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　ご紹介ありがとうございました。竹谷先生、北川先生をはじめとして、これだけの会議をやると、
いかに裏方が大変かということは私も重々知っておりまして、大変ありがとうございました。また、
お招きいただきましてありがとうございました。
　さて、報告者の皆さんが、何か自分の来し方から話をするみたいですので、簡単に私も。新聞記
者時代はご紹介いただいたとおりですが、開発に関しましては、長くUNDP、UNEP、私はほとん
ど環境が専門ですもので、それから世界銀行でも結構長く働きました。それから今は、外務省とか
JICAにも関係していますので、そのような政策側と、それから十数年間、私はアフリカだのアジ
アだの、中南米の、まさしく草の根を這いずり回ってきましたもので、そのような、今度は一番最
底辺から見上げたODAという、両方の側面の経験を、ある程度持っているわけでございます。
　さて、私ももう還暦を過ぎまして、嫌がらせの年齢になりましたので、嫌がらせから始めますと、
もし、私がこの会議を企画するのであれば、「日本のODAを考え直す　21世紀における国際協力
のやめ方」がテーマになるはずです。そういうことを言うと、折角このような会議を開いてくださっ
た方に申し訳ないのですが、ある程度嫌味を含めて、今日はお話をさせていただきます。
　さて、ODAほど大変人気のあるテーマはありませんで、新聞を見れば、大体ODAの悪口が出
てきます。同じ機関でやっている青年協力隊は、素晴らしい若者たちが底辺で、奥地で頑張って
いるという話になるわけですけれども、実際にはあまり素晴らしい若者もそんなにいません（笑）。
今日はJICAの橋本部長がいるので、ちょっとやりにくいところもあるのですが、あとで殴らない
でくださいね（笑）。ODAも、もちろんそのJICAそのものも、素晴らしい仕組みでやっているわ
けですが、どうも、ODAというものは素直に議論できないところがあるわけです。常に、何らか
の先入観なり、いろいろな、極端に言えば既得権益なりに絡みついた議論でありまして、どうもす
んなりいかない。結果も、どうも大本営発表が多くて、「本当にこんなにうまくいっているのかな」
と。特に、現場にいますと、私は環境派でありますから、常に開発派は目の敵になるわけですから、
あちこちでさまざまなものを見るわけです。
　先程、外国の留学生たちは、日本のODAは日本のためだと言っている、という話がちらっと出
ましたけれども、まさしく、あれは日本のためにやっているのだろう、と私は思います。
　と言いますのは、日本の企業も、バブルの非常に調子が良いときは、フィランソロフィーだの何
だのと、たくさんやっていて、バブルが崩壊したら、真っ先に手を引いています。日本の金をあて
にしてやっていた、さまざまなアフリカやアジアの草の根グループは、今、もう右往左往している
というわけで、あっけなく、みんな切られたわけです。本当にその企業が海外への支援を大切に思っ
ているのだったら、いくら不景気になってもやってもらわないと困るわけで、いかに恣意的なもの
かがわかります。
　それから、援助にまつわる数字も、これはよくよく調べてみると、かなり恣意的であります。例
えば、飢餓人口を話すときに、同じFAOでも「飢餓が大変だから金を出せ」と言う時は「これだ
け数値が増えた」と言い、今度は「我々の政策が成功したからこれだけ飢餓が減った」と言う時は
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パーセントを使うのです。今、史上で最低のパーセントですから、ある意味では、割合としては今、
飢餓人口は史上最低ですが、当然、世界的に毎年7000万人以上の人口が増えているわけですから、
飢餓人口も増えていくわけです。絶対人口でいうのか、それともパーセンテージでいうのか。
　あるいは、アフリカが貧乏になったというときに、絶対数を使えば、当然、ものすごく貧乏になっ
たわけです。私も、今日はその数字を使いますが。ところが、そこで PPP（Purchasing Power 
Parity、購買力平価）で議論し始めますと、大体、数字が３倍か４倍になってしまうのです。ですから、
どちらで議論しているのかを見極めないと、良くなったという時はPPPを使い、悪くなったとい
う時は絶対数値を使うという、非常に恣意的な話が多いわけです。
　お手元のサマリーに大体のことを書いてありますので、それ以外のことを中心にお話ししたいと
思います。実は、明日の午後、おそらく今、日本でアフリカの農業を論ずるためにはキーパーソン
と思われる方がほとんど全員、登場いたしますので、あまり農業の話をするとぼろが出やすいので
すが、それはそれで、あとで質問の時にせいぜい私を責めてください。
　さて、アフリカは相変わらず低迷を続けています。いろいろな方が良くなったと言おうとしてい
るのですが、いくら考えても良くなった面はほとんどありません。それはあとで、ゆっくり数字で
お話しいたします。
　ですから、今、アフリカから伝わってくるニュースは、エイズ、内戦、難民、災害、飢餓、政治
腐敗、クーデターといったもののオンパレードです。最近、アフリカから良い話は伝わってきまし
たか。誰か思い出したら、ぜひ教えてください。無いのです。
　アフリカの人も怒るのです。つまり、「アフリカには世界のマスコミの先入観があって、アフリ
カからハッピーなニュースが出ても、だれもニュース価値とは思わない。アフリカからは、常にア
ンハッピーなニュースでないと、国際的なニュース価値は無いと思っているのではないか」と。だ
から、アフリカの人が怒るのも無理はないのですが。今年の春になりますが、『ワシントンポスト』
というアメリカを代表する新聞が、アフリカの特集を組みまして、その中で「サハラ以南アフリカ
は、ついに世界史から消え去る」という、ひどい論評を書いていました。これはぜひ、ボーテン先
生も怒らないで聞いてほしいのですが、それは私が書いたのではないのです。
　1960年前後のアフリカは、それは輝かしき未来が語られていたわけですが、それに比べて現状は、
非常に数字的にも暗いわけです。

（以下、OHP併用）

○いろいろな数字を少しお出ししますが、このように、アジアと比較してみますと、例えば、穀物
生産量も大体半分ですし、それからさまざまな数値を見ましても、非常に良くないのです。
　1965年当時のデータを比べてみますと、アフリカと東アジアは、ほとんどデータが並んでいま
して、場合によっては、アフリカの方が良かったわけです。特に、食糧の自給自足率を見ると、当
時のアフリカは、輸入国あるいは援助依存国がわずか３か国で、あとのほとんどの国は自給自足を
していたと。その時は、アジアではインドと中国が大変な食糧危機に面していて、数百万人が餓死
するだろう、といっていた時代ですが、今は完全に逆転してしまったわけです。

○それから、表２の方の、今度はGNPのパーキャピター、GDPパーキャピターをとっても、実は
もう３倍くらいの差がついてしまいました。1965年当時は、アフリカの方が1. 3倍くらいよかった
のです。ということで考えますと、この40年間で何が起きたのか、ということが、私としても非
常に関心事でした。
　世界は放っておいたわけではなくて、例えば、全世界が途上国に投入したODAの 40％はサブ・
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サハラに投入されたわけですから、大変な金が投入されました。それから、もちろん、これは数字
は無いのですけれども、大変な数の専門家が、過去40年間、投入されたわけです。例えば、アフ
リカ工業開発の10年とか、開発の10年とか、さまざまな国際プログラムも行われました。
　ところが、ほとんどそれは実を結ばなかった。そして、一方では、50年前にはわずか１億7000
万人だったサブ・サハラの人口が、なんと今は６億4000万人になり、毎年1800万人が増えている
わけです。このままでは、2025年には11億人になる。ですから、人口増は止まらない。もちろん、
今度は、南部アフリカではエイズの流行から、かなり深刻な、人口減まではまだいきませんけれど
も、寿命の急減、それから早晩、人口の急減に入っていきますが、そういう状況にもなるわけです。

○それから、農業生産性もこのように減り続けております。減り続けているというか、伸び悩んで
おります。途上国は一般にこのアジア並みに増えておりますが、アフリカに関して言いますと、こ
のようにほとんど伸び悩んで、増えていません。しかも、１人あたりの指数に直しますと、この
1965年以降、下がり続けています。
　穀物の生産量にしても、これは先程と同じですが、このように灌漑の面積をとっても、非常にひ
どい。そうすると、我々先進国のメンバーは、アフリカは大変だ、アフリカにこれだけ投入してい
る、と言っていますが、皆さん、何が改善されたか、ぜひ聞かせてほしい、と私は思うわけです。

○これは、先程の栄養不足人口です。これは、比率でいくのか、絶対数でいくのか、問題ですけれ
ども、比率からいうと、一番下の３本のグラフのように、アフリカはどこもこのように高い栄養不
足人口の比率です。これは多分、明日、この分野の専門である松村さんから、もっと詳しいお話が
あると思います。

○これは、FAOが世界の一番深刻な国23か国を選んだわけですが、これを見てください。エネル
ギーの不足量です。大体、今、2400 kcal くらいですか。それに対して、右側のkcalが１日の必須
エネルギーからの不足分ですが、23か国のうち19までが、実はアフリカ諸国であるということで、
世界の飢えの大部分、飢餓の大部分、栄養不足の大部分は、アフリカに集中している、といってい
いわけです。

○それから、これは輸入量です。実は、輸入量はもう外貨の不足であまり増えませんから、今度は
援助量の方が増えているわけですが、このように、輸入もままならないという状況です。

○では、それ以外にも、例えば、開発の非常に重要な指数であるようないくつかを考えてみます
と、例えば、まずファーティリティ（fertility）レートですね。これを考えますと、確かに全体的
に1980年代から下がり始めてはいるのですけれども、アフリカの下がり方が非常に鈍くて、他の
途上国からかなり差をつけられています。
　下の、特に開発の指標になる５歳未満の乳幼児死亡率を見ますと、アフリカだけが飛び抜けて乳
幼児死亡率が高い状況です。

○それからもう１つ、社会的に重要なのは教育ですが、教育も、このように初等教育は下がり続け
ているのです。一応、1970年代に、東アフリカでは小学校入学率が100％を超えた時期があります。
これはなぜかというと、リピーターがいるから100％を超えてしまうのですが、今でも、アジアの
どこかに100％を超えているところがあるはずです。
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　このように、一時は非常に良かったのが、今、一気に下がり始めました。世界で唯一アフリカだ
けが、初等教育および中等教育の入学率が下がっております。それから、高等教育につきましても、
入学率が１％という有り様です。
　それから、これからの教育に一番重要であろうコンピュータの普及率も１％以下ですが、世界で
は最低のまた最低です。

○その一方で、今度は衛生状態を考えますと、これはエイズの流行ですが、なんとボツワナでは、
成人人口の36％がエイズの被災者および感染者およびキャリアです。あとの国では、ジンバブエ、
スワジランドが 25％ですが、このように今、南部アフリカでは成人の大体４人に１人がエイズ、
HIV／AIDSの感染者およびキャリアということになるわけです。
　例えば、ボツワナ大学では今、全学生の半数がエイズの感染者です。それから、ナイロビ大学と
いうケニアのナンバーワンスクールですが、ここでは毎日、平均して学生が５人ずつ死んでいく。
そのくらい、実は今、エイズが猖獗（しょうけつ）を極めているわけです。これは、もう大変良い
薬が出たのですが、とても高価で、アフリカには手が回らない、というのが現状です。
　ですから、繰り返しになりますが、UNDPにおいて、さまざまな人間開発筋から見て、栄養状態、
それから初等教育の普及率、衛生状態、どれを取っても、過去二十数年間、アフリカは下がり続け
ているわけです。それで、まだ皆さんは「やはりODAをアフリカに投入すべきだ」「アフリカで
は何が必要か」という議論をしているわけですけれども、結局、答えは無いわけです。

○これは、世界地域別の教育の達成度です。色の付いた方が女性です。例えば、右の上のアラブ。
アラブは女性の進学率が低いことで有名なのですが、最近は大分、上向いてきましたけれども、南
アジアの男の子は100％を超えています。これは、入学してやめて、もう一回入学する、いわゆる
リピーターがいるから、落第生がいるからこうなるわけですが、アラビアなどもそうです。そうす
ると、この左上のサハラ以南のアフリカだけが、このように横這いで、ほとんど下がり続けている
ような状況になっているわけです。

○そうこうしているうちに、アフリカにおける援助が減ってきました。これは、アフリカの１人あ
たりのODAの受取額になりますが、これが過去20年間で４割も減ってしまったということです
から、結果的に援助は何もうまくいかず、なおかつ援助の額は下がり続けているのが現状です。

　私たちは、ODAは必要であるということで何ら疑問はないわけで、私も、多分に疑問は持って
いますが、ODAそのものを否定するところまでは考えておりません。しかも、「先進国は途上国に
対して何らかの支援をする義務がある」という前提で話は進んでいますが、はたしてこうやって見
てみると、話はアフリカだけに関して言いますが、ODAは必要なのでしょうか。これだけひどい
から、もっと必要という議論なのでしょうか。それとも、これまでやって駄目だったから、もうしょ
うがないと思うか、どちらかでしょう。
　ここまで資財、人間を投じて、全然良くならなかった。これを皆さん、どう考えられますか。こ
れをあとで、ご質問でも議論でも、ぜひ振っていただきたいのですが。
　ここにはJICAの部長がいるので言いにくいのですけれども、私はよく「アフリカの援助をやめ
てしまおうよ」と言っています。そうすると、みんな暴論だと言って怒るわけですけれども、今、
日本がアフリカに投じている何百億円ですか。橋本さん、対アフリカへの日本のODAはどのくら
い？ 900億円くらい？ その 900億円を日本に全部引き揚げる時、900億円でもって小学校を造って
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回ったらどうでしょうか。900億円あれば、たくさん先生を雇えます。日本人が行ってわざわざや
らなくても、その方がよっぽど良いのではないだろうかと、僕は半分くらい真面目に思っています。
　実は、私は半年近くアフリカに住んでいまして、橋本所長（当時）の下で、JICAで働いていた
のですが、そういう議論を若い人に吹っかけたのですけれども、迷惑がられまして、だれも相手に
してくれませんでした。ですから、今日は、皆さんにODAをやめたらどうなるかということを、
ぜひ考えていただきたい、と思います。
　実際問題として、あれだけたくさんの高給取りの専門家を送って（実は、私も専門家だったので
すけれども）、あれだけ優遇して、みんなに車をつけてやって、そういうものはその900億円の中の、
かなりの部分を占めているわけですから。
　それから、もう１つは、よく日本のアジアにおける海外支援の成功をアフリカにと、みんな言う
のですけれども、では、アジアの人に聞いてみると、ほとんどの人は、誰も日本に恩義など感じて
いないわけです。タイに行っても、インドネシアに行っても、マレーシアに行っても、「これは我々
がやったのだ、別に日本人にやってもらったことではない」、と彼らは思うわけです。日本だけが
片思いで、「俺たちがやってあげたから、こんな昇る竜（ライジング・ドラゴン）と言われるような、
すごい経済力をつけたではないか」と思うわけです。彼らに言わせれば「それは、あなたたちの独
りよがりであって、頑張ったのは俺たちだよ」ということですから、では、アフリカに何の成功を
移植するのだ、ということになると、そこでさえも、もうはっきりしないわけです。
　農業問題の基本的なことは専門の方がお話しされますから、おそらくあまり話さないことを、今
いくつかお話ししてみたいと思います。1960 年以降、繰り返しアフリカでは干ばつが起きます。
その干ばつの頻度といい、深刻さといい、これは、この過去30年間、かなりひどくなりました。
　最近の研究では、おそらく1880年代から1930年代にかけての50年間で、植民地政府が徹底的
に木を切って開墾し、それから、あるいは牧場にし、荒らしてしまった。その間に、全アフリカの
森林の４分の１が消えただろう、という結果があります。これは植民地政府の森林乱伐が響いてき
たのだという研究が、割合最近は盛んに行われておりますが、これは話としては極めて面白いので
すけれども、なかなか検証が難しいのです。
　いずれにしても、アフリカは今、大変な乾燥期、気候の変動期に入っております。その中で、い
くつか問題があります。１つは、大量の食糧援助が、過去40年近くアフリカに流れ込みました。
食糧援助および食糧の輸出ですが。それまで、主としてサブ・サハラのアフリカでは、主たる食べ
物はメイズとかミレット、それからソルガムといったものや、ヒエ、アワ、一部はトウモロコシの
ように、きわめて乾燥に強いような作物だったわけですが、いかんせん、味がおいしくないのです。
海外から援助で入ってくるものは、ほとんど小麦が中心になります。小麦は、世界的に余剰を抱え
ていますから、いくらでも援助を出せるわけです。お米も入ってきますけれども、お米は世界的に
ほとんど余剰がない作物です。きわめて余剰が薄いですから、そんなたくさんの量ではないわけで
す。
　そこで、過去30〜40年の間に、アフリカの大都市では消費者の嗜好が全く変わってしまいまして、
ほとんどパン食になってしまいました。特に、西アフリカに行かれた方は解ると思いますが、西ア
フリカではフランス植民地のあと、ものすごくおいしいフランスパンが残されました。国境を知ら
ずに越えて、近くの食堂に入ると突然おいしくなって、これは旧イギリス植民地からフランス植民
地に入ったのだ、ということがパンの味で解るくらい、味が変わります。
　ケニアなどは、1960 年代、1970 年近くまでは、ほとんどの人がお昼を食べない１日２食制か、
食べるにしても家に帰ってきたという生活だったわけですが、今は大都市、ナイロビなどでは、ほ
とんどの人がお昼を食べます。しかも、まず100％パンです。
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　そういうことで、食生活が変わってしまいました。これにはいくつか問題がありまして、１つは、
おいしい小麦が大量に入ったために、土着の作物が経済的にペイしなくなってしまった、というこ
とがあります。それから、嗜好が変わったために、皆さんが一所懸命、小麦を作ろうとするわけです。
ところが、アフリカではちょっと暑すぎて、小麦の適地は高地とかで、割合少ない。しかも、手元
の資料にありますとおり、非常に干ばつ傾向が強まっていますので、なかなかうまくいかないとい
うことで、それがひとつ、大きな食糧不安を起こしたのではないかというのが、私の仮説の１つです。
　実際に、スーダンでその研究をしたのですけれども、ハルツームに増えたパン屋の数を調べてみ
ると、明らかにパン屋の数は食糧援助に比例するわけです。
　次の問題は、食べ方です。大体は、皆さんご存じのとおり、粉にして、ゆがいて、ちょうどそば
がきのような状態で食べるわけです。国によって呼び方は違い、例えばケニアだったらウガリとよ
んでいますが、そのような粉食が中心だったのですが、実は小麦の粉は粉食ができないのです。か
なり高温で焼かないとデンプン転換が起きませんから、かまどで焼くしかありません。
　そうすると、小麦を食べるということは、実は、同じ取るカロリーあたりで、ものすごくたくさ
んの薪を使うわけです。ですから、援助の食料が入ってくると、たちまち薪が無くなって、森林が
丸坊主になる。これは、アフリカ各地では援助の後に非常にたくさん起きた現象の１つです。です
から、そのような食生活の変化が非常に大きな影響を与えているということが第１です。
　第２は、アフリカの農業再建、今日のテーマの１つですが、何を再建しなくてはいけないかとい
う議論です。１つは、例えば、「緑の革命」をアフリカで起こせという話は、もう1970年ごろから
ありまして、例のノーベル平和賞を取られたボーローグが中心になって「アフリカに緑の革命を」
と言って、日本の笹川氏と話し合っておりまして、日本の笹川財団なども非常に協力なさって、そ
ういうことをしていたわけですが、どうもそれは思わしくない。もちろん、いろいろな農業的な技
術革新はあったわけですが、とてもアジアの米事情を一変させたような「緑の革命」には程遠い、
という状況になります。これは明日、お話があると思います。
　もう１つ、私が強調したいのは、アフリカの農業政策が、かなり中央集権的な統制農業をやって
いる、ということです。大体、サブ・サハラ・アフリカの６割の国が、まず種から肥料から、農機
具、収穫物、輸送、これを全部統制しています。つまり、食糧統制をしているのです。日本も、つ
い数年前まで、食管法という1940年にできた、あのどうしようもない法律にがんじがらめに縛ら
れていたわけですから、人のことは笑えないのですけれども、この農業統制によって、非常に農業
の競争性がない。そのために農業のインセンティブがなかなか上がらないということが、非常に大
きな問題であるわけです。
　ですから、農業政策の改革が、おそらくアフリカにおける農業再建の一番のプライオリティでは
ないでしょうか。これは、我々社会学から提言しているわけでありまして、もちろん農学の方、技
術的なものは、全く別なことを皆さん議論していらっしゃると思いますが、生産物の販売自由化で
あるとか、税負担を減免する、それから小口の農業融資を作るとか、個別の技術援助をするとか、
そういったものが今、非常に必要であって、基本的に農業投資が欠けている、という議論が非常に
あるわけです。
　これは、アジアと比べると非常に解りやすいのですが、1980年前後まであれだけ不調だった中
国の農業が、いろいろな意味で農業を自由化した、かなり緩めた途端に、中国農業は大成長を始め
まして、今、ついにアメリカを抜いて、世界最大の生産石高を上げるまでになりました。それにお
ける弊害ももちろんあります。ですから、そういう意味では、私はアフリカの農業問題については、
農業政策の研究がもっともっと必要ではないか、ということを主張しているわけです。もちろん、
農業の技術的な改革、解決も当然あろうかと思いますが、これは明日のお話にお任せしたいと思
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います。
　それから、農業投資の中で、子細に調べていきますと、例えば、コーヒーや紅茶などの商品作物
に対する投資は大きいのです。研究投資を調べてみますと、３年ほど前の数字しか無かったのです
けれども、例えば、コーヒーには年間4000万ドル、紅茶には2300万ドルぐらいの研究投資がなさ
れています。しかも、その両方の研究水準は、世界的に見ても高いのです。コーヒー、紅茶でこれ
だけ高い研究を維持できるということは、ある程度の大きな農業投資、研究投資があれば、おそら
くかなりのことが可能なのではないだろうかというのが、一つの私の仮説です。
　アフリカの農地は生産性の差が非常に大きいですから、どういうものをどういう場所に向けるか
が非常に大きいわけです。つまり、なぜ商品作物が良かったかというと、商品作物をほぼ唯一の外
貨獲得源にしてきましたから、最適農地をそのような商品作物に向けたということが、これだけ大
きな生産性を維持できる一つの原因です。そういう意味では、今度は一般の、彼らの食べるべき作
物にどう向けるかというあたりが、極めて政策的に難しい問題を抱えているのではないか、という
問題があります。
　もう１つは、特に、東アフリカの農業では、今、大変大きな地殻的な構造変動が起きていまして、
脱農業化が進んでいるのです。今でも大体、人口の７割は農業と言われていますが、実際に農村に
入ってみますと、農業をやらない若者はかなりの勢いで今、増えています。特に、この10年間くらい、
すごい勢いで増えていまして、１つには、出稼ぎに出て、帰ってきてぶらぶらしている、というよ
うなものもありますし、一家の中心的人物が都会へ出稼ぎに行って、その仕送りでぶらぶらしてい
るとか、いろいろなケースがあるのですけれども、脱農業化が非常な勢いで進んでいて、これをど
うするのか、という問題が１つあるわけです。
　それから、もう１つは、経済の要であった商品作物の国際相場が暴落を始めまして、経済的な拠
り所を失いつつあります。
　過去30年間で、世界生産に占める割合が、例えば、バナナはマイナス3.3％、あるいはピーナッ
ツが10.2％というように、世界的なシェアをどんどん失っていますし、商品価格そのものが大変動
しまして、ココアは過去30年間で国際相場が58％減、コーヒーが37％減、紅茶が80％減という
ように、主力商品の商品作物全体の価格が、値崩れを起こしてしまっています。
　こういう計算方法があるのですけれども、１バレルの石油を買うために何キロのコーヒーを売ら
なくてはいけないかというような換算値で、過去30年間でそれが、30年前を１：１としまして、
現在は１：25とか、１：40とか、物にもよりますが、そのくらい差が開いてしまったわけです。
　ですから、逆にいうと、基礎的エネルギーを輸入するために、彼らの商品作物をどれだけ作らな
くてはいけないかというと、今度はさらに膨大なものを作らないと、そのような輸入ができなくな
るというような、経済的な、きわめて大きなディスアドバンテージを抱えている、ということがあ
ります。
　あと５分ですので、新たな援助の方向だけ言います。援助を無くせと言いながら、言うのはちょっ
と恥ずかしいのですけれども、どういう議論がされているか、ということだけ申し上げます。
　今、この数年間、援助の方向の模索がありまして、明日、どなたか発表なさると思いますけれど
も、実は援助がくるくる変わっているのです。これを先にちょっと見てください。

（以下、OHP併用）

○アフリカの援助は10年ごとに、例えば1950年〜 1960年代は、先程言った新古典派的な、経済
成長をしないかぎり、アフリカは救われないという議論があって、その後は、いやシビル・ミニマ
ムだ、BHNの確保こそ大切だ、という貧困削減の議論になって、1980年代に入ってみると、今度
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は構造調整だと。「早く借金を返すために、お前たち、少し経済を自由化しろ」ということで、さ
んざん IMFに揉みくちゃにされるわけです。その結果、スーダンでは、結局は政権がひっくり返っ
て、ビンラーディンがスーダンにやってきて基地を造ったのは、これは IMFの構造調整のお蔭だと。
本当にそうなっているのです。あの時、スーダンの国内の革命は、「IMFを追い出せ」というよう
なスローガンだったのですから。
　それから1990年代に入って、これはまた貧困削減だと、いろいろなペーパーが出たりして、ま
たぞろ貧困削減だという20年前に逆戻りして、最近また、ぼちぼちとやはり経済が回復しないか
ぎり、貧困は減らないのだ、という話になってきたわけです。
　10年ごとに、猫の目のように変わるわけです。これは何でしょうか。結論は簡単であって、誰
も決定打を持っていないのです。毎回毎回、試行錯誤をして、あっちが駄目ならこっちを、という
ふうに、駄目だということを、この40年間、繰り返したに過ぎない、と私は思っております。

○ですから、ドナーの順位を見てみましても、これは1980年代と1990年代のドナーですけれども、
1980年代はこんな順番です。
　フランスが本当にドナーなのかどうかについては議論がありまして、西アフリカでフランスの
JICAを見ていると、かなりインチキくさいです（笑）。旧植民地体制を維持しているのではないか、
と思われるようなものがあって、これはちょっと除外したいところですが、あと、まっとうなのは
西ドイツと米国です。
　ところが、1990年代に入りますと、米国が姿を消しまして、このような順番になります。この
中で世銀、EUを除いて、それからフランスも除くと、ドイツと日本が一番真面目にやっている、
ということになるわけです。
　それから、受け入れ国を見てみますと、1980年代の受け入れ国は、これは冷戦構造華やかなり
し頃ですから、アフリカ援助の最大の本音は、つまり冷戦構造下でいかに自陣に引きずりこむか、
という話に尽きるわけですから、このように、ほとんどが戦略的な国における対戦略援助です。
1990年代に入りますと、これは本当に、“可哀そうな国”への援助ということになってくるわけです。
ですから、実は、アフリカの援助というのは、本当にアフリカという後発地域を救おうというより
は、国際社会の恣意的な思惑によって翻弄されてきた、というのが私の結論です。
　ですから、ここでもう一度、アフリカの人たちに主体性を取り戻してもらおうではありませんか。
そのためには、今のような援助から、一度手を引きましょう。そして、もう一度、再構築しましょ
う。つまり、一から出直そうではありませんか。
　そうやってみると、極めて多大なお金を放りこみながら、ほとんど効果のなかった援助は、実は
たくさんあるわけです。よく、「王様の好きな白い象」といいますけれども、ホワイト・エレファ
ントがあちこちにごろごろしているわけです。
　「人づくり」が重要だ、ということは言をまたないのですが、この「人づくり」とは非常に美し
い言葉でありまして、これですべてが解決してしまうわけです。人づくりの歴史を、今度は全部調
べ直してみたのですけれども、1961年のアジスアベバ宣言で始まりまして、もう常にアフリカ人
づくりと、どこかの国、あるいはどこかの機関が言っているわけです。
　これまで、全アフリカ援助のおそらく３分の１から４割近くは、人材養成援助でした。それは例
えば、職業教育であったり、それからさまざまな学校教育の充実であったり、やっていたわけです。
ところが、先程見たように、これだけ人づくりといっても小学校の入学率はどんどん下がっている
という状況を考えてみると、では効果が無かったのではないか、と言ってもしょうがないわけです。
　やはり、国の発展は人だろうということは、おそらく異論のある方はいないだろうと思いますけ
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れども、これまでさまざまな試行錯誤を経てきた人づくりを、もう一度ここで繰り返してやっても、
意味は無いのではないか、というのが私の持論です。
　では、どのような人づくりをやれば良いのかは、よく解らないのです。というのは、今、全アフ
リカで、いろいろな数字があるのですけれども、大学卒業生で同年度に就職できる人が、おそらく
３割以下だろう、と言われています。
　ケニアなどでは、JICAが支援しているジョモ・ケニヤッタ農工大学などは結構良いのですけれ
ども、６割くらいいくのですか？　８割？ 本当？ ちょっとそれは高すぎない？ JICAの部長が言
うのだから、本当ということにしましょう（笑）。
　大体、ナイロビ大学というナンバーワンスクールでも、せいぜい３人に１人だと言っていますか
ら、つまり、大学教育をしたとしても、就職先がない。これは、実に社会に対して不安ということ
になります。理科系の卒業生は、どこかに潜り込んだり、欧米へ行って下級技術者になる道が開か
れていますけれども、文科系の人間は、コネがなくて、軍や政府に就職できなければ、そこで野党
をつくって政府を倒そうとしますから、大学教育をやればやるほど政治が不安定になるという、こ
れは半分冗談ですけれども、そういう話が実際、真面目に議論されているわけです。
　ですから、「雇用のないところで人をつくってどうするのだ」「いやいや、いい人をつくれば、絶
対雇用を生み出してくれるのだ」ということで、もうニワトリと卵の議論が延々と続いているわけ
です。
　ですから、「誰をつくるのだ」、これも、ほとんどの試行錯誤は終わっているわけです。職業教育
だということで、日本は、では農業と工業で、ジョモ・ケニヤッタ農工大学をやりましょう、とい
うものもあれば、看護婦さんの学校を造りました、あるいはコックさんの学校を造りましたと、い
ろいろな国がいろいろなことをしたのですけれども、あまり実を結ばなかった、というわけです。
　もしも、また人づくりを言うのであれば、かなり慎重に考えるということと、過去に累々たる失
敗の歴史を重ねてきた、日本を含めて各国の対アフリカ援助というものを、ここでもう一度、謙虚
に見直さなくては、また同じような失敗を繰り返していくでしょう。
　日本のアフリカ専門家の方は、皆さん大変楽天的なのです。「いや、欧米は失敗したかもしれない。
彼らは植民地主義で手を汚したのだ。我々は“涓滴（けんてき）岩を穿（うが）つ”で、日本こそ
出来るのだ」と言うのですけれども、あまり、やったというケースは知りません。
　ですから、その意味では、もうスローガンをやめて、本当に今、何が必要なのだろうか、と考え
る。もしかしたら、学校の校舎かもしれません。あるいは、こんな話もあるのです。「今、アフリ
カの教育で一番必要なのはペンキである。黒いペンキである」という話です。解りますか。ある教
育をしている専門家が、ちょうど昔、皇太子夫妻がアフリカに来たときに、今の皇后から「皆さん、
教育に何が必要ですか」と聞かれて、「はい、黒いペンキをください」と言ったのです。ついこの間、
皇后様とご進講で会ったら、いまだに覚えておられまして、「アフリカの黒いペンキはどうなりま
したか」と、十何年前のことなのに覚えておられましたけれども、黒板の色がすぐ剥げてしまうの
です。ですから、黒板をしょっちゅう塗り直さなくてはいけない。そのペンキが買えないから、黒
板が白板になって読めなくなってしまう、という切実なそういう声が、援助の組織に上がってこな
いのです。
　それから、もう１つだけ言って終わりにしますけれども、貧困が今、大きな人気で、貧困とは何か、
という議論はすごく盛んに行われていますが、実際、貧困とは極めて相対的観念ですから、隣にお
金持ちが引っ越してくれば、自分は突然、貧乏に見えるかもしれません。私が暮らしたような、例
えば、南米とかアフリカの先住民のところなどは、実は現金経済からかなり離れていますから、彼
らにとって、１日１ドルとか５ドルとかという基準は、そんなに意味のある数字ではないわけです。
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そのようなことを考えると、「貧困」という言葉自身がかなり架空の存在であろうか、という気が
します。
　世界銀行は３年前に、「貧困とは何か」という調査をしました。これは、世界銀行にしては稀に
見る面白いレポートです（他のが面白くないというわけではないのですけれども）。
　貧困の定義の中で非常に面白いのは、「貧困とは何か。腹をすかした亭主が、女房と子供を訳な
くぶん殴ることである」という定義があるわけです。それが一番切実な定義でありまして、そうい
う血の通った話が、援助の現場になかなか出てこなくて、いつの間にか数字いじりになってしまっ
ています。なおかつ悪いことに、援助の予算をどう消化するかということで、予算消化に狂奔して
いた側面もあるわけです。
　ですから、結論は全く無いので、「どこへゆくのか」が私のテーマですから、「どこへゆくか解ら
ない」というのが、本当に私の正真正銘の本音です。
　多くの援助に関わっている人は、非常に確信有りげに言うのですけれども、我々のように現場を
這いずり回ってきた人間から見ると、「本当かいな」と思いたくなるような話が多いのです。結論
は無いままですが、これで私の講演を終わらせていただきます。ご清聴、ありがとうございました

（拍手）。
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Q：北海道大学獣医学部から来ました、神谷と申します。UNEP の頃から、石先生のご著書を大変興味深く読ませていただいて

います。環境問題という点から、今日は、アフリカはどこに行くかわからない、とおっしゃったのですけれども、私は、環境問題
の方から見ると、人間は地球上にいるだけで悪いことをしている、と思います。
　そういうことから考えますと、アフリカに、若者なりあるいは年取った専門家なりが行きまして、地球に負荷を与えない地球人
として日本の側に送り返してくれた、ということだけでも、大変、意義のある国際協力であり、日本の側にはインパクトがあった
のではないか。それが、地球上にもっと大きな影響力を与えて、広がってくるのではないか、と思うのですけれども、いかがでしょ
うか。具体的に、作物を作るとか、そういうこと以外の大きな物があったのではないでしょうか。

A：人間の存在こそが環境破壊だ、ということはその通りでありまして、環境原理派といわれるディープ・エコロジストは、そう

いうことを言うのです。けれども、では、「あなたは迷惑だから、真っ先に消えたらどうですか」と言うと、誰も消えたくないわ
けですから、これは言葉の遊びでしかないわけです。
　後の方のご意見、つまりアフリカで、我々がもっと質素な生活をすべきことを学んで帰ってきたのではないか、というご意見に
は、大賛成です。日本人１人が、大体、アフリカ人の平均 25 人から 30 人分の資源を消費する、と言われていますから、私たち
が、確かに過剰な生活や過剰な生産消費を考え直さなくてはいけない、という意味では、大いにアフリカから学ぶべきものがある、
ということは、大賛成です。

Q & A




