジェクトが深圳以外の都市で製品化、ビジ

や団体に深圳の戸籍を与え、戦略的な新興産

例えば２０１２年から

に就職している。深圳の人口構成は若く、質

ネス化されている。これがイノベーションが

業を優先的に支援した。「孔雀計画」に選ば

か？

も高いことが分かる。経済競争はとどのつま

深圳の地域ＧＤＰにいまだに貢献していない

～

り人材競争であり、質の高い人材は質の高い

れた個人は１６０万元から３００万元の使い

で、全国平均の

1
17

30

93

理由の一つになっているが、これは深圳に対

15

資金援助を得られる。海外留学のバックグラ
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する重視を妨げるものではない。

40

ウンドがある人材と国内の人材が深圳で起業

13

34

発展を支える。深圳の未来は依然として期待
できる状況だ。
今年７月末現在、深圳には３６８万の事業
主体があり、そのうち企業が２３２万、国家
レベルのハイテク企業が１万８６５０社（総

1

26

50

57

20

32 19

59

21

9
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15
80

陳言の中国「創新経済」

すれば、認定されると政府補助金を獲得で
き、起業の初期費用補助と各種レベルでの補

している。
深圳には本来、高等教育機関も科学研究

深圳は北京との関係の重視――取り分け、

った。人材に対する支援によって、深圳に

は地方政府の企業に対する資金援助だけだ

所もイノベーション企業もなく、あったの

北京の科学研究能力を重視している。深圳の

大きな変化がもたらされた。このような地

助金を獲得できる。

は北京から来てい

移民の優位性を発揮すれば、人材を提供した

ーを握って持ってきた人を励ます。各企業が

ロジーを持ってやって来る。そのテクノロジ

る。「政府は企業を鼓舞する。するとテクノ

が見ているように、多くの民営企業がイノ

ョンの主体を担うようになると、今日我々

た。同時に、大量の民間企業がイノベーシ

後、ある程度の時間を経て効果を発揮し

方政府主導のイノベーションモデルがその

分の

大学にお返しをして、テクノロジーの成果を

ベーション、製造及び市場開拓において主

テクノロジーの

年代中後期、深

圳はわずか数年の間に、全国のトップ１００

独立した企業に対する干渉を控え、企業の

導的な役割を果たした。地方政府はすでに

プロジェクトに転化する。
の高等教育機関、３００余の科学研究機関と

ために持続的発展の外部条件を整えてき
地方政府主導のイノベーションモデルに

提携関係を樹立した。他の地方は北京へ行っ
最も多く通ったのは中関村だった」と、元深

おいて、深圳が中国の他都市と大いに異な

た。

圳市副市長でハルビン工業大学（深圳）経営

る点に注目すべきである。

現在、深圳には政府関係者を除いて２５０

る。

マネジメント学院教授の唐傑氏は語ってい

て『コネ作りに奔走した』が、深圳の企業が

90

兆５０００万元のベンチャ

０人近いベンチャーキャピタルファンドの管
理者がおり、約
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1

ーキャピタルを管理して起業家に資金を提供

14

5
1

小川忠のインドネシア目線
小川忠 跡
( 見学園女子大学教授、元国
際交流基金ジャカルタ日本文化センタ
ー所長 )

民主主義に活をいれるデジタル・アート

ルタの近郊タンゲラン市に現れた壁画が、コ

ロナ禍対応での不手際が目立つジョコ・ウィ

ドド政権に対する異議申し立てのシンボルに

前回記した通り「ステルス権威主義」懸念

このストリート・アートに描かれたジョコ

「４０４エラー」
落書きがもたらした波紋

の声が、世界各地であがっている。選挙で民

大統領の肖像は、「 404:Not Found
（４０４
エラー）」という言葉によって目隠しされて

なった。

主的に選ばれた指導者が、反民主的素顔を隠

毎日アジアビジネスレポート 2021年12月号

いた＝写真次ページ。

15

しながら、「合法的」に抑圧を推し進め権力

風刺のきいた表現だ。「４０４エラー」と

は、ネット空間において、ユーザーが既に削

強化を図るのである。
「ステルス権威主義」を造語した研究者オ

除されたページや間違ったＵＲＬにアクセス

ている。ＳＮＳを駆使した選挙戦術でインド

ザン・ヴァロルによれば、ステルス権威主義

インドネシアにおいても、民主的な選挙に

ネシアの民主主義に新風を吹き込み、大統領

した時に、サーバ―側から送られてくるメッ

よって選ばれて市民派政治家のチャンピオン

の椅子を射止めたジョコ氏が、庶民の声を聞

は、名誉棄損罪、侮辱罪、テロ関連法などを

と考えられてきたジョコ・ウィドド大統領の

く姿勢を失ってしまっている。そんな現状に

セージである。国民からの訴えがジョコ大統

政権において、「ステルス権威主義」の兆候

対するフラストレーションが、「４０４エラ

使って、批判的言論を取り締まり、権力者に

が現れている。本来はネット空間での憎悪表

ー」という文字に凝縮されている。大統領は

領に伝わらずコミュニケーションが遮断され

現、フェイクニュース拡散を抑止する趣旨か

インドネシア社会が直面する現実が見えてい

とって不都合な真実を封殺しようとする。

ら制定された情報電子商取引法（ＩＴＥ法）

ない、と訴えてくる。

６月中旬から新型コロナウィルスの爆発的

を根拠に、ジャーナリズムの言論の自由を制
限する当局の対応は、たしかにステルス権威

な感染拡大が社会を直撃し、都市部で医療崩

壊が発生して、多くの人命が失われた。この

主義的に映る。
最近もひと騒動があった。「ジャカルタ・

パンデミック危機に対して、ジョコ政権は適
２０

日）の数日前、首都ジャカ

年８月

日付）によれば、独

ポスト」紙（

立記念日（８月

２１

１７

小川忠のインドネシア目線

より
Twitter

話題となったストリート・アート
「 404:Not Found
」
＝

切な対応ができないのみならず、当局の一部

にも留意しておきたい。

なやり方で民主主義を活性化させている側面

世紀末に新たに登場した表現ジ

ートに焦点をあてる。

主主義に活気をもたらしているデジタル・ア

ャンルにして、創造的な創意工夫によって民

今回は、

が権限・権益の拡大に奔るなど、国民の政府
に対する信頼が大きく揺らいだことが、この
壁画が登場した背景にある。
このストリート・アート（落書き）の画像
や「＃４０４エラー」ハッシュタグがＳＮＳ
を通じて広く拡散したことに、警察が目くじ

本題に入る前に新型コロナウィルス危機が

「デジタル化」が
アートの救世主に

をネット上で販売しようとした男を、検挙し

アートにも深刻な打撃をもたらしている現状

も、市民社会の活性化、基盤強化に貢献して

する文化芸術は、権力に対する批判以外に

においても、ストリート・アートをはじめと

評をテーマとする作品が多い。そして、今日

た。そもそもこの国の文化芸術には、社会批

際博物館会議（ＩＣＯＭ）は予測している。

ミック終息までに生き延びるのは困難、と国

的）。ちなみに既存施設の

面休館となっているなかでは、かなり例外

なったのは２割弱で、欧米含めて軒並み全

いて波紋を拡げた（日本の場合、全面休館と
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らをたてた。有無をいわせず壁画を塗りつぶ
し、「大統領を侮辱した犯人」を探し始める

たのである。この警察の取締りは、為政者を

を確認しておこう。危機発生後、アートが置

とともに、この画像をプリントしたＴシャツ

批判する自由を認めた民主主義の原則を逸脱

かれた苦境にいち早く警鐘を鳴らしたのが国

０２０年５月ユネスコの「コロナ禍に直面す

する過剰反応、とメディアや市民団体の更な
古今東西、落書きという表現手法は巧みな

る世界の博物館・美術館」報告によれば、パ

連教育科学文化機関（ユネスコ）である。２
風刺や抽象化によって、規制の網をかいくぐ

ンデミック発生以来、世界の博物館・美術館

る批判を招いた。

り、権力者の偽善性や暴力性を暴き、白日の

の

割が休館となり、経済と社会の両面にお
下に晒す民衆メディア的な役割を担ってき

いる。インドネシア民主主義の質的低下が懸

インドネシアでも全国１６３の全ての博物

割以上がパンデ

念される一方で、そのような潮流に抗しよう

館・美術館が、休館に追い込まれている。表

1

16

20

と、個性あふれる文化人、芸術家たちが様々

9
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「アートジョグ２０２０」で展示されたムラカビ・ムーブメント作品
＝アートジョグのホームページから

ラインによる一般公開を併用する方式で２０

や協賛者など一部関係者への限定公開とオン

ト・イベント「アートジョグ」は、メディア

ルタで開催されてきた国内最大級の現代アー

へと追い込まれるなかで、毎年ジョクジャカ

用だった。次々と主なイベントが中止、延期

路を見出したのが、やはりデジタル技術の活

アーティストやアート・イベント企画者が活

現・鑑賞・参加の機会が失われていくなか、

していた村落の姿や、村人が農作業や祭

瞑想空間は、自然と人間が慎ましく共生

人を瞑想の世界へと誘う。竹で囲まれた

た薄暗い、ひたすら静かな空間は、観る

れる制作者集団である。彼らが創りあげ

研究者、市民運動家などによって構成さ

ーブメントは、アーティスト、建築家、

係でないように思われる。ムラカビ・ム

ックがもたらした危機的な状況とは無関

上げられ、注目を集めたのは、パンデミ

祀を共同作業で行った「ゴトンロヨン

２０年も開催にこぎつけた。
ジャワ島の中央部、ボロブドゥール遺跡が

（相互扶助）」の記憶を惹起する。都市

インドネシアの個々人に、アイデンティ

近郊にあるジョクジャカルタは、京都と姉妹

ョグ主宰者のヘリ・プマドはインドネシア社

ティ―を問い直す作品である＝写真上。

化され、共同体意識が薄れた現代社会に

会の緊急事態に向き合い、インドネシアのア

ムラカビ・ムーブメントが問う、個人

都市であり、京都と同様に伝統と現代が交錯

ーティストが危機にあってもしなやかで、頑

と社会の有機的なつながり、市民の相互

あってパンデミックに揺さぶられている

強で、創造的であることを示す機会として、

扶助は、民主主義の根幹をなす要素であ

する学術と文化芸術の拠点都市だ。アートジ

「アートジョグ２０２０」のメイン・テーマ

る。豪州メルボルン大学研究者のエドウ

ネシアで発達したデジタル・アートと民

グローバリゼーションの影響下、インド

ィン・ユルゲンスは、１９９０年代以降

を「レジリエンス」にさしかえた。

民主化とともに台頭した
デジタル・アート

主主義の関係性に注目している。デジタ

ル・アートが、インターネット、携帯電

話、ＳＮＳの普及とともに、ニュー・メ

人の作家がアートジョグに出品
するなかで、「ムラカビ・ムーブメント」の

ディアとして機能することによって、

この年、

インスタレーションがマスメディア等で取り

７８

98

17
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た、と彼は指摘する。ユルゲンスの論稿「デ

いて表現の自由を押し広げる役割を果たし

年スハルト強権体制崩壊後の民主化時代にお
し、創り手が置き去りにされた世界の美術市

年）は、現代史に関する既成観念を問い直

０１３年）、「今回は絵画なし」（２０１４

ているアート・コレクティヴの事例である。

は、インドネシア民主主義に活気をもたらし

場の現状を批判するものだった。
インドネシアのデジタル・アートを俯瞰す

ハックティビズムと社会関

与」を参照しつつ、国際的に注目を集めるデ

ると、あらためてアートの概念が、現代にお

インドネシアを代表するアート・コレクテ

ジタル・アート
ジタル・アートの旗手たちに焦点をあててみ

いて大きく変容していることを痛感する。変

ィヴといえば、「ルアンルパ」であろう。２
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アートと伝統知を活用して
社会の絆を創造する 「ルアンルパ 」

よう。

容の一つが、アートの作り手は誰か、という

０２２年に開催される、現代アートの国際フ

ェスティバル「ドクメンタ」の芸術監督に彼

・アートを世に出そうとした。

18

スハルト体制を崩壊させたアジア通貨危機
点だ。

インドネシアのデジタル・アートの有力な

の痛手から徐々に立ち直ったインドネシア経
済と並行するように、２０００年代に入って

らが選ばれたことは、美術界を超えて大きな

ルアンルパの活動は、美術展の開催、芸術

担い手の多くは、「アート・コレクティヴ」

独な制作過程を重ねて作りあげるもの」とい

活動拠点となるアート・スペースの運営、ア

インドネシアの現代アートへ、世界のコレク

う一般的イメージを超えている。まず構成メ

ートを通じた子どもや若者向けオルタナティ

話題となった。現代アート展の世界最高峰と

ンバーはアーティストに限らず様々な専門知

ブな教育機会の提供、都市問題の解決策に関

と呼ばれる組織化されたアーティスト集団で

を主導するのが欧米や香港の有力コレクター

識、背景をもった個人が含まれており、彼ら

する調査研究、出版、オンライン・アート雑

ターが目を向け始めた。著名画家の作品に相

であることに、インドネシアの若手コレクタ

はある価値、美的意識を共有しつつ、狭い工

誌の発刊など多岐にわたる。ジャカルタで隔

定評のあるドクメンタの芸術監督にアジア系

ーたちは不満を募らせつつあった。

房から飛び出して、社会と関わり、交流のな

年開催される国際的なビデオ・アートの祭典

ある。アート・コレクティヴは、「アートと

間のドイツ留学経験をもつ華人系コレクター

かで「アート」を創造する。その「アート」

「ＯＫビデオ！

次いで数百万円の高値がつくインドネシア・

のウィユ・ワホノである。いわゆる大家の作

は造形物とは限らず、社会と関わる実践経験

アーツ・フェスティバル」では従来のアート

が選出されるのは、史上初めてだからだ。

品の取り扱いでは欧米画商と競争できない彼

そのものを「アート」と理解するのである。

の枠を超えた、デジタル技術を駆使した空

は、アーティスト個人が制作工房のなかで孤

が目をつけたのが、デジタル・アートであ

こうした社会とアートの関係性を重視するア

間、若者たちの活発な意見交換、子ども家族

アート・ブームが到来したのだが、この動き

る。ワホノは、現代アートと社会のつながり

ート・コレクティヴの考え方は、民主主義と

向けの教育プログラムなど様々な企画が用意

数年

に強い関心を示し、社会性を持ったデジタル

親和性が高く、ジャーナリズムとも共鳴する

されていて賑やかだ＝写真次ページ。

その一人が、インドネシア生まれ、

彼がキュレーションした企画展「時代精

部分が多いのも自然なことといえる。以下

インドネシア・メディア・

神」（２０１２年）、「境界を超えて」（２
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者が結成した芸術家集団は、インドネシアの

人の若

カルタで、オランダ留学から戻ったアデ・ダ

民主化が始まって間もない２０００年ジャ

こと自体を、一つの芸術表現と考えている。

可能な発展のシステムを構築する必要があ

業主義の暴走、過剰な消費に流されない持続

重要という理念だ。新しい自由な空間では商

自由に語り合い交流し絆を深める場所作りが

主義が発展を遂げていくためには、人と人が

ルト強権体制の崩壊によって手にいれた民主

の隅々まで権力の監視の目が光ってきたスハ

ルアンルパが追求してきたのは、国民生活

この団体を調べていて驚いた点がある。現

合が、ＨＯＮＦの特徴だ。

バー・ハウス House of Natural Fiber
（ＨＯ
ＮＦ）」である。テクノロジーとアートの融

として注目するのが、「ナチュラル・ファイ

ユルゲンスが民主主義のユニークな担い手

ン、報道関係者と多様だ。

民主化と並行するように活動の幅を拡げてき

る。そのカギを握るのが、インドネシア社会

代アートの世界では、「ハッカー」という単

た。現在は

ネシア語の米倉を意味する「ルンブン」を基

では、ルアンルパは芸術監督として、インド

２０２２年ドイツで開催されるドクメンタ

アートの世界では、固定観念をこえる自由な

の、と筆者はこれまで理解していた。しかし

悪意をもった人間、彼らの不法行為を指すも

ムに入り込み、システムをかく乱、破壊する
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ルアンルパは、人々の出会いの場を設ける

人以上のメンバーが参加してい

に存在する昔ながらの知恵、前述「ゴトンロ

語が、マスメディアで使われているのとは、

本コンセプトとするという。ゴトンロヨンの

着想、発想で新たなプログラムを開発し、社

2
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アートとテクノロジーを
融合させる「ＨＯＮＦ」

るが、その構成はアーティストのみならず、

ヨン（相互扶助）」である。参加型アートを

まったく異なる意味で使われているのだ。

ようなインドネシアの伝統的な共同体がもつ

会的不公正の是正、対立の解消、持続可能な

２０

ルマワン（現在ルアンルパ代表）ら

建築家、映画関係者、研究者、ミュージシャ

通じて、現代都市に伝統の村落共同体の相互

「ハッカー」、「ハッキング」といえば、専

知恵、価値観を駆使して、欧州が直面する移

発展へ貢献する人びとと活動を指すのであ

門的知識を悪用して政府や企業の情報システ

民問題、人種差別などの社会問題に切り込む
年

る。ユルゲンスは、デジタル技術とアートを

のだという。（「美術手帳」
インタビューより）

る。

義 Hacktivisim
」と評し、社会運動としてメ
ッセージ性の強い彼らの活動に注目してい

組み合わせるＨＯＮＦを「ハッキング行動主

月号掲載

びつきを再構築しようというのである。

扶助の精神を蘇らせ、人と人との有機的な結

様々な企画が用意されてにぎわう「ＯＫビデオ！ インドネ
シア・メディア・アーツ・フェスティバル」
＝Facebookから

３０

6
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たのが、２０１２年の「ミクロ国家？マクロ

例えばユルゲンスがスポットライトをあて
より廉価で販売する政策を続けてきたが、こ

金を出して、国際価格で輸入した石油をそれ

クトは医療関係者、企業、デザイナー、科学

は提案する。「自宅からハック！」プロジェ

交換しながら具体的な行動を起こそうという

者、ＮＧＯ、ハッカーなどをデジタル上の共

ＨＯＮＦのプロジェクトは、エネルギー安

のである。具体的には、医療現場で不足して

の政策に持続可能性は無いことが明らかだっ

の大きな財政負担となっていた石油補助金を

全保障の観点からインドネシアの独立と庶民

いる防護用具（ゴーグル、マスク、手袋）を

国家・食とエネルギーの民主化プロジェク

撤廃しようと試みたが、国民の激しい抵抗に

の生活を守るため、様々な専門分野をもつ人

地元で利用可能な材料を活用した製作、オン

同体に結集し、互いにアイディアを出し意見

あって断念せざるを得なかった。かつて石油

々が異業種交流を通じて知恵を出し合い、石

ラインでのメンタルヘルスサポートのアクセ

程は音声・映像で記録され、展覧会において

発酵させる技術を開発するのである。その過

出て、アートの域をこえて専門領域の境界を

れた自由な表現への希求が一挙にほとばしり

強権体制の文化芸術統制政策、その間蓄積さ
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た。

輸出で潤ったインドネシアだが国内消費の拡

油に代わるより廉価で、再生可能な代替エネ

降現代美術の世界で語られる美術理論「関係

「公開」され、ディスカッションが行なわれ

である。インドネシア政治にステルス権威主

曖昧化し交流することによって、民主主義の
新型コロナウィルス危機発生後には、「自

義の色が濃くなる一方で、意外な領域で逆バ

る。これが、ＨＯＮＦのアート作品なのだ＝

宅からハック！」という新プロジェクトを始

ネが作動していることも、この国の行く先を

土台となる「公共」を拡張させようというの

めた。これはパンデミックという非常事態に

考える上で見過ごせない。

写真上。

対して、「政府の対応は硬直的。機動性に欠
け、経済優先で人命を軽視している」という
不満から生まれたものだ。政府に頼るのでは
なく市民自身が自らのイニシャティブでウィ
ルスの脅威から自らを防衛しようとＨＯＮＦ

20

ト」だ。この当時ユドヨノ政権は、国家予算

大で石油輸入国に転落していた。政府は補助

ス改善などを目指す。

年代以

ーにアクセスし、高性能コンピューターで分

性の美学」のインドネシア的実践といえよ

ルアンルパやＨＯＮＦの挑戦は、

析し、それをジョクジャカルタ近郊の農民た

う。 年間続いた息のつまるようなスハルト

９０

ちに伝えつつ、彼らと干し草をエタノールに

ング能力を駆使して気候に関する衛星データ

ルギーを探るというものだ。すなわちハッキ

アートとテクノリジーの融合が特徴の
ＨＯＮＦ＝ホームページより

３０

」 2

リーガルコーナー第43回 虎門中央法律事務所弁護士箭内隆道

弁護士が覗いたインド―２回目

デリーの大気汚染対策から
インドの法体系を理解する
箭内隆道（やない・たかみち）
虎門中央法律事務所弁護士
１９９４年３月 早稲田大学法学部卒業
２０００年１０月 東京弁護士会登録 虎門中央法律事務所入所
２０１６年から約２年間、法務省受託事業「（インドにおける）日本企業及び邦人
を法的側面から支援する方策等を検討するための調査研究」のため、ニューデリー
をはじめインド各地に滞在

■コロナは落ち着いたが
激しい大気汚染

――日本でもしばしば報道されますね。そんな
に酷いですか。

――日本もそうですがインドでもコロナの感染
は落ち着いてきたようですね。

私が滞在していた２０１６～１７年はこの１
０年でみてもピーク的に酷かったようですが、

はい。現地の報道によれば１１月２２日の感

本当に大気が見るからに白濁していまして、そ

染者数は昨年3月以来の最小を記録したようで

れが帰宅してマスクを外すと真っ黒になってい

す。また、先週に久々のインド出張だったとい

るのです。私にとってインド滞在は基本的に全

う知人によれば、日本出国時及びデリー空港到

て素晴らしい経験でしたが、大気汚染の関係で

着時の手続も、ワクチン２回接種証明書と７２

はデリー首都圏にいたことで寿命が縮まったの

時間以内のＰＣＲ陰性証明書の提示だけで、ア

ではないかと今でも思います。

プリへの登録等その他特別な手続を求められる
ことはなかったということでした。

――１０月から１１月にかけてが最も厳しいと
聞いたことがあります。

――欧州などは感染再拡大しているようです
が、インドには行きやすくなっているのです

その時期は、工場の排煙や自動車の排ガス等

ね。

に加えて、農民の方々の野焼き・お祭り騒ぎの
爆竹や花火の煙が加わるんですよ。

そうですね。ただ、今行くのに問題がないか
というと、この時期のインド、特にデリー首

――爆竹ですか。そんなものが大気汚染の原因

都圏（Delhi NCR=National Capital Region）

になるなんて、ちょっと想像がつきませんが。

は、大気汚染が本当に凄まじいのです。
21
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それが、その時期はディワリ（Diwali）とい

うことを禁じたり、また排ガス防止のためデリ

うヒンズー教の新年のお祭りがありまして、今

ーへトラックが入ることを原則的に禁じたりも

も鮮明に思い出しますが夜に住居の屋上から街

しています。更に、インド滞在経験のある方に

を見下ろしていたら花火の音が本当に間断なく

はおなじみと思われるオッドイーブンスキーム

て、近くに遠くにと鳴り止まないんですよ。そ

（odd-even scheme＝奇数偶数制）の導入も、

ういう自分も、インド人の友人と一緒に屋上で

また検討されているようです。これは文字通

花火をしていたのですが、まあ火薬の量も凄く

り、奇数の日はプレートナンバー末尾が奇数の

て、あれは楽しくて、止められないだろうな、

車両しかデリーに車では入れないなどとして、

と思ってしまったりもしました。そういうわけ

車両の利用を制限する規制です。

で、その規模感からすると爆竹等の煙が大気汚
染に影響していて全く不思議には思いません。

■幅広い行政権限の範囲

■最高裁が事件を直接受理

――そうですか。行政による規制はまたドラス
ティックと言いますか・・・。いずれも営業の

――しかし、深刻な大気汚染の一因となってい

自由が制限される度合いが高そうな気もします

るとしたら、規制はされないのでしょうか。

し、コロナ禍におけるロックダウンの是非の議
論を思い出しても日本では認められそうにない

私がそのすごい花火経験をした翌年も、法規

もののようにも思います。そもそもそのオッド

制の対象とはなっていなかったのですが、た

イーブンなどは、法律に定められた制度なので

だ、インド最高裁が、購入してよい花火の種類

すか。

や花火をしていい時間帯を決めたり、またそれ
そのような具体的な方策までが法律に定めら

が遵守されるよう警察に取り締まりを命じたり

れているわけではないですね。

したことはありましたね。
今年もインドの新聞を（アプリで）読んでい

話が抽象化しますが、インドの法制度全般に

ると、大気汚染の問題について、インド最高裁

ついて、私が調べた限りで興味深いと思ってい

に様々な申立てがされ、最高裁もそれらを受理

るのは、以下のような点です。今回のトピック

してヒアリングを行なっている様子が確認でき

である大気汚染対策に関しても、またインドに

ます。

おけるビジネス規制全般についても、その理解
を整理する一助になるのではと思います。

――最高裁判所が具体的な規制ルールを策定す
①行政権の行使は法律に根拠があるが、権限

るということですか。そもそも、いきなり「最

の範囲が広い

高裁」が事件を受理することも含めて、それも

②行政権はOrdinance（一時的な命令）を発

また日本では想像のつかない話ですね。

令する権限が憲法上認められている
③司法積極主義のもと、最高裁が公益訴訟

もちろん、最高裁だけではなく、国やデリー

（PIL=Public Interest Litigation）

政府に係る行政権も、様々な対策を今年も講じ
ているようです。報道で確認できる限り、粉塵

――見慣れない用語もありますね。それぞれ説

等防止のためかビルの建設や取り壊し工事を行
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明していただけますか。

Commission（委員会）は、①で述べたBoard
（委員会）を凌駕する権限を与えられており、

はい。まず①は、例えばインドの大気汚染

今年も、デリー首都圏内の学校に閉鎖を命じる

対策関係の法律の一つとして、大気汚染防

等しているようです。

止規制法（Air=Prevention and Control of
Pollution= Act, 1981）というものがあるので

■司法の積極的役割

すが、これは同法に規定する国及び州のBoard
（委員会）に大きな権限を認めていまして、
条文を紹介すると、「Board may issue any

――Ordinanceというのもよく使われる形式だ

direction to any person」なんですね。何人

ということですね。

にもどんな命令でも出せる、という、人権との
バランシングをどう考慮するかの明文の留保が

最後に③ですが、インド憲法は、憲法上の権

ない規定になっているわけです。

利の実現を最高裁判所に直接働きかけることが

したがって、前述した行政による各種の大気

できるという権利を保障する条項を設けていま

汚染防止対策も、このような条項を法的根拠と

して（３２条）、これは日本国憲法にはない条

して、とにかく「目的最優先」に、知恵を絞っ

項ですが、これを根拠に、インドでは最高裁判

てある意味自由に対策を講じている、というこ

所が基本的人権の実現のために積極的な役割を

とだと思われます。

果たしてきたという歴史があるんですね。例え
ば刑務所の囚人からの「行き過ぎた過酷な処遇

――なるほど。立法目的の実現という観点では

を受けている」という「手紙」を最高裁が受け

合理的といえば合理的ですね。

取ったとき、最高裁がこれを同条に基づく救済
の申立てと認めれば、救済措置を講じるべきか

次に②のOrdinanceですが、これは国レベル

を審理する手続を開始することになったりしま

でも州レベルでも認められてる、要は立法権

す。これが公益訴訟と呼ばれる裁判所の手続で

（議会）の閉会中などに行政権により迅速に発

す。

令されるものとして認められた法形式です。た

そして、その場合の最高裁判所の「救済」

だ、実際には、会社法や破産法といった重要な

は、法律を違憲無効と判断するものから、それ

ビジネス法ですらも、そんなに急いで改正する

だけにとどまらず、立法の不備を補うべく救済

必要があるのかと少なくとも私には疑問のあ

のための具体的なルールを創造することまで行

る内容も含めてOrdinanceという法形式のもと

われています。女性へのセクシャルハラスメン

で頻繁に改正されてきている、という実態が

トを防止する立法がなされていなかったことに

あります。したがって、インドでは最新の規

関する州の責任が追及された公益訴訟におい

制内容を知ろうとすると、法（act）ではなく

て、最高裁は、職場における女性へのセクシャ

Ordinanceが発令されていないかも努めてフォ

ルハラスメントを防止するために雇用者が講じ

ローする必要がある、というのが私の有してい

るべき様々な義務を、詳細な具体的ルールとし

る実感です。

て、自ら策定したりもしました。後に、立法府

大気汚染規制関係でも、私の知る限りでは

が最高裁ルールを元にセクハラ防止法を成立さ

昨年このOrdinanceとして新たな環境規制が発

せるまで、インド国内の事業者は、最高裁ルー

令されていて、それにより設置された新たな

ルに基づいて職場環境等を整える法的義務を負
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っていたわけです。

――インドで裁判をすると想像を絶するくらい
に時間がかかる、とも聞いたことがあったので

■最高裁判断がビジネスに直結

すが、何だかイメージが変わる話ですね。

――なるほど。インドでは、最高裁の判断も、

いえ、一般的には、日本に比べても裁判には

具合的なビジネス規制として意識する必要があ

遥かに長い時間がかかっていることは事実で

るわけですか。

す。在インド日本企業が提訴した債権回収訴訟
が10年以上やってもまだ高裁で審理中である、

おっしゃるとおりです。日本では、最高裁が

といったような例は、私も目にしてきました。

何か判断したとしても、それにより直ちに自分

他方で、大気汚染問題に関する公益訴訟はそ

の日常生活も変わったと実感するような経験に

の他にも、今年の報道によれば、大気に有害な

なることは、ほぼないようと思いますが、イン

影響を及ぼす設備の稼働についてデリー政府が

ドではそういうことも結構頻繁にあるわけで

国を訴えたり、更には、前述した建物建設や解

す。

体の工事を禁止する行政命令に対し、仕事がな

なお、私も全貌を把握はしているわけではな

くなるとして労働者が禁止の解除を求めたり

いのですが、公益訴訟は、公益的な事柄につい

と、私の印象としてはもうカオスと言いますか

て問題意識を有している者が誰でも申立てられ

様々な使われ方をされており、またそれらはい

るものであるように見受けられます。今年の大

ずれも受理されているようで、通常訴訟の扱い

気汚染問題に関しても、例えば農民の野焼きは

との差異には驚きというか正直疑問なしともし

止めさせるべきとの考えを持つ環境活動家や法

ないところではあります。ただ、社会問題の解

学部の学生が、刈り株を焼かずに除去できる機

決に、裁判所の存在感がある、という点につい

械を零細農家へ無償で貸し出す命令を求めて最

ては、司法に携わる者として、インドの状況を

高裁に公益訴訟を申し立て、最高裁もそれを直

羨ましくも思うところです。

ちに受理して審理したりしているようです。
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