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１．はじめに 

• アフリカ研究と最晩年の石川滋 

 

• 高邁な志： 「無口な孤高の」援助国からリーディ
ング・ドナーへ 

 

• 世界規模の視野と尽きせぬ開発研究への意欲 

 

• アフリカ＝開発の「最後のフロンティア」の課題
の理解へ 

 



２．石川と開発援助政策研究 

あるドナー国の援助の性格を規定する要因 

主要対象国の事情： 

ドナーと対象国との関係 

初期条件 

工業化政策におけるイニシアティブの有無と
程度 

開発ニーズ 

これによって、日本と西欧の援助アプローチの違
いは大きく影響を受ける 



２．石川と開発援助政策研究（２） 

日本の援助国としての構造的特質 

「反応国家（Reactive State）」（Calder 1988） 

「第三者関係性」（佐藤2007） 

「政治的意志の欠如」（高橋2010b） 

 （下村2014参照） 

 

「無口」「孤立」は、日本の国家あるいは外交の
構造的特質ではないか ⇒ 非常に根深い問題 



２．石川と開発援助政策研究（３） 

日本の東アジア援助＝対象国との経済的利益
の共有関係の一部（Takahashi 2015b） 

 

日本型援助の現場における「作風」 

相手国側との目線の共有、意見の傾聴、共同の
思考・苦心 

 

しかし、リーディングドナーであるための鍵は、既
往の日本の援助の優劣にあるのではなく、アフリ
カ開発のニーズを捉えられているか否か 



３．経済開発研究と石川理論 

狭義の開発経済学に対する経済開発研究 

「政治・行政・社会・文化」など非経済的側面を含ん
だ歴史的過程としての 「経済開発」の研究 

 

「経済開発」：ある特定の国・社会において、近現代
という特定の時代に、継起的に生ずる歴史的過程 

 

開発政策論の使命は、その起動と促進 

⇒ 主導的な役割を日本の援助に期待 

  しかも、それをアフリカで！ 



３．経済開発研究と石川理論（２） 

 近現代の経済開発 

① 政治体制： 家産制国家 ⇒ 半家産制・半
民主的国家 ⇒ 近代的民主国家 

② 市場経済： 市場の低発達・孤立的慣習経済 
⇒ 半市場化・半慣習経済 ⇒ 市場化経済 

③ 生産力： 低生産力・自給自足的家族経済 
⇒ 半商業化・半工業化経済 ⇒ 近代的工
業化経済 

 

 紛れもない工業化と市場経済化の重視 



４．石川理論とアフリカ（１） 
―政治体制の問題 

 開発初期の政治体制としての家産制 

公共性の等閑視と政策・公共財の私物化 

 

 欧州、アジア、アフリカに広く存在：前近代に
歴史的根拠を持つ 

 

 現代アフリカ国家の家産制的性格： 

  疑いなく重要 



４．石川理論とアフリカ（１） 
―政治体制の問題（２） 

 アフリカの前近代史 

水平的社会、成文法と階梯的支配構造の欠如 

恒久的な収奪関係の未発達 

 

 植民地支配の重要性と限定的なインパクト 

垂直的権力構造の外生的な導入 

⇒ 現代国家の「無根性」 rootlessness 

資源徴収・配分、行動規制の能力の極端
な欠如  



  石川理論：家産制と指令経済 

３つの経済システム：市場経済、慣習経済、指令
経済 

慣習経済の卓越 ⇒ 指令経済の発達 

  社会主義的統制によるキャッチアップ 

 

  しかし、アフリカでは指令経済は全面化せず 

むしろ、国家の介入は家産制を延命強化 

アジア・ヨーロッパとの違いは何故生じたか 

⇒ 今後の研究課題 

４．石川理論とアフリカ（１） 
―政治体制の問題（３） 



５．石川理論とアフリカ 
―市場の低発達と低生産力 

  石川理論における市場の低発達：歴史的概念 

新古典派の没歴史性への批判 

 

  市場の低発達性と不完備性 

石川はポスト新古典派の不完備性論を評価 

しかし、あくまで市場の低発達を「経済開発」という
歴史的過程の中で捉えることを主張 

 

  市場の未発達・不完全さを非経済的な要素との関
連で捉える必要性 



５．石川理論とアフリカ 
―市場の低発達と低生産力（２） 

 石川理論における市場の発達の条件 

社会的分業、取引ルール、運輸通信インフラ、
公共財提供者としての政府 

 

 論理的に上記条件の整備には政府が深く関係 

⇒ だからこそ、家産制が克服されるべし 

 

 しかし、家産制の解体は、市場発達の絶対的
な必要条件か？むしろ重要なことは、法の支配
の欠如など国家の「無根性」ではないか？ 

 

 



５．石川理論とアフリカ 
―市場の低発達と低生産力（３） 

農業と農村の低開発と国家の関係を捉えること  

 

低生産力と低開発の構造的メカニズム 

苛酷な自然条件 ＋ 科学技術の適用の遅れ 

⇒  低生産力＋自給自足経済 

 

  低生産力⇒資源動員の困難性⇒「無根性」 

 

  「無根性」⇒上記の不利な条件克服のための公共
財・技術の供給インセンティブの欠如⇒低生産力 

 

 

 



６．低開発状況の脱却の方策と 
アフリカの現実 

 政治体制の改革＝家産制の打破に向けて 

欧米流の民主主義制度の徹底 

vs 

中間層の政治的発言権の拡大 

 

  中間層の拡大は疑いなく重要・・・しかし、 

中間層の拡大は家産制解体の結果＝循環論？ 

社会変革へのより深い介入？ 

広範な人々によって担われる包摂的な政治へ 

 

 

 

 



7．おわりに―継ぐべきもの 

  政策論を主導するリーディング・ドナーへの志 
⇔ 短期的・即物的利益を求める「国益」論 
 

  アフリカ開発をめぐる景観の激変 
 伝統ドナーの財政逼迫、新興国の台頭、アフリ

カ自体での成長率の上昇と脱工業化 
⇒ ポスト貧困削減の時代にどう「志」を実現するか 

 

  歴史性・固有性を視野に入れた地域研究と日本の
援助の比較優位の結合に向けて 
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れぬ学恩への感謝の一部
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