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「開発」の多重性

⽇本国際開発学会・2021年11⽉21⽇ B5  14:30~16:30

̶̶アジア・アフリカから語り始める̶̶

企画責任者:    汪 牧耘（東京⼤学）
司会:             近江 加奈⼦（国際基督教⼤学）
発表者:          綿貫 ⻯史（名古屋⼤学）

須藤 玲（東京⼤学）
神 正光（元名古屋⼤学学⽣）

「若⼿による開発研究部会」・ラウンドテーブル



Ø 既存の開発を⾔説の「欧⽶中⼼主義的」（cf. Bilgen et.al. 2021、Kothari(ed.) 2019[2005]、Ziai 2017）

• 戦後の⽶⼤統領のTrumanのThe Point Four Programによる“development”の普及
• 植⺠地⽀配の歴史の延⻑線上にある「開発」
• 欧⽶に拠点を持つ学者・⼤学・研究所・国際機関は⾔説の主な作り⼿
• 学術的成果における英語の圧倒的な存在感。

（Bernstein 2006、Mitra et al. 2020）

（Madrueño and Tezanos 2018)

本ラウンドテーブルの趣旨

Ø 欧⽶社会の問題の露呈・ポスト開発論・脱開発論 ・「脱欧⽶中⼼」の開発知

「若⼿による開発研究」部会による本RT の⽬的：
① 「開発」をめぐる問題意識の共有とそれに答える⽅向性の検討
② 今後の活動の具体化

アジア・アフリカに根ざしている開発知とは何か。

Bernstein, H. 2006. "Studying development/development studies." African Studies. Vol. 65. No.1. pp. 4562.
Bilgen,A, Aftab, N, and Julia Schöneberg. 2021. "Why positionalities matter: reflections on power, hierarchy, and knowledges in 'development' research." Canadian Journal of Development Studies. pp. 1-18.
Madrueño, R., and Tezanos, S. 2018. "The contemporary development discourse: Analysing the influence of development studiesʼ journals." World Development. Vol. 109. pp. 334‒345.
Kothari, U. (editor). 2019. A Radical History of Development Studies. London: Zed Books.
Rist, G.. 1997. The History of Development: From Western Origins to Global Faith. London: Zed Books.
Ziai, A. 2016. Development discourse and global history. From colonialism to the sustainable development goals. London: Routledge.
Ziai, A. 2017. "'I am not a Post-Developmentalist, but...' The influence of Post-Develop-ment on development studies." Third World Quarterly. Vol. 38. No. 12. pp. 2719-2734.

e.g. transition discourses、pluriversal studies、relational ontologies 



既存の「⾮欧⽶社会」の論法

• 道具：「欧⽶」を補完・⾒直す⽅法として、「⾮欧⽶」を取り上げる

• 出⼝：欧⽶と異なる、「もう⼀つの選択肢」としての「⾮欧⽶」

• 逆転：⾮欧⽶の「普遍性」を⽰し、欧⽶を「特殊」と位置付ける

欧⽶中⼼の視点（学派・概念・問題設定）

• 異例：「欧⽶」の「普遍性」に回収できない空間としての「⾮欧⽶」の「特殊性」

（※ ⻄洋、⻄欧→欧⽶）

批判

再定義

問題意識：各分野における「欧⽶」の価値観・⽅法論・実践の⾏き詰まり

Acharya, Amitav, and Barry Buzan, eds. 2010. Non-Western international relations theory: perspectives on and beyond Asia. Routledge.
ジュリアン,フランソワ、中島隆博・志野好伸訳、2017、『道徳を基礎づける̶̶孟⼦vs.カント、ルソー、ニーチェ 』、講談社学術⽂庫。
與那覇潤、2020、『荒れ野の六⼗年̶̶東アジア世界の歴史地政学』勉誠出版。

⻑い時間軸の通史的考察

（e.g. ジュリアン 2017）

（e.g.與那覇 2020）

今⽇の「欧⽶・⾮欧⽶」の境界線の曖昧さとそれぞれの中⾝の複雑性



授業前 授業後
A⽒

開発：途上国であるとされる国々に対し先進国が具体的なプ
ロジェクトを通じて『豊か』な暮らしを提供 する

開発：ある主体から⾒た合理性と不合理性とある客
体から⾒ た合理性と不合理性のせめぎ合い

I⽒
開発：効率化
発展：余剰の創出

開発：弱者の⼯夫の歴史
発展：伝統・規範と経済のト レードオフ

H⽒
資本主義や産業化の波に取り込まれる⼈々を市場の餌⾷にし、
階級社会に引きずりこんでいく

考えが変わらないが、その中⾝の多様性に⽬を向け
ることになった

T⽒

開発：ある主体が、より良い状態となることを⽬的として、
ある対象がより良い状態となるよう働きかける
発展：対象⾃体が⾃律的により良い状態へと変化していく

「良い状態」と「⾃律性」の外部性に気づく

R⽒
開発・発展：望ましいとされる社会のあり⽅（⽂明的、経済
成⻑、平和など）を⽬指して既存社会を変化させる 多様性、歴史から学ぶことの重要性

N⽒

開発：発展のために先進国の資本主義的⼯業社会の中に途上
国を組み込む
発展：貧困や環境によって機会を喪失しないように、より多
くの⼈⽣における選択肢を得られるようにする

開発：住⺠の声を聴きながらも、規律・規格の適⽤
を徐々に浸透させ、先進国の⼯業化社会へ組み込む
発展：政府と社会の相互作⽤を通じて、より多くの
選択肢を享受できるようにする

例：東⼤の「開発研究」授業レポート（＊主な受講⽣：公共政策、国際協⼒学）

「我々」が持つ開発・発展へのイメージ

• 開発・発展に対する考えの相違：次元、スケール、賛否とその変化
• 視点と切り⼝が増える⼀⽅、「誰として、何を、どう語るか」へのモヤモヤ感



バングラデシュの思想（綿貫）

開発が⽬指す「豊かさ」の多様性・重層性

東ティモールの固有⾔語（須藤）

⽇中の開発概念（汪）

フィリピンの農村部（神）

南アフリカのクワクワ地域（近江）



東ティモールの固有言語から紐解く
「開発」「豊かさ」の姿

―今を生きる東ティモールの若者への聞き取りから―
須藤玲（東京大学大学院）



発表の目的
• 東ティモールに存在する固有言語（多くが無文字言語）における、「開
発」「豊かさ」を意味する言葉、及びその原義を探る。

• 特に草創期国家である東ティモールでは、これまで多くの開発が行われて
きた。

• そうした時代を生きてきた若者に対して、調査を行い、「開発」「豊か
さ」の今日的意味を理解することを目的とする。
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須藤玲（Rei SUDOH）
• 東京大学大学院教育学研究科博士課程 在籍中。日本学術振興会特別研究員（DC1）。
• 上智大学大学院総合人間科学研究科・教育学専攻 修了。（修士、学士ともに教育学）

• フィールド：東ティモール
• 研究関心：多言語社会における教授言語問題、Mother Tongue-Based Multilingual 

Education、初等教育、比較教育

• 2015年（当時大学2年）に縁があって東ティモールへ単身初渡航。
• なんだかんだ東ティモールと付き合い続けて、6年目。学部の卒業論文から今に至るまで一
貫して教授言語問題にフォーカスを当て続けている（？）。
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東ティモール民主共和国
• 人口：約130万人（World Bank, 2017）
• 首都：ディリ
• 宗教：カトリック（約96%）

その他（プロテスタント、イスラム教）（UNDP, 2015）

• 公用語：ポルトガル語・テトゥン語
• 作業語：インドネシア語・英語
• 国語：テトゥン語を含む固有言語（30以上存在）

• GNI per capita：$1,790 貧困率：41.8%（World Bank, 2017）
• 国民の44%が14歳以下（UNESCO, 2017） (出典：United Nations, 2007)
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東ティモールの言語

出典（左右いずれも）：Klinken&Williams (2015)
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東ティモールの若者への
アンケートの実施

• 東ティモール人大学生へのアンケート調査。
• 35名からの回答。
• 出身県としては、12県。
• 8つの言語。

• 集めたデータの中で、特に「開発」や「豊かさ」の
概念について固有性があると考えられるものをピッ
クアップ。

• また、必要に応じて、東ティモール人へインタ
ビューを行い、その概念の詳細把握を試みた。
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「開発」を意味する言葉
• 通 常 テ ト ゥ ン 語 で は 、 “dezenvolvimentu” や

“progresu”が該当する
• これらはポルトガル語に由来する単語。

• そもそも “development”の原義とは？（右図参照）

出典（右）Online Etymology dictionary, “develop (v.)”
https://www.etymonline.com/word/develop#:~:text=DEVELOP%20Meaning%3A
%20%22unroll%2C%20unfold%22%20%28a%20sense%20now%20obsolete%29%2C
,unfold%22%20%28a%20sense%20now%20obsolete%29%2C%20from%20French%
20d%C3%A9velopper
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「開発」を意味する言葉
• “development”の原義

• 包むもの（veloper）をほどく（des-）。

⇒ほどくための外の力が想定される。
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「開発」を意味する言葉
• Makasae語： “muturau”

• 【mutu：inside】＋【rau：good】

• 内側から良くなっていくことを意味する。

⇒内発性のコンセプトを内包しているのでは？
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「開発」を意味する言葉

• Fataluku語では…
• “Raunu” (=Good)
• “Tahinu” (=Beautiful)
• “Muaharan” (=Day)
• “Nipi-Nipi” (=Light)
• いずれもポジティブな意味合いを有している。

⇒明るい未来に向かっていくプロセスとして、「開
発」を捉えている（信じている）のでは？

⇒当たり前のことかもしれないが、素朴で純粋なイ
メージがうかがえるのでは？

10



「豊かさ」を意味する言葉
• Tetun語： “rikusoin”

• 【riku：財産】＋【soin：自分の】
• “Wealth means grabs, goods, or materials that a

person has of high value to help and distribute to
someone who needs it.”

• 補足：東ティモールのコンテクストにおいて、財
産は、家、家畜を指し、近年ではお金が該当する。

⇒豊かさの基準として「他の人が必要とする助けに応じ
ることができるような価値あるもの」が想定されている。

⇒伝統社会における贈与交換経済の理念の名残か？
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「豊かさ」を意味する言葉

• Tetun語： “rikusoin”
• “Rikusoin/Soin/means something that we own,

something very dear that we own. It can be any
materialistic things, it also can be non-
materialistic thing such as family, friends and
love ones.”

⇒豊かさは、人々にとってとても「大切な」もの。
物質的：お金、家、家畜、土地
非物質的：家族、友人、愛する人
（カトリック的価値観が内包している可能性あり）
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結び：「開発」の多重性

• （ありきたりかもしれないが）「開発」「豊かさ」の多義性の再認識。

• 東ティモールの固有言語の視点からの考察だけを切り取っても、「開発」に対する認識が、
多かれ少なかれ我々が口にしている「開発」と違っている可能性。

• 「開発される」側／「開発する」側の立場の往還を通した、「開発」の多重性の自覚化が、
新たな開発研究・開発実践の地平を開くのではないか。
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結び：自分はどう関わっていくか

• （インタビューから）「開発は、何かを行った際に生まれる結果を指す」という声。
⇒決して最終目的ではない。

• その「開発の目指す先にあるもの」は何か？
⇒“Good, Beautiful, Day, Light…”のように、純粋で素朴なものなのではないか。
⇒それが何かを見出すことの難しさ（東ティモール人より東ティモール人らしくなる必要。）
⇒常に問い続けながら関わっていく。
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参考文献
• UNDP. (2015). United Nations Development Assistance Framework for the Democratic Republic of Timor-

Leste 2015-2019: Supporting Equitable and Sustainable Development in a Rising Young Nation. Dili.
• UNESCO(2017), “Timor-Leste Education and Literacy, General Information”, 

http://uis.unesco.org/en/country/tl（最終閲覧日：2021年11月18日）
• World Bank (2017), Country Profile (Timor-Leste), 

https://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=
b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=TLS（最終閲覧日：2021年11月18日）
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出典：“একিদন মানুষ হেবা”(https://www.bangla-kobita.com/shadat/ekdin-manush-hobo/)









「開発」か「発展」か
̶̶⽇中の知的資源と選択

汪 牧耘（東京⼤学⼤学院）



発表の⽬的

n 「開発」「発展」と⾔う2つの⾔葉の概念的歴史

n 今⽇の⽇本と中国における開発の語り⽅の異同

n 開発の先にある「豊かさ」の歴史的変容



汪 牧耘（おう まきうん）

中国貴州省⽣まれ

2014年 来⽇（⽇本語学校）
2016年 法政⼤学⼤学院国際⽂化研究科・国際⽂化専攻 修⼠課程（修了）
2018年〜 東京⼤学⼤学院新領域創成科学研究科・国際協⼒学専攻

フィールド：中国（貴州省・雲南省）、ラオス
関⼼：「開発」をめぐる知識⽣産、開発知の特殊性と普遍性

2021a.「『⽣き物』としての国際協⼒――中国貴州省にみる世界銀⾏と開発事業の現地化」松本悟・佐藤仁編『国際協⼒と想像⼒――イメー
ジと「現場」のせめぎ合い』⽇本評論社、259-283.

2021b.「⽇本国際発展知識体系的建構――従伝統到前沿的歴史演変」『⽇本研究』(3)47-57.（中国語）
2021c.「中国開発学試論――先駆的研究者のあゆみからひもとく」『異⽂化』（22）107-129.
2020a.「減貧経験輸出的困境和挑戦――対援⽼項⽬的中期調査」『中国農業⼤学学報（社会科学版）』37（6）120-130. （中国語）
2020b.「開発＝开发(カイファー)」の意味変容と概念形成――⽇中における⾔葉の借⽤を中⼼として」『国際開発研究』29(1)89-99.
2019.「中国・⽯⾨坎の観光資源化プロセス――政府と諸アクターの相互作⽤に着⽬して」『⽩⼭⼈類学』(22)131-151.



国名 中華⼈⺠共和国 ⽇本

⼈⼝ 14億1,178万⼈ 約1億2700万⼈

⾯積（km2） 960万 37万8

⾸都 北京 東京

⾔語 中国語 ⽇本語

建国 1949年 紀元前660年？

GDP(ドル) 14兆1700億 5兆2200億



Ø仏教⽤語：①迷妄を取り除く、②功徳・道⾏・菩提⼼・覚性などを起こす、③前
⼆者を兼ね、総じて、衆⽣を悟らせる。 （参照：『岩波仏教辞典』）
例1 「開発⾦剛宝蔵」（出典：『⼤⽇経疏』、唐朝・8世紀）

中国語の「開発」の原義

例2 「草葱豉之類寒薬 皆能開発鬱結 以其本熱故得」（出典：『素問⽞機原病式』、⾦朝・12世紀）
例3 「其横⾏経絡 ⾛散⽪膚 開発宣通之功⽿」 （出典:『神農本草経疏』、明朝・16世紀）

例4 「僻在⼀隅 無師友之助 ⼜無名⼭⼤川可以観覧開発晚為⽂章 如瞽者無相倀倀終⽇ 莫知所之」（出典：『師⽵堂集』
（明朝・16世紀）

Ø 「開発」によって、⾃らの豊かな感性を（壮麗な⾃然を観ることで）喚起する。

Ø 「開発」によって、「良くないもの」が外へ出る

「開発」：⼈や物事が元々持っている⼒や性質を⽤いて、
あるべき状態に成る・戻ることを促す。



• 古代：⼈の介⼊→「ある主体」の⾃⼰達成を⽀える。
• 近代・現代：社会発展を加速しようとする圧⼒の中で、近代化を促すアイディアとして借⽤。「創
造」を主張する→「ありのままを重視する」ニュアンスの消失。⾃動詞→他動詞。

開
発

開
発

仏教⽤語
開、発

富源
開発

⽥地
開発

富源
開発

「 あ り の ま
ま」を促す/
が起こる

⼈による
新しい価
値の創造

天然資源/経済/技術
/ソフトウェア/不動
産……「開発」

…

…
中国

⽇本 …

「開発」が⽬指す「豊さ」：
もともと持っているもの → 外のはかりに規定されるもの

⽇中語彙交渉史による「開発」の意味変遷

時期 〜17世紀 17〜18世紀 ⽇清戦争〜20世紀前半
伝播の⽅向 中国→⽇本 ⽇本→中国
媒体 漢語古典 漢訳洋書 ⽇本語の書物

近代⽇中語彙交流史

和製漢語



今⽇：「発展」の登場と主流化

Ø20世紀以前ほとんど⽤例がない→ 20世紀初頭に⽇本からの輸⼊
Ø中華⺠国が建国した1912年から急増（国の建設に関連する産業の振興、組織の拡⼤や制度の普及 ）

Ø1980年代の使⽤頻度：「発展」（204位）＞「開発」（3773位）(北京語⾔学院語⾔教学研究所編 1986）

学術誌における「发展観」の⽂献本数の推移

→ developmentの主な訳語：国際発展、発展学、可持続発展

胡錦濤：
「科学的発展観」

「発展」が⽬指す「豊さ」：
累積的・拡張的、将来性（…脱具体）

北京語⾔学院語⾔教学研究所編、1986、『現代漢語頻率詞典』、北京語⾔学院出版社。
畢亜莉、2021、「新漢語「発展」の成⽴と中国語への受容」、『研究論集』第20巻、135-152⾴。

(畢 2021）



概念から開発を語り始める…

n 開発概念の特殊性・歴史性

n ⾔葉に逆照射される「知識感覚」：⽇中の⽐較

n 中国の開発概念の「洋魂華才」と独⾃性への追求

→ 「豊かさ」の先に何があるか？



神 正光



§ 2014年 初海外(奇遇にもフィリピン︕︕ クリオン島【世界最⼤のハンセン病隔離島】)
§ 2017 年 東北学院⼤学経済学部共⽣社会経済学科卒業 (専攻はアジア経済論: 指導教官 野崎明先⽣)
§ 2021年 名古屋⼤学⼤学院国際開発研究科国際開発専攻修了 (専⾨:農村開発

副専⾨:経済開発、社会開発と⽂化)
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⼀番右が発表者。@気仙沼での海外清掃ボランティア
(髪の⾊が若いですね(笑))

自然災害 国際開発
(農村開発)

主な国際開発のフィールド
カンボジア(農村部:内発的発展の実践)

フィリピン(農村部:農業経済)

研究関⼼
・農村経済 (農村⽣計)

・アジア経済
・応⽤ミクロ計量経済学

・⾃然災害



フィリピン農村を対象に
フィリピン⼈の開発の在り⽅を検討し、

「開発」の善悪を検討する
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本報告の狙い
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⼈⼝:1億903万⼈(2020年)
⾸都:マニラ
宗教:カトリックが⼤多数、その他キリスト教、イスラム教
⾔語:フィリピノ語、英語、セブアノ語



11/20/21 5

経済成⻑
(開発) 健康問題

促進？抑制

？

⼈的資本理論に則るのであれば、健康問題が促進
されることにより、経済はスムーズに発展する



順位 死因 千人 比率
1位 虚血性心疾患 74.1 12.7

2位 がん 60.5 10.4

3位 肺炎 57.8 9.9

4位 脳血管疾患 56.9 9.8

5位 高血圧性疾患 33.5 5.7

6位 糖尿病 33.3 5.7

7位 その他心疾患 28.6 4.9

8位 肺結核 24.5 4.2

9位 慢性下気道感染症 24.4 4.2

10位 泌尿器系疾患 20.0 3.4
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出所：フィリピン統計局

1位,5位,6位:生活習慣
に伴う病気がランキ
ングの上位に



§ 1. Q.1 開発はいいことか、悪いことか︖
§ 2. それ(Q.1の答えに対して)はどうしてか
§ 3. あなたが購買⼒増加に伴い、裕福になり、⽣活スタイルが変容することについてどうおもう

か︖
§ 4. あなたにとって経済開発とは︖
§ 5. あなたが⽣活習慣病に直⾯した時、あなたは消費のパターンを変えたいと思うか︖
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§ 1. 開発に対していいことであるという⼈々が多数
→開発とはあらゆる「選択肢を拡⼤」させることであるということを意味するため。
§ 3. ⽣活スタイルの変容に伴う、健康問題の損失によるロスは幸せとは⾔えない
→開発とは悪なのではないか︖はたまた、⽣活を変えたくないという「伝統」と、
「開発」の⼆元論。
§ 4. 実際そういった病気に直⾯したら⼈々は消費パターンを変える⼈が多くいる。
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しかしながら経済開発は「あらゆる分野の産業を進化させ、他の失業者を助けるためのよ
り多くの雇⽤機会を与え、国をより進歩的にする」という⾵に考える⼈が多くいる。



§ 開発とはあらゆる「選択肢の拡大」

→すなわちアマルティア・センの潜在能力(Capability)にもつながるところが農村の事例からも再
確認できた。

§ 開発と健康、またの板挟みにあう伝統と開発の二元論に直面している途上国民の存在

(e.g.,かつての日本の四大公害)

§ →開発とは基本的にはよいことではあるが、「途上国民の選択肢を拡大させるようなエンパワー
メントがより一層求められるのではないか」
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〜南アフリカ〜
農村地域の若者た

ちが創る
「豊かな地域」像

近江加奈⼦ （国際基督教⼤学）
若⼿研究部会
国際開発学会 2021年11⽉
企画セッション発表



⾃⼰紹介
Ø 川崎市 → マニラ→ 川崎市

Ø 丸紅株式会社 エネルギー部⾨、カタール駐在

Ø 国連⼤学：Education for Sustainable 
Development in Africa (ESDA)

Ø ロンドン⼤学SOAS 修⼠号取得 (MSc in 
Poverty Reduction: Policy and Practice)

Ø ハバタク株式会社（教育ベンチャー）

Ø （現在）ICUで博⼠課程2年⽬＋JICA緒⽅研究所



〜発表概要〜
南アフリカのQwaqwaを事例に、植⺠地化やアパルトヘイト等の
歴史的理由で伝統的な暮らしの様式が失われた地域において、⼟
着型企業やアートを通じ新たな⽂化の創造に取り組む若者たちの
活動を紹介し、彼・彼⼥たちとの対話から⾒えてきた「豊かな地
域」像を掘り下げる。

1.南アフリカ・Qwaqwa地域の概要と歴史
2.Qwaqwaの今
3.若者たちの活動紹介
4.考察

〜発表の流れ〜



南アフリカ フリーステート州
Maluti-a-Phofung Municipality 
(Qwaqwa / Phutaditjhaba)

⾯積：4,338km2 (Phuta: 23.83km2)
⼈⼝：335,784⼈(Phuta:54,661⼈)@2011年
産業：農業





歴史：植⺠地期以前

• コイサン⼈：狩猟採取⺠族 (2000~500
年前）

• バンツー語族の⼈々の流⼊
• 部族間闘争の時代
• 1820年頃：baSotho （ソト族）王国と

して設⽴
• 農業、牧畜を中⼼に定住するようにな

る

＜⾔語＞
⼝頭伝承
英雄、⽣きる上での哲学、物語を詩として
表現することから⾔語が形成されていった



歴史：植⺠地期以降
• オランダ⼈⼊植者によるオレンジフリース

テートの建国
• 1974年〜アパルトヘイト政策の⼀環として

ホームランドになる
• →多⺠族社会になる。1994年、アパルトヘ
イト政策が終了、政権交代→ホームランドに流
れていた資⾦や補助⾦なくなる。



現在のQwaqwa：社会、経済

社会経済の課題は多⽅⾯にあり：
• ⽔、電⼒不⾜の問題
• 政治不信、腐敗
• 治安
• High drop-out rate
• 格差

アパルトヘイト政策により、多⺠族社会になった。

中⼼地Phutaditjhabaはソト語で:

Phuta(coming together) jhaba(nations)

多⺠族社会としての歩み、近代様式の普及による暮らしの均質化が進む。



現在のQwaqwa：⼈々の語り

• ”Life was better during Apartheid…
• 「ここには何もない」
• “We are poor”
• “Qwaqwa is a very poor area.”
• “We cannot trust the local 

government.”
• ”My parents wanted me to go to the 

cities and find a job there, not here.”
• “This was my last option.”



若者の取り組み①
「⽂化の創造」

• 歴史劇製作・演劇
• 歌、詩
• 服飾、アクセサリーづくり



若者の取り組み② 「次世代育成」



Qwaqwaに⾒る開発の多様性

近代化か伝統再帰かの⼆元論では語れない「開発」
失った伝統の再構築＋新しい⽂化の創造

Ubuntu


