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ガーナ報告の反響 

 

小生のガーナ旅行については、スマイル会で発表したことが、小生の大学の先輩、

新保 満さんの長年続けておられる “カナダ通信”Letter from Canada“に転載されま

した。新保さんは、カナダで社会学の分野で学位を取られた後、カナダ、日本などの

大学で研究、教育活動に従事され、現在はカナダに永住して、ボランティア活動とか、

諸々の執筆活動等を精力的に進めておられる方です。大学で教鞭を執っておられた

ときには、大変厳しい先生だったようです。しかしそのために、いまだに当時の学生達

とは濃密な師弟関係が維持されているようです。この”カナダ通信”には、新保さんの

教え子達に対する卒後教育的な意味合いもあるようにも思われます。小生、この“カ

ナダ通信”は数年前から愛読させていただいています。通信でカバーされるテーマは

新保さんの専門分野に限らず、市民にとって大事な広範な分野に及んでいます。しか

し常に高いレベルが維持されています。この常に変わらぬ高いレベル、これは新保さ

んの常に変わらぬ高い志と、新保さんの身につけられた専門分野での鍛錬の賜物な

のだろうと考え、常に強い刺激を受けています。ガーナ旅行についてはもう一つ、日

本基督教団東金教会の会報に寄稿しましたので、これもお届けします。十字軍の昔

からキリスト教は、正義の名の下に数々の愚行を繰り返してきました。最近も相変わ

らずアフガン、イラク等でキリストの名の下に同じ過ちを続けています。いい加減にし

ようぜ、と言う気持ちを込めて纏めた自戒の書、としてお読みいただければ有り難い

と思います。 

 

その 1： 『新保 満氏の”Letter from Canada“から』 

                                        ２００４年１１月２８日 

 

カナダ通信 - ２６１ 

新保 満 

 この所紀行文ばかりの感がありますが、今回はグッと方向を変えまして、アフリカに

旅行なさった方の報告をご紹介します。私の大学時代の友人に阿部哲夫さんという

ユニークな見方考え方をなさる方がいます。彼は本年６月１９日から２９日にかけてガ

ーナに旅行されました。そして、彼の属する「スマイル会」という会の例会（９月１３日）

にて「ガーナ旅行報告--感じたまま」と題して報告をされました。 

 

 阿部さんは私にその報告の原稿を送ってくださいました。拝見して大変面白いと思

ったので、ご本人の承諾を得てこの「通信」に２回にわけて全文を転載させて頂くこと

にしました。以下は阿部さんのお話しです。 
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（はじめに） 

 国連などの国際会議で、日本人は何を考えているか分からない、と言われているよ

うです。我々日本人は議論に負けることを恐れてか、間違いないことしか話さない、練

り上げていないような発言はしない。そのためもあって、個性に乏しく、面白み・新鮮

みがないとも云われているようです。 

 一人でじっくり考えた上で、しっかりと練り上げた結論を披瀝する、というどちらかと

いうと日本流のスタイルも良いと思いますが、互いの持つ情報を素材として提供し合

い、一人で考えていたのでは到底思いつかないような結論を、皆で考え出す、と言う

アメリカ流とも云うべきスタイルも悪くないのではないでしょうか。 

 今回は、小生が正確な資料に基づいて‘ザ・結論’を提供する、と言うよりも、感じた

ままをご報告することで、出席者の間に活発な議論が起こり、思いがけない面白い結

論が出てくることを期待しています。 

 正直言って、ガーナ旅行で感じたことは数多くありました。その中から今回は次の四

つのことを報告させていただきます： 

１．日本の植民地経営とイギリスの植民地経営 

２．これからの日本の海外支援 

３．植民地主義とグローバリゼーション 

４．土地改革と民主化 

忌憚ないコメントをお願いします。                                 

（１）日本の植民地経営とイギリスの植民地経営--ガーナで感じたこと 

 

＊ 考えてみれば、今回訪問したガーナはイギリスの植民地、そして小生が戦前住ん

でいた満州は日本の植民地、どちらも植民地であった。ところが両者を体験的に比較

してみるとかなりの差があるようである。 

 

＊ ガーナを訪れてみると、いかにもイギリスのガーナ占有の目的は資源の獲得と収

奪にあったなと感じられる。一方日本の満州占有の狙いは収奪にもあったことは否定

できないが、それ以上に日本という国を守るための生命線確保にあったことが痛感さ

せられる。 

 

＊ 特に当時の英、仏、露、独などの帝国主義的な動きを考えると、こうした列強に対

して防衛線を確保しようとする日本の動きには、多分にやむを得ないところがあった

ように思う。 

 

＊ ガーナに対するイギリスの投資と言う観点から見てみても、投資の回収効率を考
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えてか、かなり軽いものだったように思われる。鉄道もあるのはあるが、ほとんど軽便

鉄道と云ったレベルのものだったようである。国土開発の基礎を築くと言うよりも、取り

敢えずこの植民地で生産されるカカオとか金とかいった原料を積み出せれば良い、と

言ったレベルのものだったように見える。植民地時代に首都になったアクラにしても、

現状から類推されるその都市計画とか実際の実施内容は、いかにも植民地レベルと

言うべき低いものだったようである。 

 

＊ これは満州での実態と比べてみると、両者の違いが良く分かる。満州を見てみる

と、交通網、通信網とも当時の日本内地のレベルに相当するか、それを凌駕するもの

であったと思われる。満鉄中心に整備した鉄道網は、満州全土をカバーする計画で

始められた本格的なもので、日本本国の狭軌にたいし広軌であった。中でもアジア号

と命名された列車は、当時世界最新最速のものとして知られ、全車両が完全冷暖房

であった。1960 年代半ばに開業した日本の新幹線には、アジア号のアイディアが数

多く活かされたと云われている。満州が長期の展望に立った腰を据えた国造りだとす

ると、ガーナは悪く言うと、短期回収を狙った山師的開発とも言えるように感じられた。 

 

＊ 都市整備の面で見ても、満州の首都新京は、明らかに当時世界第一線級の都市

計画をベースにしていた。新京のレイアウトを一見すると、そのことが良く分かる。新

京駅前からスタートした広い大通りは、まず新京の中心部にある広大なロータリーに

繋がり、そこから更に放射線に伸びる幹線道路によって街の各部と繋がっていた。こ

れら主要な幹線道路は、車道、街路樹、馬車道、歩道とに分割され、その舗装も、昨

今の日本の道路建設に見られる最新レベルに匹敵するものであった。新京の主要部

分は、バスとか路面電車で網の目のように結ばれていた。また多くの住宅街には、地

域暖房が整備されていた。各地域毎にボイラーと呼ばれていたスチーム発生センタ

ーが配置され、そのセンターから各家庭に暖房用のスチームが配給されていた。各

家庭のトイレは当時既に水洗であった。（戦時中小学生だった小生は、家族と一緒に

一夏日本への旅行で来日したことがある。その時日本で一般的だった汲み取り式トイ

レに怖い思いをさせられた。）戦後 60 年経った今でも、日本ではお目にかかったこと

がないレベルの街で、1960 年代半ばに留学したアメリカのフィラデルフィアに住んだと

き、昔住んだ新京に似ているなと感じた。 

 

＊ 数年前に昔満州にいたときの級友達と満州、中国を訪れ、かって住んでいた新京

を見てまわった。通常子供の時に見た場所は、大人になってから見ると、こここんなに

小さかったかな、こんなに狭かったかな、と感じるのが一般的だと云われている。とこ

ろが数十年ぶりに訪れた新京では、至る所で、この道こんなに広かったかな、このロ

ータリーこんなに大きかったかな、こここんなに立派に作られていたかな、と思わせら
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れることが多かった。通常の我々の経験とは逆の経験をしたことに、少なからず驚い

た。何故こうしたことが起きたのだろうか。多分実際の新京の方が、記憶の中の新京

より大きかったからではないだろうか。同時に、こうした一流の大きな都市を建設しな

ければならない、と考えた当時の日本人の切迫感、緊張感、それとそれをやり遂げた

彼等の意志、心意気と言ったものを感じて深い感銘を受けた。他人様の土地を支配

すること自体は、やはり誉められることではない。しかし英、仏、露、独、米など、当時

のオオカミのような列強から日本を守るためには、他国から侮りを受けないだけの防

衛戦を築かなければならない、と考えて必死に満州建国のために頑張った先人達の

心情が感じられて、思わず粛然とさせられた。彼等は日本を守るために、自分の国を

作るような気概で、満州建国に真剣に取り組んだのではないだろうか。 

 

＊ 確かに満州は、特に冬期極寒の地であるだけに、全ての面で重装備を必要とす

る地域である。一方ガーナは、赤道直下の熱帯にある地域だけに、気候の面から見

ても軽装備で済む所である。また満州を日本が支配したのは 1930 年代-1945 年のこ

とであり、一方イギリスがガーナを植民地としていたのは、1870 年代から 1957 年まで

のことであった。この支配した時期の差と言ったことも、満州に対する日本の投資とガ

ーナに対するイギリスの投資の差に関係しているかも知れない。しかし満州とガーナ

における投資の違いは、気候の差とか支配した時期の差では説明できないほどの違

いがあるように思われる。小生には、宗主国であった日本とイギリスの満州及びガー

ナに対する姿勢、基本的な姿勢の差が投影しているように思われる。基本的に、最も

遅れて近代化し、近代化し始めた途端に所謂列強からの侵略に備えなければならな

かった日本は、自国防衛のためにも、その周辺に、防衛線とも云うべきしっかりした植

民地を確保せざるを得なかった。一方イギリスは、長い間列強の雄として世界各地に

植民地を抱え、ガーナを沢山のイギリス植民地の一つとして、効率的に原料確保、奴

隷積み出し等が出来ればよいと考えていたのではないか。この日本とイギリスの満州

及びガーナに対する姿勢の差が、大きく満州とガーナへの投資の差に影響していた

のではなかろうか。 

 

＊ ところで小生が日本及びアメリカの企業で仕事をしてみて感じたことの一つは、両

者の間にある経営スピードの差であった。アメリカの企業で働く前から、アメリカの経

営はスピーディだとか、短期志向だとか聞かされていた。日本の経営者が長期展望

に立って経営しているのに比べ、アメリカの経営者は短期指向で、短期の利益を上げ

るために長期の利益を犠牲にする傾向すらある、と言うニュアンスのものであった。

実際に日米双方の企業で働いてみた結果、アメリカの経営は予想以上に短期志向だ

と痛感させられた。小生がアメリカの企業に入った 1980 年代前半当時、日本の経営

管理は一般に実質 6 ヶ月単位で行われていたと思う。予算なども 6 ヶ月単位で達成す
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ればよい、と言うものであった。ところが小生の入ったアメリカの企業では、現実に月

単位でケリを付けていた。それどころか月単位の成果を間違いなく上げるために、週

単位の管理にすら真剣になると言うほどであった。企業の現場で米企業の経営実態

を見てきた経験から云うと、長期志向と言われる日本の経営、短期志向と考えられる

アメリカの経営には、それぞれに一長一短がある。上手く両方のスタイルを使い分け

ることが出来れば、それぞれの持つ欠点を補完することが出来そうである。（現時点

ではグローバリゼーションの考えが世界を席巻し、日本の経営も多分にその影響を

受けて短期志向になり、昔に比べ遥かにスピーディなっている。そのこと自体日本に

とって悪いことではない。しかし短期志向スピーディ経営の持つ負の問題が、いずれ

不可避的に顕在化してくると感じている。） ガーナでのイギリス式植民地経営を満州

での日本式植民地経営と比較した時に感じた最初の一つは、この短期志向と長期志

向と云うことであった。出来るだけ少ないインプットで最大のアウトプットを獲得しようと

云うアメリカ流の経営スタイルが、ガーナでのイギリスの植民地経営に投影されてい

ると言うことであった。この経営スタイルは、“成果はどれだけ真面目に努力したかで

決まるものだ。まず悔いない努力をしよう”と言う日本流の経営スタイルと大きく違うよ

うに思われた。案外このイギリス型経営とアメリカ型経営には、植民地経営と企業経

営の差があるにしても、アングロサクソン型と云うことで一つに括れる共通点があるの

かも知れない。 

 

＊ いずれにせよ日本が満州という植民地を支配したのは、十数年という短期間であ

った。その間日本は満州を真の近代国家にすべく、ひたすら社会資本の充実、産業

基盤の整備拡充に努めた。日本は 1945 年の満州崩壊時までに 100-117 億円の対満

投資を行った。また、戦後の満州は、中国の重工業生産の九割を占めていたと云わ

れる。日本が必死の思いで満州に投資したこれらの膨大な資本・設備は、日本の敗

戦後そっくりソ連と中国に接収されてしまった。毛沢東は 1945 年 4 月の中国共産党七

全大会で、“もし我々が全ての根拠地を失っても、東北さえあれば、それで中国革命

の基礎を築くことが出来る“と述べているそうである。（黄文雄著“満州国の遺産”光文

社刊） 

 

＊ 満州建国を日本のビジネスと考えると、このプロジェクトは、アウトプット（投資） だ

けでインプット（収益）のない最悪の投資案件であったとの感を強くする。 

 

注： 戦前満州と云われていた地域は、現在中国東北部と呼ばれているが、戦前戦

後の対比、ガーナとの対比を鮮明にするため戦前の名前を使った。 

因みに、現在ガーナと呼ばれている地域は、戦前はゴールドコーストと呼ばれてい

た。 
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（２）これからの日本の海外支援--ガーナで感じたこと 

 

＊ 従来日本の海外支援は、概ねハード中心、モノ中心であったと言えるのではない

だろ うか。今までの国際情勢・慣行、日本の状態からするとやむを得ないことであっ

たのだろう。しかしこれも見直すべき時期に来ていると思われる。 

 

＊ 最近のモノ中心の海外支援を見ていると、提供する日本側にも数々の問題が生

じてきているようである。相手のニーズに必ずしもマッチしていない援助、予算をつけ

て後は丸投げするだけの援助、単に予算を消化するためだけの援助、利権絡みの援

助等々、相手のためにならず、こちらの血税を無駄にしているだけの海外支援の事

例が数多く報告されている。 

 

＊ そろそろこうしたモノ中心の海外支援は、相手のニーズ本位を徹底し、見直すべき

時期にあるようである。何よりも相手のためになることを最優先すべきである。 

 

＊ 各国の発展を見ていると、その発展に最も影響を与えているのは、適切な基本構

想と人材の育成強化である。 

日本の今までの成長を支えたのも、まず第一に富国強兵、殖産興業、教育振興と言

った国造りの基本方針が適切だったことである。 

 

＊ 次に人材の育成強化に特に力を注いだことである。日本は、江戸時代までの間に、

既に社会の各部分、各階層で、かなりの人材強化が行われていた。その上明治政府

は、早急に西洋文明を日本に定着させるため、教育に力を注ぎ、広く人材の底上げを

図った。これが日本の発展に大きく貢献した。初等中等教育の徹底化は、日本人の

均質化・標準化に大きく影響し、その後の日本の産業力、軍事力の強化に大きく貢献

した。 

 

＊ こうした経験からしても、これからの日本の海外支援は、色々批判の多いモノ中

心、ハード中心の援助から、人材強化の支援に大きく転換してはどうであろうか。途

上国にとって一番貴重なものは人材である。ところが多くの途上国では、この人材、

取り分け一国をリードする人材が不足している。 

人材は自然に与えられることは少ない。それなりに育成強化の努力をしないことには

得られない。成功した国々は、いずれも人材の選定を含めた育成強化に努めた国々

である。 
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＊ 日本は、欧米以外の国の中で最初に近代化に成功した国である。この国が成功

したのも、繰り返しになるが、国造りの骨格作りと人作りに成功したからである。特に

国造りの初期の段階で、その指導層の育成強化に成功したことが大きい。 

 

＊ この点については、明治政府がスタートした直後の明治 4 年に日本を出発し、長

期に亘り欧米を視察した岩倉使節団の事例が大いに参考になるように思われる。（泉

三郎著“堂々たる日本人”詳伝社黄金文庫） 

視察団の団長・特命全権大使は岩倉具視、副使は木戸考允、大久保利通、伊藤博

文、山口尚芳の 4 名、まさに日本現代史に残る指導者をカバーする総員 48 名の大使

節団であった。 

彼等は、公家、長州、薩摩、土佐、肥前、旧幕臣等からの出身者で編成された。彼等

は、一緒に同じものを視察し、同じ話を聞き、国造りのための討議を重ねたにちがい

ない。まさに一国の指導者達の 1 年 9 ヶ月に亘る移動合宿の趣であったに違いない。

これこそが日本の国造りのコンセンサス形成に、大いに役立ったのではないだろう

か。 

 

＊ この岩倉使節団の事例は、日本が途上国の人材育成に協力する上で数々のヒン

トを与えてくれる： 

・ まず日本は十分な準備をした上で視察団を受け入れる。 

・ 当然日本は、一流のアドバイザーを準備する。 

・ 視察団には、途上国・日本間で慎重に検討、本当に途上国の指導者、トップリーダ

ーである人々を選定する。 

・ 視察団は、合宿、集団行動を原則とする。一緒に視察、実習し、それをもとに自国

への適用を考え討議する。 

・ 期間は長期、最低でも 3 ヶ月以上を原則とする。 

・ 実際に自国で役立つ思考力、技能を身につけさせる。 

・ 自国の問題を取り上げ、アドバイザーのサポートも得て、プログラム期間中にそれ

の解決案を作る。 

・ 帰国後解決案に沿って実行、その結果を自国関係者、日本のアドバイザーとレビ

ュー、必要な修正を加え再実行。 

・ 全てのプログラム期間中の費用は日本持ち。プログラム実施に伴う投資は日本と

途上 国間で討議、決定する。 

 

＊ アメリカのビジネススクール等が、トップエグゼクティブ対象に行っているプログラ 

ムなども大いに参考にしたらよい。 
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＊ こうしたプログラムを継続することによって、日本にも途上国発展のためのノウハ

ウが蓄積され、改善されて、行く行くは日本が、途上国の発展支援センターになる。こ

うした発展支援を通じて、日本と途上国の関係が真に緊密なモノになり、日本が相手

に見える国になる。モノ絡みの支援に伴って噂されてきた数々の利権絡みの黒い噂

からも卒業できる。（インドネシア、フィリピン等々） 

 

＊ 最近の日本の途上国援助は、この方向に動きつつあると聞かされることがある。

しかしこのシフトは、ハッキリと予算面にその変化が現れるほどのものでなければなら

ない。日本のお役所特有の漸進方式は、それこそこのグローバリゼーションの時代に

は相応しくない。 

 

＊ このシフトは、国家予算全体の効率化にとってもプラスに働くと思われる。 

 

その 2：『日本基督教団東金教会会報から』 

2004 年 8 月 10 日 

ガーナを旅して 

阿部哲夫 

 

去る 6 月の後半、アフリカのガーナに行って来ました。 

かって、長い間、西欧の植民地だったアフリカには、今まで行ったことがなく、前か

らこの地に興味があったこと、偶々現地に行っている友人から誘われたこと、等が理

由でした。 

片道に 2 日もかかり、黄熱病の予防注射が必要な地域でもあること等から、多少の

ためらいもありましたが、アフリカを見てみたいと云う誘惑に負けて行ってきました。 

正に百聞は一見にしかず。やはり行って良かったと思います。今回はこの旅で見た

こと、感じたことの一部をご紹介したいと思います。 

現在ガーナと呼ばれる地域は、もともとアサンテと言う王国が支配していました。こ

の王国は、1817 年にイギリスと平和条約を結びますが、イギリスに何かと難癖を付け

られ、結局 1902 年にはイギリスの植民地にされてしまいます。（幕末から明治にかけ

ての日本を見てみると、日本にも同じ危険性があったのですね。植民地にされたガー

ナと植民地になることを免れた日本を比較すると、日本は本当に運が良かったと思い

ます。） 

第二次世界大戦後の植民地独立の機運もあって、ガーナは、エンクルマ等の指導

のもと、ようやく 1957 年、ブラックアフリカ最初の独立国になります。その後新興国特

有の長い深刻な混乱期を経験しましたが、現在はようやく安定期を迎え、成長期に入

り始めたようです。 
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ガーナは、植民地時代はゴールドコースト（黄金海岸）と呼ばれ、今でも金（キン）と

チョコレートの原料カカオが、二大輸出品です。今回の旅行では、世界有数と言われ

る金鉱とカカオ研究所を見てきました。 

またここガーナは、日本人研究者として高名であった野口英世が、黄熱病の研究

に一命を捧げた地としても有名です。彼が日夜を問わず研究に邁進したと云われる

研究所が今でも残っています。数十年後に訪ねると、彼の執念とか無念とかが感じら

れて、思わず粛然とさせられました。 

エンクルマ達が 1957 年に独立を宣言した所も、独立記念館として首都・アクラに維

持されています。独立に歓喜した後、ガーナの経験した数多の苦難を考えると、国の

独立とは如何に困難なものかを改めて考えさせられました。 

今回のガーナ旅行で最も記憶に残ったのは、エルミナ砦とケープコースト砦でした。

いずれも海辺に建てられており、奴隷の積出施設として使われていたところです。今

は世界遺産として多くの観光客が訪れています。 

エルミナ砦を例にとってご説明しましょう。砦の最上階は全フロア総督用です。その

下に士官のフロアがあり、更にその下には兵隊用のフロアがあります。最下層が奴

隷収容用で、窓はなく、ほとんど真っ暗でした。多くの奴隷は、こうした砦に収容され

ている間とか、船で運搬されている間とかに亡くなったそうです。我々の見学中に、ア

メリカ系と見られる黒人も一緒になりましたが、皆憮然としていました。 

砦の中庭には教会が建っていました。砦を占有していたポルトガルとか、オランダ、イ

ギリスの連中が、日常的に奴隷相手にやっていたことを考えると、砦の真ん中に建つ

教会には、何とも強烈な違和感を受けました。ガイドの説明によると、士官達の云うこ

とを聞かない女奴隷達が辱めを受けたと言う場所も、中庭には残されていました。何

とも醜悪で陰惨な場所としか言いようのないところでした。 

以前スペインに旅行したときに、古い大きな寺院に案内されたことがあります。 

薄暗い高い天井からは、古くなって、赤黒くしか見えないぼろ切れがつるされていまし

た。ガイドの説明によると、名のある枢機卿達を偲んで、彼等が生前使っていたガウ

ンと帽子を天井からつるしているのだ、とのことでした。何か偶像崇拝に繋がるものを

感じさせられました。また祭壇も、高額寄付者用の席と一般用の席とが分けられてい

ました。ここでも割り切れないものを感じました。 

スペインにはモスレム統治時代の痕跡が色濃く残っています。見た感じからすると、

モスレムの方が偶像崇拝的な要素が殺ぎ落とされており、皆が平等に扱われている

ようにも見えました。 

所謂キリスト教国のやってきたことを実態に即してみてみると、キリスト教も結構俗

悪で、醜悪なところを持っているな、と改めて感ぜられた旅でした。 

 


