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 暦の上でははや立冬とのことですが、このところ暖かい日が続きとまどいを感じす。 

 先の開成会では久し振りに貴君にお目にかかり、一言あるべしのかわらぬお元気

な様子に接し喜んでおります。皆さんの話を伺っていますと、年相応に老いの問題を

かかえているご様子で、私も人並みに、この真には狭心症の治療として冠動脈のバ

イパス手術をおこない 20 日間ほど入院しました。幸い順調に回復しましたので、皆さ

んのお顛を拝見して、自分が生きていることと、生きてきたことを確認したくて出席し

た次第です。術後 100 日を超え切開した胸骨も接合したようで、胸の違和感もとれて

きましたのでご休心ください。 

 開成会のあとすぐにガーナ旅行の印象記をお届けいただきながら、公務や検診、孫

たちのことなどが錯綜し、コメントをというお言葉に応えたいと思いながら、だいぶ時

間が経ってしまいました。申し訳なく存じます。 

 コメントをということですが、何分私自身ガーナにいったことはなく、また海外生活を

長くつづけた経験もありませんので、コメントするにも物差しがあてにくいのを感じてい

ます。しかし折角貴君が長文の印象記をまとめておられるので、まとまりませんが、気

楽な気持ちで読後感を記します。これをコメントとして受け取ってください。 

 

 1 ガーナについて 

 私は、地理学や地理教育を研究分野としこの分野の授業を担当し、高校の地理教

科書も執筆してきましたが、ガーナという国が今日の日本の地理教科書に登場してく

ることはまずありません。ガーナのみでなく、世界の国々の状祝を扱う場面が近年と

みに少なくなっています。それは国々の地理を学習するのではなく、学習する仕方を

学ぶことに力点がおかれているため、異体的な地域や国については事例としてとりあ

げられるという状況です。そのためもあって、南米やアフリカの国々はあまり登場しな

くなっています。従来でもアフリカ大陸の国々では、エジプトと南アフリカはありますが、

あとはケニア、ナイジェリアがあれば多い方でした。ただ小学校では、人物史中心の

日本の歴史学習のなかで、取り上げるべき 42 人の中に野口英世があります。彼の活

動や業蹟は教えられていることとおもいますが、客死の地となったガーナやアクラが、

どのような気侯風土の土地であり、どのようか歴史をもち人々の生活が営まれている

のかが教えられることは余りないかと思います。私自身、ガーナについての知識は極

めて希薄です。かってこの地はゴールドコーストと名付けられ金の産出はいまも続くこ

と、熱帯風土病やマラリアが多く、白人の墓場といわれていたこと、カカオ豆の世界的

産地であること、イギリス植民地であり、アフリカ諸国の中では戦後早く独立を達成し
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たことぐらいの知識しかなく恥ずかしい次第です。 

 それで、観光地として知られているわけでもなく訪れることの少ないガーナに貴兄が

いってこられたとのことで、ガーナの人々の生活のありさま、自然の景色など宅地の

情報を知識として少しでも得られたらなと思い、貴兄のお話に関心をもった次第です。 

 

 2．「日本の植民地経営とイギリス植民地経営」について 

 この文章では、イギリス式植民地経営は短期志向で投資は軽く、金やカカオ豆とい

った原料積み出し型であったことが、アクラの都市計画や軽便鉄道並みの鉄道など

の充実度から読取れるとしています。 しかし端的にいって、これだけの文章とその内

容だけでは、アクラや現地の情景が浮かびません。都市の風景をつくっている道路の

広狭、直曲、建物の配置、高さや揃いかた、商店やバザールの活況、一般の住宅の

様子、鉄道や自動車の普及状態や利用状況、学校、病院、寺院、公園などの建物規

模や利用状態などをもう少し伝えてくれて、その中でイギリス的なものは何か、それ

が物語るその機能や重要度などについて指摘してもらえないと、イメージがつくりにく

いです。また農村景観でも、カカオ豆の産地はどのような景色なのか、特徴的な景色

はあるのか、家族的農家経営の中でおこなわれているのかそれとも、大規模農場が

中心となって産地が形成されているのか、カカオ豆の生産や流通をにぎっているのは

誰か、地元の人々か、イギリス資本か、多国籍企業の資本なのかなどについて、説

明的な記述がほしい。そうでないと、貴兄の言いたいことが裏付けを欠くことになり、

伝わってこないように思います。 

 日本の満洲での植民地経営政策とイギリスのガーナでの植民地経営政策を同じ土

俵に乗せて論ずることには無理があるように感じています。日本にとって満洲は日

清・日露の戦役で血を流して獲得した土地と権益であり、鉄と石炭という最重要鉱産

資源のある地域であり、かつ農業開発可能な広大な地域が展開する土地であり、当

時主張されたように、日本経済を支える地域であり、生命線であったわけです。いや

生命線になるように資本と技術と労力を投入して育ててきた土地といってよいでしょう。

その植民地経営の背景には軍事力が常にあり、その軍事力のコントロールができな

くなって世界大戦にまで行ってしまったわけです。 

 イギリスは世界の海を支配し多くの海外植民地を展開させたが、最も長期にわたり

最も重要視した植民地としては、インド帝国であったといってよいと思います。インドは

イギリスにとって地理的には遠い国ではありますが、資源や穀物の供給地として、ま

た製品の市場としてインドの地位は極めて大きいものがあり、生命線とは言わないま

でも、イギリス産業経済の発展、政治の展開をみる上で、不可欠な存在であったと思

います。生命線という重みで植民地経営や政策を比較するなら、インドと満洲の比較

の場合のほうがいいように思いますが、これも歴史的経緯や土地の文化、時々の国

際国内の経済動向、国際関係がありますから、容易ならざる問題になると思います。 
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 イギリスの植民地政策のなかで、ガーナはどのような意味と地位を持っていただろう

かを推測すると、国際関係では、ギニア湾岸への権益地として、当初はオランダ、後

にフランスやドイツの侵出をおさえる意味をもち、生産物では金とカカオ豆に特化した

土地として経営してきたと思われます。これらの生産物は他の植民地でも産出される

ものであり、金はともかくカカオ豆は嗜好品であり、近代産業に欠くべからざるもので

はないですし、この地は工業製品の市場としても大きいとはいえないです。一方この

地は白人の墓場と言われるほど、白人のみならず現地人も風土病に侵されてきた不

健康な地域であり、黄熱病は克服されましたが、今日でも健康管理に最も注意を必

要とする土地であるとされています。戦後の独立が最も早く達成された背景には、植

民地の維持管理のための費用と特産品の利益とのバランスが問われたであろうし、

国際関係の大きな変化があり、植民地を政治的に維持する理由も失われたこともあ

ったと思います。 

 

 3 「これからの日本の海外支援」について 

 「日本の海外支援は、おおむねハード中心、モノ中心であったが、これからは人材

強化の支援に大きく転換してはどうであろうか」という貴君の意見におおいに賛成しま

す。 

 日本の海外支援は、戦争被害の賠償という形をとって、東南アジア諸国を中心には

じめられ、相手国の社会資本の充実として機能した面も多々ありますが、同時にそれ

は日本の土木工事市場の拡大を意味し、日本製品の市場拡大を意味してきました。

現地のニーズがないのに立派な道路をつくり、横をかけ、スタッフもなくレベルも合わ

ない立派な施設の病院に医療機器をいれ、結局宝の持ち腐れになってしまったもの

など、問題が多いと聞きます。こうした現地の実情に合わない援助が行われることは

日本の場合ばかりではないようで、ベトナムでみた旧ソ連のつくった立派な橋は車も

人影も見えませんでした。 

 そうしたハード中心の援助から、人材強化の支援にかわる必要性は結構以前から

言われ、ています。貴君のあげたトップクラスの人材養成とは異なりますが、大学関

係でいえば、文科省のうちだした留学生 10 万人受け入れ体制もその一つと思います。

しかしこのプランもあまり順調に進んでいるとは思われません。来日しなければ留学

試験が受けられない状態が長く続き、最近漸く現地での試験がはじめられたという状

態です。来日した優秀な学生が高い生活費のためにアルバイトに時間をかけている

実情があります。別の角度から留学生問題をみると、日本の労働市場は安い労働力

を外国人労働力に依存する傾向をつよめていますから、結果的にはこれに応えるこ

とになっていますが、本来の姿ではないと思います。さらに大学が商売の対象になっ

たため、学生数確保のため留学生を積極的に募集をしている状況があります。アメリ

カの大学が日本に進出して学生募集しているのと同じです。大学の教育や研究の質
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が問われているように思います。 

 ところで、貴君のテーマからははなれますが、今日日本の国家財政が大赤字の中

で、原爆をもち有人宇宙衛星を飛ばし多くの国々に経済援助をしている中国に、日本

は巨額の ODA 予算を組む必要があるのかが国会でも議論されています。その通りで

あり廃止に賛成したい面もありますが、私は廃止ではなく大気汚染など環境対策、留

学生支援対策など、中国と日本の双方に役に立つ支援はあるべきであり、さらに外

交の切り札としても持っているべきではないかと思っています。 

 

 4 植民地主義とグローバリゼーション 

 貴君の経験として、イギリスとかフランスの人達は世界各地に自分達の支己権を確

立し、植民地から多くの富を収奪してきたことを意に介さないようであり、植民地にさ

れた人々の反応も、ガーナでみたかぎりでは、穏やかなものであるとして、満洲、朝鮮

などの問題を気にしている日本の状況と対比しています。 

 この問題も単純ではありませんが、多分にそれまでの双方が作り上げてきた歴史の

所産みたいなものがあり、法律解釈や経済問題としての対等性は解決はできても、

文化的な優位さ、心理的抵抗感のようなものは、時間がかかってつくられてきたもの

があると思います。ヨーロッパ諸国は互いに侵し侵される歴史を持ち、そこでの覇権

争いを世界分割にまで拡大していったわけですから、勝者すなわち支配者であり、敗

者すなわち被支配者であるとして行動してきたと思います。東アジアでも国家の興亡

が繰り返されたことは歴史の教えるところですが、日本は島国として比較的外圧を被

ることが少なくこられたという地理的歴史的環境が、日本人の行動様式や心理的葛

藤を生んでいると見るのは大まかな捉え方すぎるかもしれません。島国根性というこ

とばは、独善がり、世間知らずと否定的に使われることが多いかも知れませんが、島

は閉鎖牲を持っていますが、同時に周囲への開放性をもっています。この点日本も、

イギリスに学んで、広く開放的で柔軟な対応ができる姿勢を身につけるべきでしょう。 

 グローバリゼーションについてですが、貴君の文では、1960 年代からあり 1980 年代

にはひろく使われ始めたとあり、恐らくそうだと思います。でも素人の私には旧ソ連が

崩壊しバックス・アメリカーナになった時期に、我々の回りで日常的に使われるように

なったように思います。世界が資本主義に一本化され、市場が世界全体に拡大され

たとなれば、利潤の追及が資本主義社会の原則ですから、市場を支配したものが最

も大きな利益を生むことになり、そのための標準化、効率化による生産性の向上、規

制の緩和を急ぐことになるのだと思います。富める国と貧乏な国の格差は拡大し、不

平等感は世界を覆いつつあります。これではテロは無くならないでしょう。 

 貴君は、ポスト・グローバリゼーションを考え、国連を改革強化した国際機関のもと

で政治・治安・文化などを進めること、経済は市場経済を原則とするが、組織・法律の

面で公正取引を強化することを提案されていますが、スケールの大きな話で全体が
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捉えられませんが、当面の理想像としては結構なことだとおもいたいです。しかし現実

の歩みをみると悲観的にならざるを得ません。アメリカ一国主義の前に国連の権威も

実力も押し込まれています。日本は国連中心主義を唱え、小学校の教育でも、世界

の国々の学習はなくても国連の役割と重要性を学習します。しかしイラク戦争では十

分な説明もないまま国益としてアメリカに組し派兵まで踏み込みました。国連中心主

義との矛盾をあらわにしました。経済的にアメリカと一体化し、アメリカの市場開放政

策つまりグローバリゼーションを進める必要がある日本の資本主義は、アメリカにブ

レーキをかけられないのだとおもいます。 

 

 5 「土地改革と民主化」について 

 土地所有の問題は現代社会組織の基本に関わる問題であり、民主化を社会進歩

の理念とすれば、土地所有の平等性が確保される改革がなされて、社会の民主化、

平等化が実現に近付くことは歴史の教えるところです。貴君のレポートでは、ガーナ

では少数の伝統首長が土地を所有し、その上に政治的経済的実権を持っているよう

です。間接統治の場合、植民してきたイギリス人はどのような形で土地を所有し管理

してきたのであろうか。 

 わが国の場合、江戸時代は土地を個人的に所有する概念は乏しく、土地は殿様の

ものでありこれを借りて耕作する考え方であったかとおもいます。明治の廃藩置県は、

中央集権化を進めるために断行したものですが、同時にこれにより最大の地主は国

家となり、広大な官有山林地や農地、皇室御料地が各地に造りだされることになり、

国の財政基盤を確立するための作用をしたと理解しています。また大地主層といわ

れるのが各地に成立してくるのは地租改正後であり、土地に資本主義的価値ができ

たためときいています。戦前の小作争議は大きな社会問題でしたが抜本的改革はつ

いにできませんでした。戦後の農地改革による自作農創設の事業は、土地を取上げ

られたものには大変な痛みを強いるものでしたが、自作農創設による食料の生産増

大は食料危機を救い、農村の民主化をすすめ、今日の日本を特色付ける平等化され

た社会を実現させていったと思います。しかし日本も土地問題から脱却できたわけで

はないことはいうまでもないことです。アメリカ財政を救うために内需振興が叫ばれ土

地バブルとなり、これが弾けて長い不況になってしまいました。これを打開するために

は、平等化されみんな同じになってしまい進歩が無くなってしまった社会はよくない、

競争の原理を取り入れろということで、グローバリゼーションの流れの加速化が進め

られていると思います。いささか短絡過ぎるのを承知で絵をかいて見ましたが、ガー

ナの土地も問題には関係なさそうです。 

 

 貴君の「ガーナ印象記」には、当初私が勝手にイメージしたガーナの土地の自然の

景色、都市の景色、農村の様子についての情報は、はとんどありませんでした。しか
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し、貴君の出されたテーマ、植民地経営の比較、海外支援のあり方、グローバリゼー

ションの意味、土地改革と民主化など大変面白いと思いました。普段こうしたことにつ

いてまとめて考えたことがありませんから、あれこれ書下し的に書き、まとまらない思

い付き的なものになってしまいましたが、ご容赦ください。 

今日は東京は木枯らし一号が吹いたようです。ご健康に留意しご活躍ください。 

また元気でお目にかかりましょう。 

 

2004 年１１月 16 日 

白井哲之さん、 

 

阿部哲夫 

ガーナ旅行報告 

 

ご丁寧なコメント、有り難う御座いました。 

「ガーナに行ったこともなく、－－物差しが当てにくい。気楽な気持ちで読後感を記

します」とのことですが、「矢張り専門家というのは違うモンだな。指摘箇所がポイント

を突いている。こういう御仁が友人で良かったな」と言うのが、白井さんからコメントを

頂いたときの正直な感想です。本当に有り難う御座いました。 

白井さんのコメントに対し、地理学とか基本的な学問的素養は全くありませんが、

素人としての小生の考えを率直に書いてみたいと思います。なお白井さんにお送りし

たこのレポートは、スマイル会で報告した第一部“見たこと・聞いたこと”に次ぐ第二部

“感じたこと”なのです。第一部は日誌的に纏め、スマイル会の例会では、写真を使い

ながら報告しました。またこの第二部は“考えたこと”としたかったのですが、何分実質

一週間の旅行で突っ込み不足。と言うことで“感じたこと”とした次第です。 

                   記 

1．ガーナについて： 

 ガーナは日本では本当に知られていない、関心を持たれていない国ですね。文献も

少なく、図書館などに行ってもあまり情報はなく、旅行代理店に行っても扱うところは、

特殊なところを除いて皆無という状態です。小生自身、ガーナは勿論アフリカと云うと

ころに行ったことがありませんでした。ただ人生の中で“百聞は一見にしかず”と言うこ

とは痛感していましたし、行ったことのないアフリカは、自分の中で何か欠落したとこ

ろと言った感じを持っていました。そうした時に、ガーナに来ないかとお誘いを受けた

のです。こうしたチャンスでも生かさないことには、アフリカに行くことはないなと直感し、

行くことを決意したというわけです。 

結論が先になりますが、やはり行って良かった。幸運にも恵まれ、豊になった日本

人は、列強に植民地にされ、未だにその後遺症に悩まされている、貧しいアフリカの
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国々を見る必要があるな、と改めて痛感させられました。言い方はおかしいですが、

アフリカ、中近東、インド、中国と言った国々が西欧の植民地になってくれたお陰で、

日本は列強来訪までの時間稼ぎが出来たし、列強のやり口について学習しておくこと

もできた、と言えるのだと思います。海外支援と言ったものも、こうした共感があって始

めて魂が入るのだと思うのです。 

2．日本の植民地経営とイギリスの植民地経営について： 

白井さんからは、もっとガーナについての多面的な情報を、と言うご注文ですが、

先ず上述の小生報告・第一部をご覧下さい。（スマイル会のホームページに何枚かの

写真と一緒に載せてあります http://www.smile-kai.com/ ）。もう一つは、参考文献

に載せておいた高根務著“ガーナ”（アジア経済研究所刊）をご覧下さい。小生が入門

書として使ったものです。あと白井さんに提供できる情報は、上記第一部の原稿をお

見せするか、直接お目にかかってお話しするしかありません。 

ところで、ここでの小生のアプローチの一番の問題点は、日英の植民地経営を比

較するときに、満州とガーナを取り上げたことだと思います。両国の植民地経営を正

面から比較しようとするのであれば、この取り上げ方では客観性は保証されませんし、

正しくもありません。もっと広範に両国の植民地を比較し、そこから浮かび出てくる差

を総合的に検討するか、両国が最も気合いを入れて築こうとした植民地を取り上げて、

それ等を比較検討すべきでしょう。 

小生が偶々ガーナに行き、ガーナを見たとき、咄嗟に、かって少年時代を過ごした

日本の植民地・満州のことを思い浮かべたのです。ガーナはイギリスの植民地、方や

満州は日本の植民地、両者を比較すると、何かが見えてくるのではないか。そうして

見えてきたのが、超後発の零細企業で生き残りに必死な企業・日本と、多角化も進み、

富の蓄積も巨大な先進企業・イギリスだったのです。超後発の日本は、豊かな先進国

のやり口・帝国主義的な手口を必死に模倣しようとし、それに賭けた。ところが時既に

遅く、掛け金は全て没収され、最悪の結果に終わりました。その過程で多くの人命も

犠牲になりました。こうしたことを考えるうちに、“日本が他人の国を植民地にしたこと

は正当化されることではない。しかし当時の弱肉強食が常態化されていた当時の事

情を考えると、日本のやったことは、正当化出来ないまでも、弁明は許されるのでは

ないか”と思い始めたのです。 

ガーナに行くまでは、満州などを植民地にした大半の責任は日本側にあった、と思

っていたのですが、ガーナに行ってからは、これは少しナイーブな考え方だったかな、

と思いなおしているところです。 

3．これからの海外支援について： 

平和、福祉、教育、環境保全等は世界全体の課題です。白井さん指摘の通り、こう

した面で国境を越えて協力しあうと云うことは、誰のためではなく、皆のため、世界の

ためです。その意味でも、ブッシュの京都合意からの脱退は、とても正気の沙汰とは
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思えません。泉三郎著“堂々たる日本人”（祥伝社黄金文庫）をご覧下さい。小生大い

に刺激されました。 日本が、これから成長しようとする国に何をしてあげれるか、に

ついてのヒントが得られると思います。 

4．植民地主義とグローバリゼーションについて： 

グローバリゼーションも、生産性を上げるなど良い点は数多くあります。しかし、何

事も、長所は短所、短所は長所なのです。グローバリゼーションも、あまりに肯定され

過ぎると、多くの問題を招来します。多様性、個性を抹殺する傾向があります。人間に

必要なスローライフ、スローフードといった生活パターンを破壊する可能性があります。

小生、最近は、一つの考え方、一つのやり方にあまり執着することなく、状況に応じて

色々な手だてを使い分けることが大事ではないか、と思い始めているところです。白

井さんは、日本がアメリカに影響を与えられないでいることを指摘しておられますね。

確かにそうです。日本は、アメリカは勿論世界に影響を与えてしかるべきなのです。

日本はそれだけの実力もあり、経験もあり、実績もあるのです。ところが白井さんご指

摘の通り、現実に日本は影響を与えられないでいる。何故でしょうか。小生の見るとこ

ろ、日本は歴史的に外国から学ぶことに慣れすぎていて、今や欧米に対しても教える

べきものを持っているのに、そのことに気づいていない。学生であることに慣れすぎて、

先生になる実力がありながら、先生になる自覚が足りないのです。 

 日本は、今後とも外国に学ぶことは沢山あります。しかし今や外国に教えて上げる

べきことの多くなっていることにも気づいて良い時期です。お互いに成果とかノウハウ

を分かち合う段階に入っているのです。 

 また日本の持っている長所を、相手に分かりやすいロジックで説明できる能力を身

につけることも、特に日本人には大事なことです。一般に我々日本人は、教わること

は上手いのですが、教えることは下手です。多分多くのプロの教師を含めて。 

  ところで、こうした世界に情報発信を始めるには、先ず我々日本人が、自分達の持

っている伝統、文化、能力に対して自信を持つことが何よりも肝心です。最近では、ア

メリカ人の自信過剰と日本人の自信不足とが目につきますね。 

5．土地改革と民主化について： 

 これについては、明治の初期とか戦後に日本で起こったことを見れば、明らかでは

ないでしょうか。 それにフィリピンなどでの現状を照らし合わせると、更にハツキリす

るように思います。土地改革は、民主化を進める上で、どうしても避けられないステッ

プのようです。 

 ところがこの土地改革には、とてつもないエネルギーが必要です。そのエネルギー

をどこから持ってくるか。一国を越えた、世界全体でチャレンジすべき課題だと思いま

す。上述の泉三郎の本も、社会改革との関係で興味深い見方を提供しています。 

 

白井さんのコメントに誘発されて、予想以上に長く、ゴチヤゴチヤと書いてしまいまし
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た。かえって分かりにくくなったのではないかと心配です。どうか適当に判読して下さ

い。ご健康とご活躍を祈ります。 

以上 


