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GSID創立20年の贈り物

　ODA大国となった日本がそれにふさわしい基盤整備に乗

り出したのが約20年前のこと。国際開発研究科（GSID）も

1991年国立大学初の国際開発協力専門の大学院として設置

された。当時の日本における国際開発協力をめぐる熱気は相

当なもので、官民学の参加による国際開発学会も華やかに創

設された。

　手元に1991年の英文パンフレットがある。そこには「GSID

が目標とするものは、その地域固有の価値と生活様式の尊重

を前提とした、第3世界の自立的発展に欠くことができない

知識と人材開発の探求である。」という意味のことが書かれて

いる。また、その手段として、健全な開発のための研究と教育、

知識と実践を重視した革新的な教育、アジア太平洋地域にお

ける経験の重視、国際・国内・地域内ネットワークの促進を行

うとしている。創設者たちが、研究科の設置を許した国の政策

的要請とは切り離して、国際主義に基づいた純粋な夢を描い

て見せたことに敬意を表したい。

　そして20年が過ぎた。人材育成については、援助機関への

就職状況に関して辛辣な評価も聞かれたが、卒業数年後の追

跡調査ではそれなりの成果が上がっている。アジア・アフリカ

の事例を重視した国際ネットワーク型研究もここ数年活発化

しているし、複合的アプローチとして国際開発学をとらえる

試みも成果を上げつつある。

　しかし、この20年、国際開発をとりまく環境は大きく変化

した。日本経済の長期停滞はODA予算を縮小し、国際開発協

力の政策的優先順位を下げた。アジアでは貧しかった途上国

が中所得国化してミドルクラスも出現、いまや加熱気味の経

済のコントロールに腐心している。また、グローバリゼーショ

ンの進展は、世界の各地域にまだら模様に繁栄と貧困と不安

定化をもたらした。GSIDの研究・教育システムはこの変化に

ついて行けているか、制度疲労を起こしていないか真剣に点

検すべきである。

　しかし、我々はこのような環境変化に対応するための秘密

兵器を持っていることに十分に気がついていない。それが、タ

イトルの「創立20年の贈り物」、すなわち、世界で活躍する卒

業生（約半数は留学生）である。平成22年度の修了予定者も加

えると、修士学位取得者が約1150名、博士学位取得者が約250

名となる。国際開発協力分野の実務者・大学教員・公務員に加

えて、その他の分野で国際人として活躍中の卒業生も目立つ

ようになってきている。彼らは、今日流行の英語によるコミュ

ニケーション能力と異文化理解能力を持つだけではなく、途

上国を政治・経済・社会・文化などの多面的アプローチによっ

て理解する能力をGSIDで身につけた国際人であり、途上国の

発展に関わっているプレイヤーである。これら卒業生の知識

と経験はGSIDの教育研究にとって宝の山であり、有効活用の

システム構築が待たれる。ただ、卒業生からの一方的な搾取は

良くないので、GSIDからの研究成果発信も重要である。加えて、

卒業生にとっても同窓生情報があれば何かと便利である。現に、

国際交渉の場で同窓生と会った、あるいは終了後の雑談で偶

然同窓生だとわかったという話は何度も聞いた。同窓生識別

の良い方法をGSIDが提供できないものか。ネクタイやスカー

フは野暮かもしれないので、同窓生同士が接近したら反応す

るセンサーはどうであろうか。センサーが振動したら、それら

しき人に「GS」と囁く。「ID」と答えれば、仲間だ。そんな日が一

刻も早く来るのを楽しみにしている。



『国際開発学入門―開発学の学際的構築』 （研究科設立20周年記念出版）

2010年 国際開発学会賞・特別賞 受賞 教授　大坪 滋

　「国際開発」に関する学際的教育・研究を標榜して設立された

当研究科も、まもなく設立20周年を迎える。これを機に研究科

出版事業として『国際開発学入門 ―開発学の学際的構築―』（勁

草書房 2009年12月25日発刊 ISBN: 978-4-326-50327-8）を

編纂し世に問うこととなった。当研究科の現有教員から19名が

参加、これに加えて我が国や世界各地で開発研究や開発実務に

従事する修了生や、当研究科で教鞭を執り研究活動を行った経

験を有する研究者・実務家17名が参加、総勢36名の執筆チーム

で取り組んだ。今般、本書およびこの本を編纂した編者の努力・

業績が認められて「国際開発学会賞・特別賞」を受賞することと

なり、その授賞式が2010日12月4日、国際開発学会設立20周年

記念大会（於：早稲田大学）に於いて執り行われた。この特別賞は、 

学会設立20周年を記念し、国際開発学や学会への大きな寄与を

讃える目的で創設されたものである。

　「国際開発学（international development studies）」は、開

発に関連して生起する諸問題の解決を目指す学際的な学問領

域である。開発途上国の「開発」現場では、政治、経済、文化・社会

にまたがる多種多様な要素が絡み合う開発課題に直面する。 

また、「開発」のプロセスそのものが、経済的構造変化に留まらず、 

政治体制の変化や社会・文化的変容を誘発する。そのため「国際

開発学」は本質的に学際的なものとして構築されてきたのであ

る。「国際開発学」はまた、絶えず種々の現場の開発課題に直面し、

貧困削減など目標志向、政策志向を有するものである。このよ

うに「国際開発学」には「学際的（interdisciplinary）」かつ「能動

的（active）」な取組みが要求されている。

　国際開発研究科はその設立以来、国際開発とは何か、国際開

発学とは何かと問い続けられてきた存在であった。国立大学の

法人化に伴い、当研究科では（従来の学術学位ではなく）「国際

開発学」の学位授与をはじめることとした。それに伴い、上述の

問いかけに研究科としてしっかりとした答えを用意する必要

に迫られることとなった。本書は国際開発学の本質的な学際性

を前面に出し、「開発経済学」「開発政治学」「開発社会学」の3つ

の学問領域をそのコアに置いて、開発

学の学際的構築の中身や手順を明示し、

体系化したものであり、当研究科の目

指すところの「国際開発学」を体現した

著作となっている。

　我が国初の国際開発・協力の独立研

究科として発足した当研究科は、こう

して我が国ではじめて「国際開発学」の

構築・体系化を成し遂げたのであるが、

実はこれによって我々は新たなスタートラインに立たされる

こととなっている。経済社会活動のグローバル化、グローカル

化が進み、世界は米国一極集中体制から様々な面で多極化を迎

えるに至っている。当研究科もまた、この機会にその活動原理

である「異文化尊重と相互理解の原則」を再確認し、次の20年に

向けて、新たな社会的ニーズの変遷にも対応しつつ、独自の研究・

教育・社会貢献活動に邁進していかねばならない。

TOPICS

名古屋大学大学院国際開発研究科創立20周年行事の紹介

■『国際開発学入門―開発学の学際的構築』の出版
大坪滋・木村宏恒・伊東早苗編著  勁草書房 （2009年12月25日発行）
国際開発学会から国際開発学会賞の特別賞を受賞

■第3回「開発のためのアジア学術ネットワーク(ANDA)国際セミナー」の開催
開催日：2011年3月5～7日　 場所：名古屋大学 （シンポジオン会議室など）

■「創立20周年記念シンポジウム」の開催
開催日：2011年3月4日　 場所：名古屋大学経済学部第二講義室

■国際開発学会を名古屋大学にて開催
開催日：2011年11月26～27日　 場所：名古屋大学工学部IB電子情報館

■『言語データの収集と分析』の出版
藤村逸子・滝沢直宏編  ひつじ書房 （2011年秋発行予定）



OFW 2010 in Indonesia
委員長   島田　弦

海外実地研修委員会

　2010年9月18日から10月2日まで、国際開発専攻、国際協

力専攻、国際コミュニケーション専攻の学生、計22名の学生

が参加して、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州におい

て海外実地研修(OFW)を実施しました。インドネシアでの

OFWは1998年以来12年ぶりとなります。OFWは、教員の指

導の下に学生たちが4つのグループに分かれ、開発途上国の

現場を訪れ実地調査を行うプログラムです。このOFWに参

加する学生は、5月から12回に渡って行われるOFW事前講

義に出席することが義務づけられます。そこでは、インドネ

シア社会、経済、産業などの全般的な知識を習得するとともに、

現地調査のテーマを考え、具体的な調査計画を策定していき

ます。このようにOFWは、研修を通して理論と実践の間を架

橋することを目指していますが、このプログラムへの参加を

GSIDへの志望動機として挙げる受験生が毎年いるように、

人気が非常に高い教育プログラムです。

　今回OFWを行ったジョグジャカルタ特別州は、ジャワ島

中部のインド洋に面する南海岸にあります。マタラム王国の

首都として栄えた、歴史・文化の伝統が色濃い地域です。この

ような伝統文化と、バティック（ろうけつ染め）などの工芸品

に加え、近郊には世界遺産であるボロブドゥール仏教寺院遺

跡群、プランバナン・ヒンドゥ寺院遺跡群があり、インドネシ

ア屈指の観光地ともなっています。

　ジョグジャカルタの北部から西部にかけては豊かな水と

肥沃な土壌を有し、インドネシアの穀倉地帯となっています。

しかし、南東部の丘陵地では土地が急峻で農業が困難な貧し

い地域となっています。今回のOFWの主たる調査地となっ

たバントゥル県(Bantul)もそのような地域の一つです。他方、

バントゥルはジョグジャカルタ都市部から比較的近距離に

あるため、手工業・軽工業などが有り、また都市部へ通勤する

ものも少なくないなど、農村部と都市部の両方の特徴を併せ

もつ興味深い調査地となっています。

　ジョグジャカルタは大小さまざまな高等教育機関が集ま

る大学の町としても知られ、学生たちの作り出す躍動的な文

化は、観光都市として売り出されるジョグジャカルタとは別

の側面を見せています。なかでも、ガジャマダ大学は、インド

ネシアでもっとも古く、かつ屈指の研究大学として知られて

います。GSIDは設立初期からガジャマダ大学と密接な関係

にあり、GSID修了生である教員も多くいます。今回のOFW

もガジャマダ大学社会政治学部の全面的な協力のもとに行

われました。

　2006年にジョグジャカルタは大地震（ジャワ島中部地震）

におそわれ、3500人以上の死者と、膨大な数の家屋倒壊とい

う被害を受けました。中でもバントゥル県はもっとも被害の

大きかった地域の一つです。災害復興と災害予防はジョグジ

ャカルタの調査において欠かすことの出来ない視点です。

　参加学生は4つのワーキングループに分かれました。それ

ぞれ第1グループは、ジョグジャカルタ工芸品産業の生産流

通について、第2グループは、都市部と農村部の初･中等教育

の比較、第3グループは災害復興における行政の役割、観光

をテーマとした第4グループは、焼き物をメインに売り出す

「観光村」の調査を行いました。

9/18 （土）

9/19 （日）

9/30 （木）

9/20 （月）

9/29 （水）

名古屋→デンパサール経由→

ジョグジャカルタ

10/1 （金）
ジョグジャカルタ→デンパサール経由→

名古屋（10月2日朝着）

ワーキングループ毎の調査（10日間）

ガジャマダ大学政治社会学部の

スタッフ・学生との交流会

調査対象地・行政機関などの関係者、

ガジャマダ大学関係者などを対象にした

調査結果報告会、送別会

バントゥル県庁でのインタビューの様子

海外実地研修



Takahiro YAMADA /山田 昴弘Group Leader

Working Group 1 : Economics
グループリーダー　小島　千佳

　私たちは日本、タイ、ボリビア、マダガスカル、コンゴというさまざ

まな国籍をもつメンバーで構成されており、ほかのどのグループよ

りも個性が強く、けんかも絶えないグループでした。リサーチではバ

ティックをテーマとし、バティックの生産性を高めるためにどうし

たらよいか、またバティックを国外に広めるためにバティック産業

と観光業がどう連携していけるかを調べました。現地調査ではバテ

ィック職人たちの仕事場を訪れて生産工程や彼らが抱えている問題

などを理解し、さらにバティックとかかわりのあるホテルや旅行会社、

行政機関などにインタビューを行い、組織間の連携について分析し

ました。研究目的に合わせて現地で得たさまざまな情報を分析して

レポートとしてまとめる作業は容易ではありませんでしたが、宇佐

見先生のアドバイスやメンバ

ーの協力のおかげで最後まで

やりきることができました。私

たちのリサーチにかかわった

すべての方々、そして頼りない

リーダーをいつも笑顔で支え

てくれたメンバーに心から感

謝しています。

Working Group 2 : Education
グループリーダー　花井 一太郎

全メンバー、バティックを着て発表をした

Working Group 3 : Administration

The title of our research in Yogyakarta, Indonesia is "DRR 

(Disaster risk reduction) in Bantul-Organizational measures 

and people's awareness of the measures". Before going to 

the contents of our research, we would like to appreciate to 

all the people who concerned our research. Through this 

research, we have realized that we could acquire basic 

manner and skills for conducting field works, and team 

building know-how. 

As objectives, we seek to find out the administrative system 

of anti-disaster measures with specific focus on the re-

inforcement of housings and disaster education for citizens. 

Through our research, we might suggest following points 

to contribute DRR policy and program in Bantul region: 

First, since disaster education curriculum seems to be well 

developed in Bantul region, it might be better to introduce 

and implement part of the curriculum in local community as 

a kind of non-formal education; Second, it might be better 

to set minimum platform and minimum common standard 

for DRR activities among different agencies, especially 

between governmental agen-

cies and non-governmental 

agencies or other country's 

official agency, such as mak-

ing agreement on the basic 

requirement of earthquake-

proof houses. 

Ayumi YaegashiGroup Leader

Working Group 4 : 
Tourism and Culture Group 

With changing focuses of our research focus point, our 

research topic finally concluded with the title "Desa Wisata 

in Local Community - the case of Kasongan Village" which 

aimed to investigate the sustainability of Kasongan Tourism 

Village (Desa Wisata) in economical, environmental, social, 

and cultural aspects especially in the ceramic industry. With 

6 members in the group, we all had individual backgrounds, 

interests, and of course, characters. Despite all members 

were Japanese, it was beyond our imagination how difficult 

it was to engage every member in meetings which would 

sometimes last for 7-8 hours. At first, we were nervous 

to interview government officials and villagers since it was 

the first time for most of us, but gradually, all members 

became active and willing to experience tasks they had 

never experience.

We would like to take this opportunity to express our 

gratitude to Professor Shima-

da, Professor Penghuy, and 

Professor Takahashi who is 

our group advisor, supporting 

members of Gadja Mada 

University. Otherwise, our 

research would not have been 

successful.

 私たちワーキンググループ２は、3人という例年に比べて少ない人

数構成で、「教育財政制度が学校へ及ぼす量的・質的影響」を研究テー

マに海外実地研修を行いました。3人とも海外での調査は初めての

経験で、前半は慣れないインタビュー、データ収集にとまどいながら

のスタートでした。しかし、日数を経るにつれ、調査での作法や質問

の仕方などを学び、また同時にグループワークや、海外調査での難し

さも痛感しました。二週間という期間はあっという間でしたが、この

OFWを通して、メンバー各々が今後の研究の糧となる貴重な経験を

積むことができたと思います。何よりも、文献研究が主となる大学院

生活で、実際に学校や教育機関などの現場を訪れて、対象国の現状を

見聞できたことは、自らの学問を深め、研究意欲を更に高めるのに、

絶好の機会であったと感じています。

　最後に、今回私たちがこうして

無事に調査を終え、一つの研究と

してやり遂げることができたのも、

ガジャマダ大学の皆さん、島田先生、

ペンホイ先生、アドバイザーの山

下先生、その他の方々のサポート

があったからです。この場を借り

てお礼を申し上げます。
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川島 富士雄

国内実地研修実施委員会

委員長
国内実地研修  2010

10月27日（水）

10月28日(木）

10月29日（金）

2010年11月26日（金）　13:30～15:30

浜松市役所本庁舎庁議室

調査に協力してくれた市役所、観光協会、外国人学校等の皆様

国内実地研修参加学生

静岡県水産技術研究所
浜名湖分場にて

　国内実地研修は、現場での実践的な教育研究活動を重視する

国際開発研究科にとって、重要な取り組みの一つであり、海外

実地研修とともに研究科共通科目として位置づけられている。

　2010年度は、ここ何年か調査対象としてきた農村地域から方

向を転じ、静岡県浜松市の協力を得て、10月27～29日に訪問調

査、11月26日に結果報告会を行なった。参加者は31名（博士前

期課程1年生30名、同2年生1名、日本人学生10名、留学生21名）、

4つのワーキンググループ（WG）に分かれ、教員5名が引率にあ

たった。

　浜松市は、旧浜松市と周辺の11の市町村の2005年合併を経て、

現在人口82万人超、面積1500k㎡超を擁する政令指定都市であ

る。浜松市は、古くから製造業の街としてさかえ、現在も輸送機

械（自動車、オートバイ等）関連産業を中心に世界的に著名な企

業が多数、工場立地する。また、浜名湖や天竜川といった自然に

も恵まれ、観光業やうなぎ等の水産業も盛んである。同時に、日

系ブラジル人を中心に多数の外国人労働者及びその家族が居

住し、多文化共生施策に先進的に取り組んできたという特徴も

合わせ持つ。しかし、2008年以降の世界的な経済危機を受け、浜

松市も製造業の生産が急激に落ち込み、外国人労働者を含む失

業者数も増加した。また、内外の観光客を誘致する全国的な取

り組みにもかかわらず、浜松市へ流入する観光客数の伸びは必

ずしも芳しくない。さらに、「浜松、浜名湖といえばうなぎ」との

イメージに反し、うなぎの生産量も停滞気味である。以上から、

WG1は自動車産業、WG2は多文化共生、WG3は観光業及び

WG4はうなぎ養殖・加工業に焦点を絞って調査を行った。

　浜松市役所、企業、NGO、外国人学校、観光協会その他公的及

び民間の機関の方々には、ご多忙の中、積極的に協力していた

だき、学生にとっては、地方自治体の抱える多面的な課題を考

える貴重な機会となった。心から感謝を表したい。

訪問スケジュール

商工会議所

午前 10:30～12:00

10:30～12:00 13:30～14:30
産業創造センター
14:30～16:00

カトリック
浜松教会

13:00～14:00

多文化共生センター
15:00～17:00

浜松城での
インタビュー

13:00～14:30
駅周辺での
インタビュー

15:00～17:00

静岡県水産技術研究所浜名湖分場
13:30～15:30

午後 13:00～17:00

浜松市産業政策課

10:30～12:00

ブラジル学校

10:30～12:00

浜松市観光交流課

10:30～11:00

うなぎ関連店舗視察

自動車関連企業

午前 10:00～12:00

10:00～12:00 13:30～15:30

コレージ・ムンド・デ・アレグリア校
14:30～16:30

舘山寺周辺でのインタビュー
13:00～16:00

14:00～16:00

午後 13:00～17:00

スズキ歴史館

10:00～12:00

NPOブラジルふれあい会

10:00～12:00

浜名湖周辺での
インタビュー

11:00～12:30
春華堂、うなぎパイ工場 浜松市農業水産政策課

小楠金属工業所

午前 9:00～12:00

10:00～12:00 13:30～14:30

外国人学習支援センター
13:00～14:30

弁天島観光協会
13:00～14:30

午後 13:00～14:30

エフシーシー株式会社

9:30～12:00

浜松市国際課、
セルヴィツー

10:00～12:00

フルーツパーク

浜松駅内でのインタビュー
13:00～14:30

10:00～12:00

舘山寺周辺での
インタビュー

日　時

場　所

出席者

報告者
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GSID教員の新刊紹介

教授　大橋　厚子

　オランダ植民地政府が主導した農業開発

の光と影を分析する本書の結論は、現代の開

発過程で地方社会が得たもの・失ったものと

酷似している。18世紀後半の西ジャワ（現イ

ンドンネシア、西ジャワ州）では、ヨーロッパ

向け産物であるコーヒーの栽培と、自給農業である灌漑田耕作が

同時に拡大したが、そのために植民地政府が実施した開発政策は、

灌漑施設建設や融資など、地方社会の支配層と農民に対する各種

便宜の供与であった。植民地政府はこれらの見返りとして、コー

ヒーを指定価格で買上げ、ヨーロッパで販売して大きな利益を得

た。さらに地方社会の支配層および農民も、コーヒー栽培と水田

耕作から物質的豊かさと安定を手に入れた。しかしこの開発過程

には、植民地政府すら自覚しなかった落とし穴があった。植民地

政府から融資など各種便宜を独占的に供与され、植民地政府を唯

一のコーヒー売渡し先とした人々は、自らの生産と社会生活にお

ける自律性とマネジメント能力を徐々に喪失して行ったのである。 

　本書は、人口が少ない社会における、開発下の社会変容に有効

な分析方法各種を用いている。分析の工具箱としてお使いいただ

ければ幸いである。

京都大学学術出版会 （2010年7月刊行）

『世界システムと地域社会
  西ジャワが得たもの失ったもの1700-1830』

准教授　西川 由紀子

　「人間の安全保障」は「国家の安全保障」と

いう概念と対比して1990年代ごろから広く

議論されるようになった概念である。個々の

人間の安全に関わる脅威（貧困、紛争、人権侵

害、環境破壊などあらゆる種類の脅威）を包

括的にとらえ、人間の安全を中心に据えた取

り組みを促すものである。本書は、この人間の安全保障の概念が

東南アジアの各国政府と東南アジア諸国連合（ASEAN）において、

どのように議論され、いかに取り組まれているのかを概観する

とともに、同地域にみられる諸問題を人間の安全の観点から捉

えなおし、それらの取り組みについて考察したものである。特に、

国内紛争、人権問題、越境問題に焦点をあて、人間の安全保障の

観点からこれらの問題を捉え直すことにより、安全保障に関す

る地域共通の課題と、各国特有の問題を明らかにしている。

　本書は、タイでの5年の在住期間に、東南アジア地域の政府お

よびNGO関係者、研究者、学生、活動家などの協力のもと行われ

たインタビュー、セミナー、円卓会議を通して得られた情報がも

とになっている。本書が、読者に「人間一人ひとりの安全」を達成

する社会をつくるために何が必要かを考えるきっかけとなれば

と願っている。

Routledge （2010年7月刊行）

『Human Security in Southeast Asia』

新スタッフ紹介

　2010年10月に国際開発専攻の教員として着任しました。「教育・

人材開発」プログラムに所属し、どの国にも必ずある「人」という

財産をどのように活かしていくかを考えていくことになります。

私が今まで専門としてきたのは、高等教育の政策や大学の運営・

評価などです。大学院で日本の私立大学の発展と高等教育政策

の関連などを中心に研究した後、東京大学、広島大学、東北大学

という３つの大学の本部付きの部署や研究センター、そして大

学評価を事業として行う独立行政法人大学評価・学位授与機構

などで、国際比較・動向調査を中心に学術的な研究と企画・調査

関連の実務との端境を歩んできました。また、国際機関の勤務経

験としては、経済協力開発機構でコンサルタントとして、各国の

教育政策や教育と職業との接続などについての政策レビューの

裏方をしました。

　名古屋大学、特にGSIDの建物内とその周辺を徘徊すると、本

学のような大学がいかに急速に国際化しているかを肌身で感じ

ることが多いと思います。国や大学、あるいは研究者や実務家個

人の威信をかけた国際競争も激しくなる一方で、そのなかで勝

ち残るのも大変です。同時に、ごく限られた国々のこれまたごく

少数の大学が先端的な知識の生産を独占しかねないような状況

があるとしたら、世界中の絶対多数の人にとって、この競争はい

ったい何を意味するのかという疑問も

浮かびます。

　永く大学やこれに関連した組織にい

ながら、本格的に大学院で専門分野の

教育に従事するのはGSIDが初めての

経験となります。着任してすぐ、元気な

学生さんたちとふれ合う機会に恵まれ、

毎日があっという間にすぎていくこと

に喜びを感じています。もともと、教育を幅広い人文社会科学の

文脈の中で考えていきたいと思っていたので、これから様々な

分野の同僚の先生や学生さんたちといろいろなお話が出来れば

と楽しみにしています。

　他方、過去四半世紀ほどの急速な大学改革の嵐にもまれてき

た高等教育を研究対象にしてきた「専門家」としての視点から見

ると、20年の歴史を持つGSIDは、新しくもあり、古くもある、不

思議な組織です。ますます国際化を迫られる日本の大学の行く

末を占う上でも非常に重要な試金石になるのではと、その意味

でも注目しながらGSIDを対象とした「フィールド調査」に励み

たいと思いますので、皆様、ご協力をよろしくお願いいたします!

国際開発専攻　准教授　米澤　彰純
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　2010年秋に名古屋で生物多様性条約の第10回締約国会議が

開催され、合意された名古屋議定書は生物多様性の利用とその

利益配分が主要テーマであった。この利益配分は、遺伝資源に

対する主権を国家に与えている条約の性質から国家間の交渉

を前提に議論されている。

　本書では、そもそも作物の品種を遺伝資源という加工して財

やサービスを生み出させる源であるという工業的な発想から

捉えるだけでなく、それぞれの地域にあった作り手の多様な想

いに裏づけされた多面的な価値の中で保全・利用されているも

のであることを描写している。実際に、農家は自らの置かれて

いる環境を把握した上で、自主的に判断

を行い、合理性に基づいて、自分たちが作

る作物やその品種を選び取っている。こ

のような伝統的な慣行的権利が国際約束

によって侵されつつある中で、農家にと

って生物多様性利用の利益が享受されて

いる、地に足をつけた農業生物多様性の

管理事例を日本・ヨーロッパ・アフリカの

各地から紹介した。

教授　西川　芳昭創成社 （2010年10月刊行）

『奪われる種子・守られる種子 ―食料・農業を支える生物多様性の未来―』

　本書は、1990年代以降、教育開発の国際的アジェンダとして

援助国及び途上国政府が一致して目指すこととされてきた「万

人のための教育(Education for All : EFA)」目標が、途上国政

府の政策に取り込まれるプロセスを分析した国際共同研究の

成果である。90年代以降、EFAや共通化された援助枠組みの中

で、各国の教育政策が一定の方向に基準化される傾向は高まっ

た。しかし、この研究の特徴は、国際目標の実現に向けた各国の

達成度を測定・評価するのでなく、援助によって形成されるネ

ゴシエーションの空間において、どのようなアクターが影響力

を行使し、いかにして国際アジェンダがそれぞれの国のコンテ

クストにおいて、独自の方法と価値観によって再解釈され、制

度の中に取り入れられたかを明らかにし

ている点にある。

　調査は、ケニアッタ大学(ケニア)、ダル

エスサラーム大学(タンザニア)、アジスア

ベバ大学(エチオピア)の共同研究者とと

もに実施し、それぞれの国で教育分野の

政策形成の中枢にかかわる高等行政官、

援助機関の担当者、市民社会組織、研究者

等に対して行った詳細なインタビューから言説分析を行った。

国際的な共同研究としても、調査枠組みの共有化など、様々な

工夫をしている。

准教授　山田　肖子 （編著）VDM Verlag （2010年6月刊行）

『"Multiple Conceptions of Education for All and EFA Development Goals
　The processes of adopting a global agenda in the policies of Kenya, Tanzania, and Ethiopia"』

　高等教育の量的拡大とその大衆化は、先進国にとどまらず、

多くの途上国においても広く見られる現象です。その背景には、

富の創出が教育・研究活動を含む知識経済に大きく依拠するよ

うになったことから高度な知識人材の育成が各国の社会経済

発展にとって不可欠となったこと、また、初・中等教育量的拡大

が高等教育への進学需要を増大させていることが挙げられます。

高等教育の量的拡大は、一方で高等教育の質の低下や変質を招

く傾向があり、これをどのように財政的に支えるのかが国際的

な課題になっています。本書は、日本が高度成長期にどのよう

な形で私立大学の経営行動と市場メカニズムを活用しながら、

世界に先駆けた大衆化を実現させたのか、そのことがもたらし

た教育の質の低下や私立大学の経営基盤

の不安定化等に対して国・大学がそれぞ

れどのように対処してきたのかを議論し

たものです。日本には、比較的低廉な学生

の選抜度が高いエリート的な私立大学群

が存在し、教育機会の拡大・均等化にも大

きな役割を果たしています。他方で、私費

に頼った高等教育支出は教育の質の面で

大きな課題を残しており、教育計画・開発の観点からの議論の

材料となればよいと考えています。

准教授　米澤　彰純東北大学出版会 （2010年4月刊行）

『高等教育の大衆化と私立大学経営－「助成と規制」は何をもたらしたのか』
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　2010年5月6・7日にスイスで開催されたSt. Gallen Sym-

posiumという国際会議に学生代表として参加しました。この

国際会議は、世界経済フォーラムの学生版ダボス会議とも

いわれており、著名な政策担当者、学者、実業家、そして学生

が一緒になり世界が直面する様々な問題について議論する

場となっています。2010年で40周年を迎え、“Entrepreneurs   

 - Agents of Change”をテーマに開催されました。

　私は、昨年BOPビジネスと貧困削減について、いくつかの新

しいビジネスモデルの提案を取り入れて書いた小論文を投稿

したところ、運よく、St. Gallen Wings of Excellence Award

を受賞し、今回のシンポジウムに招待を頂きました。シンポジ

ウムでは、パネルセッション、ワーキングセッション等で有識

者や学生との議論に参加し、知識・知見を深めることができま

した。特に印象的だったものは、スイス・ロイトハルト大統領

による官民協力についてのセッションでした。女性の大統領

として国際・国内問題に真摯に取組む姿に感銘を受けました。

また、投稿した論文のテーマに関連して、社会起業家として

活躍されている方々と直接意見交換ができたことも貴重な

経験となりました。

　今回得られた経験と自信を糧に、今後もGSID、日本から世

界へ積極的に開発問題について発信できるよう努めたいと

思っています。

スイス・ロイトハルト大統領にFTAについて質問する平野さん

院生活動紹介

■平成22年10月1日　着任

　国際開発専攻　准教授　　米澤　彰純 （東北大学高等教育開発推進センターから）

熊谷　吉治 （愛知県立大学外国語学部・准教授）

　研究課題：談話の情報構造と能格性

　期　　間：平成23年1月～平成23年3月

国内客員研究員

NGUYEN TIEN DUNG （ハノイ国立大学・講師）

　研究課題：「グローバリゼーションと開発」

　　　　　  国際共同研究：経済統合がベトナムの成長、不平等、貧困に

　　　　　  及ぼした影響のCGEおよびミクロ計量分析

　期　　間：平成23年2月15日～平成23年3月14日

外国人客員研究員

教　員

2009年度には、『国際開発研究フォーラム』39号が発行されました。

次号40号は2011年3月の発行を予定しております。

『国際開発研究フォーラム』掲載論文は、下記URLアドレスより全文閲覧できます（21号以降）。

http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/bpub/research/public/forum/index.html

St .  Gallen Symposiumに参加

出版物紹介

平野　夢香

国際開発専攻  博士課程前期課程
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