≪書籍刊行≫

国際開発と内発的発展
―フィールドから見たアジアの発展のために―
国際共生社会研究センター長

北脇

秀敏

東洋大学国際共生社会

や福祉、エネルギーや交通、移住・移民問題などのトピック

研究センター（以下「セ

に取り組んでいる。本書は全13章より構成され、国内外の

ンター」と表記）は、

フィールド調査で得られた知見から国際開発と内発的発展

2001年に設立されて以

を論じている。本書の概略の構成は以下の通りである。

来、アジア地域における

第１章の「内発的発展と国際協力」は、日本の大学

共生社会の構築に関する

や実務において、内発的発展を進めるために必要な途

研究を行っており多数の

上国政府等の人材や組織の育成と国際協力に必要な実

出版物を発行してきた。

践的人材をいかに育成するかを、国際協力経験豊富な

センターでは平成22年度

金子彰が論じた。

から現在の研究課題「ア

第２章の「BOPビジネスと内発的発展」では、バングラ

ジア開発途上地域におけ

デシュやカンボジアをフィールドにして、貧困層の生活改善

る内発的発展支援手法の

と内発的発展に寄与する適正技術を援用したBOPビジネ

開発」に取り組んでおり、本書はその課題に関する２冊

スのモデルを、若手研究者である眞子岳が模索している。

目の書籍と位置づけられる。2012年に刊行された前著

第３章の「防災と内発性」は、自助・共助という地

『国際開発と環境』では、アジア地域の内発的発展を社

域の主体的参加による防災が不可欠であることを防災

会学、経済学、環境工学、行政学、市場メカニズム、地

の専門家である松丸亮が釜石やアチェの事例で論じた。

域・観光資源など、それぞれの学問領域の観点からアジ
ア地域の内発的発展を説き起こした。

第４章の「エネルギー・環境問題と内発的発展」は、
エネルギー政策の論客である久留島守広が、途上国の

これに対し本書では、
「内発的発展」は「地元主導の地

内発的発展の制約になるエネルギー・環境問題の解決

域づくりに主眼を置いた産業開発・人間開発・社会開発」

のための技術移転と人材育成が、日本と途上国双方に

との考えに基づき、人材育成、ビジネス、災害からの復興

有益であるとの議論を展開している。

国際シンポジウム

日時：2014年10月10日㈮
12：30 開場

「国際開発と内発的発展」

会場：東洋大学 白山キャンパス 井上円了ホール
〒112-8606

東京都文京区白山 5-28-20

共催：東洋大学学術推進センター
プログラム
13：00〜 講演
17：00〜 レセプション
☆入場無料

☆同時通訳付き

■講演題目・講演者
「ミャンマーにおける内発的発展」
（ミャンマー政府関連）
「ミャンマー支援と内発的発展」森 晶子
（ブリッジエーシアジャパン・ミャンマー国代表）
「ＪＩＣＡのミャンマー支援」府川 賢祐
（国際協力機構東南アジア・大洋州部東南アジア第四課 課長）
「ミャンマーの経済発展」岡本 郁子
（東洋大学国際地域学部教授）
「国際開発と内発的発展 ―今後の展望」北脇 秀敏
（ 東 洋 大 学 国 際 共 生 社 会 研 究 センター 長 ）
＊講演者、演題は変更の可能性があります。

※お申し込み：事務局宛にお名前、ご所属、お電話番号、ご出席（シンポジウム・レセプションの別）を添えてお申込みください。

E-mail : cesdes@toyo.jp

TEL/ＦＡＸ 03−3945−7747
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第５章の「復興過程と内発的発展」は、都市計画の
専門家であり東洋大学東日本大震災復興問題対策チー

を地域交通の内発的発展と考え、日本、アジア、欧米
の地域交通と内発的発展について考察した。

ムを率いる藤井敏信が、現地調査に基づき復興に向け

第10章の「NGOと内発的発展」は、長年NGO活動に

しごとの再生とにぎわいの再生について現実的な提案

従事してきた束村康文がミャンマーで実施した村落給

をまとめた試論である。

水プロジェクトの実施を通じて内発的発展のための人

第６章の「社会福祉の内発的発展」は、社会福祉の

材育成をおこなった事例とその評価が示されている。

専門家の藪長千乃と中国をフィールドとする清水由賀

第11章の「脱貧困と内発的発展」は、中国出身の蔵

が内発的発展論から日本と中国の社会福祉・地域福祉

志勇が中国内陸部寧夏省山岳部における人口増による

を政府の関与の違い等の観点から論じたものである。

生態環境破壊と貧困の解決策としての生態移民（農村

第７章の「女性と災害：脆弱性と回復力」は、ジェ

居住者の適地への移転）について述べた。

ンダー研究の専門家マリア・ロザリオ・ピケロ・バレ

第12章の「国際移民と内発的発展」は、アフリカ研

スカスが出身国フィリピンを事例として台風などの災

究者の松本尚之が、在日ナイジェリア人の同郷団体の

害時の女性の脆弱性を社会的・文化的規範から解き明

活動を通した故郷の内発的発展の支援と、創造的構造

かしたものである。

変化の担い手といえる国際移民について述べた。

第８章の「被災地観光と内発的発展」は、ダーク

第13章の「ソーシャルビジネスと内発的発展」は、

ツーリズムの研究者である島川崇が自然災害の惨禍を

ソーシャルビジネスの研究者である松行輝が、内発的

地域資源（遺産）として活かしている被災地観光につ

発展を促す多様な主体のパートナーシップ形成と、そ

いて、中国とタイの現状を調査し被災地に内発的発展

の事例としてN P Oコペルニクとハイブリッド・バ

をもたらす観光とは何かについて考察している。

リューチェーンをとりあげている。

第９章の「地域交通と内発的発展」は、交通政策を

なお、本書を刊行するにあたり朝倉書店編集部には

専門とする堀雅通が、各地域住民の自発的な意志から

編集作業において多大なご尽力をいただいた。ここに

公共交通の利活用を通じてその拡大発展に努めること

心から感謝したい。

≪出張報告≫

アジア最後のフロンティア、ミャンマー
グループ１－１

研究員・教授

坂元

浩一

学生運動のせいで大学の教員とコンタクトできず、
また首都は移転していたが、経済首都ヤンゴン市内で
ミャンマー政府外国投資担当局の局長クラスと面会が
できた。他に、ミャンマー人コンサルタントと日本人
エコノミストと出会い、最新の情報を入手できた。
援 助 関 係 機 関 と し て 、 国 連 の ア ド バ イ ザ ー ( M r.
Koztner, Senior Economic Advisor)と面会して意見交
換を行った。重要な文献もかれから入手した。また、
面会はできなかったが、英国の国際開発庁のミャン
マー事務所からメールで援助計画書を入手した。ユニ
セフによる財政に関するサーベイ報告書も入手できた。
政府予算については、基本的な統計を入手した。経済
の貿易や海外直接投資などの最新統計を入手できた。
テーマとしては、開発計画書そのものは入手できな

手できた。中国は、ミャンマーの国の真ん中を横断す

かったが、経済全般と主要な開発事業に関わる多くの

る形で、ベンガル湾から雲南省へ天然ガスを運ぶパイ

文献を入手した。援助事業に関わる重要な文献も、ア

プラインを完成している。また、多くの水力発電所を

ジア開発銀行と世界銀行を含めて入手できた。また、

建設してきたが、ミャンマーの西側への転換によって

同国へ多大な投資を行ってきた中国に関する情報も入

マイナスの影響を被っている。

−2−

日本の民間投資の動向についてもサーベイし、また

地）や都市の開発地区・低所得地域（ヤンゴン東部の

代表的なジャンクション・スクウェア・ショッピング

開発区と北部のスラム地域）を、借り上げた車両で訪

センターやCapital Hyper Supermarketで、100円

問できた。そして、マーケットでは手織りのミシンな

ショップのDaisoやロッテリアを見学した。

ども視察できて、経済発展の水準と貧困の程度を把握

町の中には多くの書店があり、ミャンマー語の文献の中

することができた。

に、多くの英語文献があった。一般の書店を含めて、バッ

帰国後調査結果をまとめて、５月20日に朝日新聞の

クナンバーも収集できた。日本語新聞の出版社も訪問して、 「私の視点」欄に開発戦略に関する解説文を掲載した。
過 去 のすべてのバックナンバーを集めることが できた。 今後、援助動向に関して、毎日新聞社の週刊「エコノ
加えて、工業団地（空港近くのミンガラドン工業団

ミスト」に掲載される予定である。

エルサルバドル海外研究報告
グループ１－２

リーダー

教授

松丸

亮

湖周辺地域（サンミゲル市）、コンセプシオンバトレ
ス市、サンミゲルテペソンテス市）について、現地調
査を行い、状況を確認した。
現地調査の結果、コンセプシオンバトレス市は、コ
ミュニティの組織化も進んでおり、活動を始める準備
が整っているものの、既にコミュニティ防災活動が実
施され、現在もある程度それが機能していることから、
候補から外すことにした。残る、オロメガ湖周辺地域
とサンミゲルテペソンテス市については、住民の組織
化が進みコミュニティ防災活動を受け入れる準備が出
来ていると言う点ではオロメガ湖周辺地域のほうがプ
ロジェクトを開始しやすいと感じたが、災害の厳しさ

斜面のすぐそばに建つ家
サンミゲルテペソンテス市

と言う点ではサンミゲルテペソンテス市のほうが緊急

2014年２月24日から３月２日にかけて、９月に引き
続き、再び中米のエルサルバドルを訪問した。エルサ
ルバドルは、地震、火山、ハリケーンなどの災害が多
い地域であることは前回の報告でも述べたところであ
るが、2013年12月末には、エルサルバドル東部に位置

性が高く、プロジェクトを実施する上で甲乙つけがた
い状況であった。
今後は、今回の出張で得た情報を精査し、中米地域
において具体的な実践的な研究プロジェクトを平成26
年度中に立ち上げていくことを目標にする。

するサンミゲル火山が、小規模ではあるが37年ぶりに
噴火をし、今も活動を続けている。
前回の訪問では、国レベルの災害管理を統括する組
織である市民防災局（D i r e c c i ó n G e n e r a l d e
Protección Civil）をはじめとした政府機関を訪問し、
エルサルバドルにおける防災体制を確認すると共に、
コミュニティレベルの防災活動を現地で確認し、災害
と環境管理問題を中心に据えたコミュニティレベルに
おいて実践活動を行いながらの研究を実施する候補地
の検討を行ったが、今回の調査は、研究対象地を特定
することを念頭に、災害に脆弱でかつ既に現地NGO等
がある程度のコミュニティの組織化に関する活動を実
施しているとされる３ヶ所のコミュニティ（オロメガ
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オロメガ湖周辺地域を案内してくれた現地NGOと

新任研究員紹介
アジア・アフリカ・ラテンアメリカ地域における
「ガバナンス型都市計画」の地平
グループ１－１
本年４月に国際地域学科に着任いたしました。アジ
ア・アフリカ・ラテンアメリカ地域の都市計画を専門

研究員・准教授

志摩

憲寿

フォーマル市街地を駆逐する免罪符として活用され、
経済成長を最先端で謳歌する少数の人々による「空間

「ガバメント型都市計画」から、
にしており、これまでにインドネシアをはじめとして、 の寡占化」が進んでいる。
タイ、フィリピン、ベトナム、バングラデシュ、さらに、 様々な人々のパートナーシップに基づく「ガバナンス
ザンビア、セネガルとアジア・アフリカ地域での現地

型都市計画」への転換が求められています。
一方、1980 年代以降、かつてアジア諸国に多くみら

調査を行って参りました。
アジア・アフリカ・ラテンアメリカ地域は、急速な

れた「開発主義体制」国・地域のみならず、社会主義

都市化が進み、今後もその趨勢が続くとされる中、「古

国においても、民主化、それに続く地方分権化が進め

典的都市問題」としてのインフォーマル市街地の形成・

られており、これに「参加」や「ガバナンス」を重視

拡大に加え、世界的にみて比較的順調な経済成長に裏

する国際的論調が重なり、都市計画を含む様々な文脈

打ちされたモータリゼーションの進展や民間ディベ

において「ガバメント」から「ガバナンス」へ向かう

ロッパーの成長、そして、近年のグローバル資本の展

大きな流れがあり、その延長上に、「ガバナンス型都市

開によって、典型的にはメガシティにみられるように、 計画」への地平がまさに拓かれようとしており、各国・
都市郊外において（多くはインフォーマルに行われる） 地域では試行錯誤が続いています。果たしてその行方
宅地分譲や住宅開発が活発化しており、中央政府が主

は？センターにおける研究活動において、アジア・ア

導する「ガバメント型都市計画」は機能不全に陥って

フリカ・ラテンアメリカ地域における「ガバナンス型

います。ややセンセーショナルに言うならば、制度的

都市計画」の課題と展望を追求しようと考えておりま

枠組みに沿った「都市計画」なるものは、ごく限定的

す。よろしくご指導頂ければ幸いです。

なフォーマルな開発において、その妨げとなるイン

サードセクターの政治学的分析に向けて
グループ１－２

研究員・准教授

中島

晶子

2014 年 4 月に東洋大学国際地域学部国際地域学科に

の役割の後退など、政治経済社会の発展プロセスにあ

着任しました中島です。どうぞよろしくお願いいたし

ります。南欧の福祉国家は、
後発的な制度化、
ジェンダー

ます。専門分野は比較政治学で、これまでは EU 地域研

と家族の労働市場との関係など、東アジア諸国の類似

究の一環として南欧諸国に焦点を当て、政党政治、地

性が指摘されてきました。そこで特にスペインの事例

方自治制度や福祉供給体制の政治学的分析に取り組ん

をとりあげ、後発的福祉国家の形成過程、家族と労働

できました。南欧諸国に共通する点は、権威主義的も

市場構造の関係性、サードセクターの役割等を、ヨー

しくは全体主義的政権をもった経験、農業中心の産業

ロッパ統合による加盟国の政策過程への影響と合わせ、

構造からの遅れた近代化、伝統的な教会の影響力とそ

比較政治学の手法で分析を試みてきました。
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国際共生社会研究センターでは、サードセクター（社

域の文脈に応じた新しいうねりが生じています。世界

会的経済、連帯経済、非営利・協同セクター）の展開

の非営利・共同セクターの事情に詳しい石塚秀雄氏は、

について観察対象をアジア諸国に広げ、特に協同組合

協同組合運動の新しい波として、
「先進国では福祉国家・

をめぐる議論と実践の比較検討に取り組みたいと考え

新自由主義政策的視点から、また東ヨーロッパ諸国は

ています。サードセクター組織は、雇用の創出や地域

ポストコミュニズム体制からの社会的経済的制度転換

コミュニティの再生、社会サービスの提供など、国家

のツールとしての協同組合、またラテンアメリカやア

によっても市場によっても充足されていないような社

フリカ諸国においては、開発独裁的経済からの転換ツー

会的目的を追求する主体として、ヨーロッパでは 1980

ルとしての協同組合」（『くらしと共同』2012 年冬号）

年代以降の福祉国家再編の流れのなかでその役割が重

という構図を指摘しています。

視され、EU レベルでも政策的に位置づけられるように

今後の研究は、こうした世界的な動向を念頭に、ま

なってきました。ただし、サードセクターの概念や活

ず東アジア諸国におけるサードセクターの展開の経緯

動は、世界各地の歴史、経済社会、政治的文脈に応じ

について整理する作業から研究に着手したいと思いま

て展開されてきましたので、地域ごとの傾向や相互の

す。そのうえで、社会的目的のための協同組合の活用

関連性を念頭に、アジアの文脈を解き明かしていく必

や社会的企業の育成のための法制度化の動きといった

要があるでしょう。

現状のほか、サードセクターの展開パターンの類型や、

21 世紀に入り、ひとつにはグローバル市場経済に対

制度化における官治的性格などの指摘を、比較政治学

抗する社会運動として、協同組合その他の組織が世界

的な関心から検討していく予定です。将来的には、日

各地で改めて活発化し、より広い社会的・連帯経済セ

本の事例も含めアジアのサードセクター研究の発信を

クターに向かう取り組みが見られますが、同時に各地

目指していきたいと考えています。

持続可能な真の共生社会を目指して
グループ２

研究員・准教授

藤稿

亜矢子

この度、国際共生社会研究センターに研究員として

それから 30 年以上が経ち、あちらこちらで「サステナ

入局させていただきまして大変うれしく存じます。私

ブル」という言葉を耳にしますが、緊急的にそれを成

自身は、自然環境学という複合新領域の分野を専門に

し遂げなければならない、という認識はまだまだ少な

しておりまして、自然保護、環境保全、自然資本を基

いように感じます。この言葉が、単なる流行語のよう

盤とした共生システムについて研究と実務を続けて参

にもてはやされる風潮には危惧を覚えており、今一度、

りました。一番近い分野は、実学である農学です。

真の意味で持続可能とはどういう状態であるのか、を

もともと無機物と生物とが何十億年もかけて、絶妙
な生態系のバランスを進化させながら現在の地球環境

意識しながら日々の研究を進めて参りたいと思ってい
ます。

を作り上げたにも拘わらず、産業革命以降の人間活動

サステナブル－それは、この地球環境そのものを作っ

がものすごいスピードでそのバランスを壊してきまし

ている自然環境が壊れたら持続可能でなくなる、地球

た。現在では、気候変動と生物多様性の損失というもっ

資源は有限である、というところから発せられた警鐘

とも大きな地球環境問題が顕在化し、これまでの経済

であることを考えると、真に持続可能な社会とは、ま

システムが見直される時がきています。

さに「人と自然の共生」を実現したものでなければな

「持続可能 sustainable」という概念が国際的に初め

りません。この国際共生社会研究センターの存在意義

て用いられたのは、1980 年、IUCN（国際自然保護連合）
、 は、新たな社会の基盤となる研究を創出する上で、と
WWF（世界自然保護基金）、UNEP（国連環境計画）が

ても大きいものと感じております。

共同で発表した『世界環境保全戦略』においてでした。

−5−

センターニュース
★国際地域学部・国際地域学研究科の白山キャンパス

★書籍『国際開発と内発的発展』の刊行予定
東洋大学国際共生社会研究センターによる既刊４点を

への移転について
東洋大学国際地域学部及び国際地域学研究科は、

受けて、センターの最終年度の集大成として、９月に書籍

2013年４月より、白山第二キャンパスより白山キャン

『国際開発と内発的発展―フィールドから見たアジアの発

パスに移転しました。本部キャンパスとの合同により、 展のために―』を刊行する。
「現場主義」をスローガンとした教育研究活動の一層

★連絡先

の発展を目指してまいります。詳しくは、東洋大学

【住

及 び 国際地域学部のホームページをご参照ください

〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20 白山キャンパス

所】

【メールアドレス】cesdes@toyo.jp

（http://www.toyo.ac.jp）。
また、連絡先は以下をご参照ください。

※ホームページをリニューアルいたしました。どうぞ
ご活用ください。http://www.toyo.ac.jp/site/orc

アクセス図

東洋大学 １２５周年記念館
●都営地下鉄三田線「白山」駅 A1出口から徒歩5分
または「千石」駅 A1出口から徒歩8分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅

1番出口から徒歩5分

国際共生社会研究センター

（私立大学戦略的研究基盤形成支援事業）
E-Mail: cesdes@toyo.jp
Tel/Fax 03-3945-7747

URL: http://www.toyo.ac.jp/site/orc

所在地 〒 112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 白山キャンパス８号館７階
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