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開発のない世界？ 

 

講師：ムスタファ・カマル・パシャ教授（ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ大学） 

 
要旨： 
開発の理念は崇高な希望から生まれたが、大きな幻滅をもたらした。20 世紀をとおして、物質的な進歩を基

盤にした人類の開発／発展への期待は、共同体や個々人を、自然による制約を克服し、富の追求という領域で幸

福を達成するための巨大なプロジェクトへと導いた。政策の領域では、開発は自国の社会工学と外交政策とを包

括した側面として機能している。開発は繁栄と人類の幸福の実現のどちらにも失敗したという前例から激しく攻

撃され、ある場合には拒否される。しかしながら、開発の理念に対する批判は、それを想像力、政治、そして政

策の中心から追いやることには失敗してきた。開発的な思考は、社会政策と物質的に変化した世界に対する人々

の期待をいまだに作りつづけている。われわれは開発のない世界を想像できるだろうか。国家政策にとって開発

が存在意義を失うとき、あるいは、人間がもはや物質的豊かさとそれに伴う発展の見通しが立つような希望の生

活世界を作らなくなるとき、なにが社会環境にとって重要になるのだろうか。これらの疑問に対する答えは複雑

で、逆説と矛盾に満ちている。本講演では開発のない世界について、いくつかの社会的および心理的な関係の原

理を検討する。これは開発にかわる代替的な図式を提供することにもつながると考える。 

 

講師紹介： 
英国アバディーン大学社会科学部政治・国際関係学科教授。神戸大学大学院国際協力研究科客員教授。大阪大学

海外客員教授。研究領域は国際関係理論、世界政治経済、批判理論、イスラム研究および南アジアの政治。著書

に、Colonial Political Economy: Recruitment and Underdevelopmentin the Punjab (Oxford University Press, 1998). 共編

著に、 International Relations and the New Inequality (co-edited with C. N. Murphy, Blackwell, 2002), Protecting Human 

Security in a Post-9.11 World (co-edited with Giorgio Shani and Makoto Sato, Palgrave, 2007) などがある。 

 
日時：２００８年７月２９日（火） １７:００から１９:００ 
会場：大阪大学 吹田キャンパス IC ホール４階会議室（参加無料） 
（学内の地図はこちらをご参照ください。http://www.osaka-u.ac.jp/jp/annai/about/map/suita.）
 

 

大阪大学大学院人間科学研究科（吹田キャンパス）への交通アクセスは 

http://www.hus.osaka-u.ac.jp をご参照ください。 

お問い合わせ先：大阪大学人間科学研究科 グローバル COE 事務局 

e-mail: gcoejimu{at}hus.osaka-u.ac.jp 

電話 06-6879-4046 
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The idea of development has inspired great hopes and produced massive disillusions. 
Throughout the twentieth century, the expectation of human betterment based on material 
progress guided collectivities and individuals in mega projects designed to overcome 
natural constraint and to achieve happiness in the domain of wealth-seeking. In policy 
circles, development served as an integral aspect of domestic social engineering and foreign 
policy. In the wake of both the failure of development to create either prosperity or human 
bliss, the idea has been forcefully challenged and in some instances rejected. Critiques of 
the idea of development, however, have failed to dislodge its grip on imagination, statecraft 
or policy. Developmental thinking continues to infuse social policy and human anticipation 
of a materially transformed world. Can we envision a world without development? What 
would be the consequences of a social setting in which development no longer offered the 
raison d’être for state policy or if humans no longer constructed their life-worlds in the 
hope that the world around them would generate material wealth and its accompanying 
prospect of betterment? Answers to these questions are complex and riddled with paradoxes 
and contradictions. This seminar seeks to explore some of the principal social and 
psychological implications of a world without development. It also offers an alternative 
mapping of the idea of development.  

 


