
記念スピーチ

「アジアは日本に何を期待しているのか、
日本はそれに応えているのか」 （概要）

学生との「キャンパス・ミーティング」 

マハティール閣下と
キャンパス・ミーティング

　2011年11月15日（火）、マレーシアの元首相であるマハティール・ビン・モハマ
ド閣下が東洋大学白山キャンパスを訪れた。マハティール閣下は22年という長き
にわたりマレーシア国首相を務め、その間、アジア人の誇りを持ってアジアの発
展と国際社会に貢献した「現代アジアの真のリーダー」と呼ばれる人物である。
　この貴重な機会に、学生との意見交換を行う「キャンパス・ミーティング」、本学
PPP研究センターがこのたび開設することになったAPPPI（Asia PPP Institute；
アジア各国でのPPP教育研究、事業企画を目的とした新しい研究機関）設立を記念
した国際フォーラム、そして10大学の学校代表を招いた「学長会議」など、これから
のアジアの展望とアジアにおける日本の役割を改めて考えるイベントを開催した。

会場には770名もの学生が詰めかけ、歴史的な世界のリーダーからのメッセージに耳を傾けた。　

会の冒頭では、国際社会とアジアの発展に貢
献された偉大な業績、とくに本学においては
PPP（Public/Private Partnership）の推進
活動等に多大な貢献をいただいた功績を顕彰
し、名誉博士号の称号授与が行われ、これを
記念したスピーチが行われた。

日本の発展が、アジアの発展のモデル。
教育の側面からもアジア諸国と協働し、
よりお互いのメリットを創出すべき

　首相在任中、日本と非常に緊密な関係を築
いたマハティール閣下。「アジアで初めて先
進国の仲間入りを果たした日本は、アジア諸
国にとっての発展のモデルを示した。かつて
はヨーロッパ人にはできるがアジア人にはで
きないと信じ込んでいた国々を刺激し、触発

キャンパスミーティングでは、学生14名が
代表として質問に立った。壇上から下り、同
じ目線での対話を望まれたマハティール閣下
に対し、学生が日本語もしくは英語で質問を
投げかけ、それに対して回答を頂くという方
法で進行した。通訳は大学院経済学研究科公
民連携専攻のサム・田渕教授。

それぞれが持つ問題意識を活かして、
社会のため、他者のための
「貢献」を目指してほしい

してくれた」と高く評価し、「日本の存在がア
ジアの国々の自信を深める大いなる力となっ
た」と述べた。

　日本はこれまでにもアジア諸国に技術やノ
ウハウを提供し、国の発展や産業化支援を十
二分に行ってきたが、今後はさらに人材開発
の「質」そして「規模」、産業化のプロセスへの
深い関与を求められていくだろうという。し
かしながら、まだ経済的に豊かとはいえない
アジアの留学生や研修生が日本に来るにはコ
ストが高い。そこで、閣下は独自の提案とし
て「日本の大学や研究所の分校をマレーシア
をはじめ、経費の安い国に設置し、より多く
のアジア諸国の人々がそこで学ぶ環境を作る」
ことを呼び掛けたいとした。ここで重要なの
は、アジア諸国の学生が求めている学位や資
格を与えるだけでなく、「日本の文化を吸収し、
≪日本人の働くことに対する態度≫を学ばせ
る仕組みを構築すること」に価値があると強
調した。
　この理由は「アジア諸国では日本人の働く
態度こそが、日本人の成功に大きく貢献した

　各学生からの質問は、大切にしている信念
や志、日本の首相になったらまず何から改革
に着手するかなど、閣下ご自身についてを問
うものから、日本の道徳教育、日本人の感じ
る精神的豊かさ、リーダーシップについて、
そしてこのたび日本が参加表明したTPPに
ついてなど社会問題に至るまで、大変幅広い
ものとなった。その一つひとつに対し、実に
丁寧に回答されたが、そこには終始一貫する
強いメッセージがあった。「自らが習得した
知識、そして自らが行う努力は、自分の利益
のためでなく、社会のため、他者のためへの
貢献に活かしなさい」──。

　学生との対話が終了した後、マハティール
閣下はこう総括した。「本日の質問はすべて、
若い皆さんがこれからどのような役割を担う
かという問題提起につながるものだったと思
う。それぞれが日本の今日の在り方について
課題を持ち、心配している気持ちが伝わった。

と考えていること」にあるという。日本の教
育システムが彼らの中に文化として根づくこ
とで、彼らの意識の中に他国の製品やサービ
スに対してよりも、日本の製品やサービスに
対する好意が寄せられる傾向となり、より高
い価値が付与されていき、これが日本にとっ
ての大きなメリットになるはずだと述べた。

　閣下のスピーチは、グローバル化を背景に、
アジア諸国とのより深いかかわりが進行する
中で、日本がアジアと協働し、お互いのメリッ
トを創出する方法を示唆いただくものとなった。 

皆さんはその課題や心配している事柄につい
て、それを自分自身の問題としてどのように
してゆかなければならないのか、どう関わっ
て生きていくかを考えていけばいい。現状に
慢心せず、問題意識を持ちうる限り、“未来
は明るい”と私は信じている」。

　アジアの中の日本について、そしてそこで
担うべき若者の役割について多くを学んだ

「キャンパスミーティング」。終了後、会場か
らはマハティール閣下に盛大な拍手が送られた。

マレーシア第4代首相（在任期間1981-2003）。医
学博士。マレーシア首相の中では最長の6期22年
間を務め上げた。
欧米諸国ではなく日本の経済成長モデルを取り入
れる「ルック・イースト政策」を掲げ、マレーシア
の経済の安定と発展に尽力。アジアのため、世界
のために強力なリーダーシップを発揮したことか
ら“アジアの意志”とも称される。「日本なくして
アジアなし」というなど、たいへんな親日家とし
ても知られる。

約2時間のあいだ、多数の学生が一つひとつのやり取りを
熱心にノートを取っている姿があった。

特 集 立ち上がれ日本人
東洋大学創立125周年記念事業

──日本の若者に期待すること
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キャンパスミーティング──
代表学生14名からの質問（抜粋）

×マハティール閣下

マレーシア出身

留学生の声
F r o m  M a l a y s i a

Asi a P P P Inst i tute

Q.  さまざまな活動をされている中で、志、そして信
念としているのはどのようなことですか。
──小暮　駿生さん（法学部法律学科4年）　 

A.これまで、世界中のたくさんの国々をまわる中で、
日本の持つ文化・価値観に惹かれ、日本にならう経済
政策をとりました。勤勉であること、知識を社会に活
かし、他者のために努めること。
これが日本のよい点であり、私が大切にしていることです。

Q.  宗教性の薄い日本にあって、日本の「道徳教育」と
はどうあるべきなのでしょうか。
── 荒邦　啓介さん（法学研究科公法学専攻博士後期

課程3年）

A.マレーシアでは60％がイスラム教ですが、また他
の宗教もたくさんあります。どんな宗教であっても「よ
り良い人間であること」を教えるのが基本です。
日本のように国教がない国でも、家族が、学校が、正
しいことと過ちであることをしっかり教え、価値観の
システムを作り上げていくことはできます。

Q.  日本、そしてマレーシアもTPP参加を表明しま
した。自由貿易と各種社会制度の地域の共通化につい
てどう思われているでしょうか。
── 朱　 亮さん（経営学研究科経営学専攻博士後期課

程1年）

A.自由貿易は大切です。しかし、小さな国は大国と
比べて不利です。日本は中国や韓国と合意をし、
ASEANの国々とともに、ひとつの組織を作ってから、
アメリカのような大国に向かうというのが一番有力な
のではないかと私は考えます。

Q.  精神的に豊かな国を作るにはどうしたらよいとお
考えでしょうか。
── 野﨑　瑞樹さん（福祉社会デザイン研究科社会福

祉学専攻博士後期課程1年）

Ａ.他者を「ケア」しながら生きていく、という考え方
が必要です。誰かがお金を儲けたら、誰かが犠牲にな
るというのは幸せなことではない。自己主義になった
ら他が迷惑を被るということを常に考えるような社会
を作ることです。

Q.  これからのグローバル社会で生きるために、学生
時代に身につけて欲しい学力・能力・スキルとは。
── バイラ・ビレンドラ・プラサドさん（文学研究科

英語コミュニケーション専攻博士後期課程2年）　 

　同日午後、日経ホール（大手町）では、特別
国際PPPフォーラムが開催された。この
フォーラムはAPPPI（Asia PPP Institute）
の設立を記念するもの。
　フォーラムでは、PPP研究センター長の根
本祐二教授がAPPPI設立趣旨を説明。「イン
フラ整備とその更新は、アジア各国の共通の
課題。アジアでは現在、インフラ整備の需要
が非常に高まっており、日本でもインフラの
老朽化が進んでいる。公的資金が不足する現
状では、民間の資金、ノウハウ、情報、技術
を活用するPPPが鍵を握っている。そして、
アジア経済の発展には、日本の貢献が不可欠
となっている。アジアの一員として日本の立ち

　本学は、来年の創立125周年を迎えるに
あたり、特に「国際化・哲学教育・キャリア
教育」の3つを柱として掲げている。「国際化」
については、より海外との結びつきを強化し、
学生の交換留学先拡大や学術的な交流を深め
るため、当面の目標として、現在約40校で
ある国際交流協定校を100校にまで増やす
ことが計画されている。
　11月14日（月）には、フィリピン共和国ブトゥ

A.「社会に出たとき、そこで何に貢献できるかとい
うことを探すために教育を受けている」というように
理解してください。重要なのは知識そのものよりも、
市場の中で自分の能力・知識というものをどのように
活かせば、社会のためになるかを考えることです。

Q.  マレーシアは大変に進歩していますが、これまで
の先進国が起こした失敗をどのように活かしていきた
いとお考えですか。
──蔀　玲奈さん（総合情報学部総合情報学科3年） 

A.これまでの先進国の真似をした形で、これからの
先進国になろうとは考えていません。マレーシアの文
化、習慣、価値観を大切にしたマレーシア流のやり方
で先進国になるのです。自分たちが成功することで他
を犠牲にするやり方は何の意味もありません。

Q.  著書『立ち上がれ日本人』では、日本の若者の自信
のようなものが描かれていましたが、時代が変わり、
現実味が持てなくなっているのも事実です。現在、日
本の若者たちはどのようにあるべきなのでしょうか。
── 福田　朋実さん（社会学研究科社会学専攻博士後

期課程2年）

A.現在の日本の若い世代の方は、社会においての自
分の責任、国への責任、家族への責任というものを忘
れてきているようです。それは日本人が日本人の価値
観を失ってきたとも言えます。古来から「正しい」と思
われてきた価値を見失わないことです。

Q.  マレーシアにとってかつてはモデルであったはず
の日本は停滞気味です。逆に今、日本がマレーシアか
ら見習うべきこととは何でしょうか。
──遠山　拓也さん（社会学部社会学科2年） 

A.マレーシアには4つの異なる民族が住んでおり、
必ず違う意見が出てきます。それがなぜまとまってい
るのかというと、それぞれがお互いに社会の中で担う
役割を決めているからです。このことが安定を生み、
経済成長を促したと考えています。お答えになるかど
うか、わかりませんが。

Q.  日本はどのようにして東アジア共同体の中でリー
ダーシップを発展させていけるのでしょうか。
── 藤本　大樹さん（文学部英語コミュニケーション

学科4年） 

A.「力を取りに行く」のはリーダーの仕事ではありま
せん。リーダーとは、自分の後ろにいる人たちのこと
を常に考えて、どうするのか考えるのが仕事です。あ
る程度長期間の中で、信念を持って政策を作り、実行
する力が必要です。この点において、日本は非常に短
命内閣なので、これはよくないですね。

位置を明らかにするにあたっても、PPPのノ
ウハウが一助となることを期待したい」と述べた。
　続いて、国連欧州経済委員会PPP推進局長
のジェフリー・ハミルトン氏による「APPPIへ
の期待」、マハティール閣下への特別インタ
ビュー、そして三井物産戦略研究所室長で本
学大学院客員教授でもある美原融氏のコー
ディネーターのもと、海外から専門家4名を迎
えてのパネルディスカッションが行われ、ア
ジアの発展において重要な鍵となる新たな取
り組みや指針について様々な意見が交わされた。
　「近隣諸国を意識せずに、自国の発展だけ
にまい進することは、国を真の発展へ導くこ
とができない。近隣諸国に自分の国が培って

きたノウハウを提供し、アジア地域全体の発
展を目指すことが、長い目で見て世界の平和
と安定へと繋がるはずだ」（マハティール閣
下のメッセージ）。「近年、財政や医療、イン
フラなどの様々な分野において様々な国が新
たに深刻な問題を抱えているが、その問題を
根本的に解決するためには世界全体が解決へ
向けてともに取り組まなければならない」（パ
ネルディスカッション総括）。

は今後どのように共に教育を進め発展してい
くべきか」との問題提起があった。これにつ
いて、各大学の代表者か意見を述べ、マハ
ティール閣下からのコメントを交えつつ会議
が進行した。
　ここでは「女性能力の活用」「日本の大学の
グローバル化」さらに「アジアの科学技術の発
展」など多様な議論に及び、特に「知の活用」
が論点となった。マハティール閣下は「大学
が多くの知を広げていくのは必要。ただし、
最も大切なのは、学生がそこで得た知識や技
術をどのように適切に活用するのか、ビジネ

ワン市、および同市を通じて、カラガ州立大学、
ファザー・サトゥルニノ・ウリオス大学、セ
ント・ジョゼフ工科大学の3校と、同国のセブ
市に所在するサンホセリコルトス大学との学
術協定を締結した。また翌15日には、上記で

紹介している特別国際PPPフォーラムの中で、
PPP研究センターとフィリピン大学フィリピ
ン経済開発センターが協定を締結した。
　白山キャンパスに訪れたブトゥワン市の
フェドナンド・Ｍ・アマンテ・ジュニア市長
は「手を取り合って、共に研究や活動に取り
組みたい」と挨拶。ブトゥワン市とはすでに
PPP研究センターを通じての視察研究成果
があり、「APPPIは、フィリピンと日本、そ
して隣国のアジアの多くの国々にとって力に
なるはず」と高い期待が寄せられた。

Q.  日本の若者の学力低下問題について、政府はど
のように解決すべきでしょうか。
──長谷川　遼さん（理工学部応用化学科1年）　

A.教育への危機感を持つことがまず第一です。どん
なに知識を蓄えたところで、人格形成がないところに
知識がついても、物事は実りません。今後、モラル・
人格形成を教えるクラスが必要なのではないかとも考
えます。

Q.  日本の若者は、ハングリー精神、チャレンジ精神
が欠如しているとも言われますが、どのように取り戻
すべきものなのでしょうか。
── 鍋田　啓太さん（芝浦工業大学　大学院工学研究

科機能制御システム専攻博士後期課程3年） 

A.みんなが総理大臣になれるわけではありません。
一人ひとりが自分の役割から社会で何ができるのか。
という責任感をもって頑張ることが大切です。

Q.  日本がやや忘れがちになっている「和」や「もった
いない」の精神が、今後のアジアの発展の基盤になれ
ば……と考えるのですが。
── 奥田　早季子さん（経済学研究科公民連携専攻修

士課程2年）　

A.世界中で環境問題が取りざたされています。個人
主義の西洋の考え方に比べ、アジアの思想は違います。
個人よりも社会との統率やモラルに重きを置くのが東
洋の考え方です。「和」にアジアの価値を加えた形で、ア
ジアが成長するというのが正しいやり方だと思います。

Q.  マハティール閣下が著書に書かれた「よきリーダー
に必要な７か条」ですが、この７つを日本の若者が手
に入れることができるのでしょうか。
── 鈴木　由香里さん（経営学部会計ファイナンス学

科2年）

A.最初のステップは「このままじゃいけないんだ」と
いう危機感を持つこと。セカンドステップは、何が正
しく、何が正しくないかという判断力をつけること。
自分さえよければという人が多ければ、国の成長はあ
りえません。

Q.  もしマハティール閣下が日本の総理大臣になった
ら、どのようなことをやってみたいですか。
── 槇　大輔さん（国際地域学部国際地域学科3年）　 

A.日本の首相はマレーシアの何倍も大変なので難し
い質問ですね（笑）。日本の政治家に足りないのは、国
民との対話です。自分がその任にあったら、国民との
対話を拡げます。国民が納得したかたちでリードして
いくことが大切です。

　マハティール閣下来学に伴うイベントには、マレーシアからの留学生も参
加していた。マレーシア出身のライ・シュウリンさん（国際経済学科4年）は「マ
レーシア国民に敬愛されているマハティール閣下とお話しでき、最後に『Come 
Back』とのメッセージをいただいた時には、泣きたいほど感動しました。東
洋大学で頑張って勉強し、日本人の精神をしっかり学び、将来はマレーシア
そしてアジアのために貢献したいと思います」と感想を語った。

特 集 ──日本の若者に期待すること立ち上がれ日本人
アジア各国でのPPP教育研究、事業企画を目的と
した研究機関で、2011年11月開設。7月に東洋
大学PPP研究センター（2009年開設）がアジア初
の国連PPP研究機関として認定されたことを受け、
経済発展やインフラ整備が必要なアジアで中立的
な立場からPPPを推進するためには、新しい学問
としてPPPを研究する専門機関が必要との考えか
ら設立した。当初は学内組織として設置するが、
近い将来、各国の研究機関とも連携して国際的な
組織に発展させていく予定。
これは、本学が2006年4月に日本で初めて公民連
携（Public/Private Partnership、PPP）のプロを
育成する大学院経済学研究科公民連携専攻を設置
したことがベースにある。PPPとは民間の資金や
ノウハウを公共政策に活用する方法として、国内
の各自治体からも注目されている。
PPPの詳細はhttp://www.pppschool.jp/で。

国連欧州経済委員会
PPP推進局長　
ジェフリー・ハミルトン氏　

PPP研究センター長
根本祐二教授

APPPIの名誉
アドバイザーに
は、マハティー
ル閣下および塩
川正十郎総長が
就任。

　「グローバル社会における大学の役割──
アジア社会との関わりにおいて」をテーマに、
マハティール閣下の出席のもと、日本の大学
の学長らが討議する「学長会議」もあわせて開
催された。
　会の冒頭、竹村牧男学長から「文化や経済
の面で国を超えた活動が盛んになり、今日の
若者は異文化に深い理解と興味を持つ地球市
民として生きていく自覚を持つことがさらに
求められる。同時に、それぞれの国や民族、
地域の伝統を理解することも重要となる。と
りわけ、我々が文化を共有するアジア社会と

スとしても倫理としても身につけさせること
ではないか。大学は、若者に『社会に対し、
どのような役割を果たせるか』をきっちりと
教えて欲しい」とアドバイスを与え、ここで
も「社会に繋がる貢献」を強調された。

地球社会を担うグローバル人材の育成をアジアから

10大学の学校代表を招いた「学長会議」

海外の大学との学術協定進む

11月にはフィリピンの大学と学術協定締結

■会議に出席していただいた大学（順不同）
国際教養大学、日本女子大学、明治大学、お茶の水女子大学、
立命館大学、芝浦工業大学、昭和女子大学、東京理科大学、
筑波大学、早稲田大学

アジアPPP研究所設立記念　特別国際PPPフォーラム

「東洋の英知 インフラ／ものづくりPPPの展開」 APPPIとは
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