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概要 

 現在、アジア／アフリカ諸国を含む世界の⼤半の諸国は猛烈な勢いで経済成⻑を進めている。2015 年 12 ⽉ 31 ⽇には AEC（ASEAN 経済共同体）がスタートした。20

世紀中は「落ちこぼれ」と呼ばれたサハラ以南のアフリカでも順調な経済成⻑が続いている（ここ四半世紀で⼀⼈当たり GNI を低下させた「器⽤な」国は、⽇本等ごく

ごく⼀部である。）。21 世紀とは、世界全体が急成⻑する時代なのである。 

本講義は、このような変化の中で、受講者に、今⽇のアジア／アフリカにおける起業／ビジネス展開のために必要な知識、能⼒を付与するものである。 

すなわち本講義は、「起業⽀援」の講義の１つである。ただし、以下の点に明確な特徴がある。 

第１は、ビジネスを⾏う場が⽇本国内ではなく、アジア／アフリカであることを前提としていることである。現在急成⻑を遂げつつある多くのアジア／アフリカ諸国

には、驚くようなビジネス機会が数多く転がっている。それらをモノにしない、というのは、あまりにも残念ではないか。勿論、⽇本国内のようにはいかない。いろん

な困難な問題があるだろう。しかしながら、そのような問題は克服すればよいのである。そのために必要な知識、能⼒をこの講義で付与する。 

 第２は、起業のための具体的な⼿法として、特にファイナンス⾯に重点を置くことである。⾔うまでもなく、Industrie4.0、Society5.0 においては、ファイナンス産業

⾃体が時代を牽引するイノベーションの源である。⽇本国内で起業／ビジネスを⾏う場合には、ファイナンスついてはあまり選択肢がない（結局、銀⾏（間接⾦融）に

頭を下げることになろう。）。しかしながら今⽇、⽇本を⼀歩出れば、さまざまな⼈々がさまざまな新しいファイナンスの⽅式を考案し、爆発的な成功を収めている⼈々

は少なくない。すなわち今⽇の世界では、「良いファイナンス」を得られるかどうかがビジネスの勝負の要である。ものづくりのやり⽅、ビジネスの内容等を考える労

⼒と少なくとも同等の労⼒を、ファイナンスに関して投⼊すべきなのである。 

 繰り返す。そもそも今⽇では、国⺠国家を核とする近代世界システム⾃体が⼤きく変容しつつあるのである。その中で折⾓ビジネスに⼀⽣を投じようとするのであれ

ば、晴れの舞台を、狭く、かつ国⺠経済全体としては成⻑率が「世界屈指に低い」⽇本に限定する必要がどこにあろうか。広くアジア／アフリカに⽬を向けよう。広⼤

な世界に、とんでもない⼤チャンスがごろごろと転がっている。 そのチャンスをものにできるかどうかの鍵は、第１に、アジア／アフリカの現在の動きについてよく

知ること、第２に、ファイナンスについて、ライバルを⼀歩先んじる知⾒を得ることである。 

⽬的・狙い 

  この講義は、学習者が、「世界全体が急成⻑する」21 世紀という⽂明史上の特別な時期において適切に「天職」を全うできるための、ものの考え⽅の枠組みを獲得す

るとともに、適切な実務能⼒を獲得することを⽬的とする。具体的には、講義により特に以下の点に関する知⾒を獲得することができる。 

１．地域機構及び FTA（Free Trade Agreement）／EPA（Economic Partnership Agreement）等、⽇々ニュースを賑わす現下の世界の重要な動きに関する適切な理解 

２．本学が誇るグローバル・ネットワーク（例えば、ASEAN＋⽇中韓印の⼤学のネットワークである APEN（Asia Professional Education Network）、AIIT 経営倫理研究所（ERISE)

と SADC‐dfrc（南部アフリカ開発共同体開発銀⾏協会）との連携等）を全⾯的に活⽤したアジア／アフリカの現状と発展戦略に関する適切な理解 

３．現下のビジネス（プロジェクト）に適⽤な最先端のファイナンス⼿法 

さらに演習により、 

４．アジア／アフリカにおけるビジネス（プロジェクト）遂⾏のための基礎的企画⽴案能⼒ 

を獲得することができる。 

前提知識 

（履修条件） 

アジア／アフリカを中⼼とする発展途上国の経済発展への貢献に関⼼があること。 

（将来、アジア／アフリカにおけるビジネスに携わる希望があれば、更に望ましい。起業の予定があれば、更に更に望ましい。） 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

アジア／アフリカを中⼼とする海外（発展途上国）における企業設⽴、運営に関する⼗分な実務能⼒を獲得し、実現性のある経営計画を策定できるようになる。 上記

企業の経営の中核を担うことができるようになる。 

最低到達⽬標 

アジア／アフリカを中⼼とする海外（発展途上国）における企業設⽴、運営に関する基礎知識を理解し、経営計画の必要項⽬を記述できるようになる。 上記企業の経

営の補佐ができるようになる。 

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ― 

対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ○ 
本講義のモットーは、「脳に汗をかく」である。⽩熱した議論を多く盛り込むので、脳をフル回転して

議論に参画することが期待される。 

実習・演習（個⼈）  ○  アジア／アフリカにおけるビジネス企画案を作成し、発表する。 

実習・演習（グループ）  ― 

サテライト開講授業 ― 

その他  ― 

授業外の学習  毎回、次回の授業に関連する課題を指⽰するので、事前に考えを整理し、次回に発表すること。 

授業の内容 

第 1 部は講義であり、「世界全体が急成⻑する」21 世紀の本質を理解するための幾つかの理論的な⽅法論を提⽰する。具体的には、地域機構及び FTA（Free Trade Agreement）

／EPA（Economic Partnership Agreement）、情報社会学に依拠する発展戦略（Developmental Strategies）分析、本学の誇るグローバル・ネットワークを駆使したアジア／

アフリカの現状、グローバル⽣産ネットワークに関する分析等である。 

第 2 部も講義であり、学習者がビジネス、起業を⾏う際に⽤いることのできる最先端の様々な形態のファイナンス⼿法を提⽰する。 

第 3 部は演習であり、学習者が、具体的なアジア／アフリカのビジネス・プロジェクトの企画⽴案を⾏い、指導を受ける。 

授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 
地域機構 1︓FTA（Free Trade Agreement）／EPA（Economic Partnership Agreement） 

FTA／EPA について、そもそもの概念を理解する。鍵は、⾃由貿易の効果、WTO との関係、「質の⾼い」FTA である。 
―  対⾯ 

第 2 回 

地域機構 2︓現下のホットな FTA／EPA 

講義の時点で最もホットな話題となっている FTA／EPA 等について説明する。 

（毎年（毎⽉︖）替わるため、シラバス執筆時には特定できない。2016 年のトランプ⼤統領の TPP 脱退で TPP はどうな

るかと思われたものの、シラバス執筆時（2018 年 12 ⽉）では結局 CPTPP が進展している。また⽇本政府としては、RCEP

を最重要課題として取り組んでいる。それより何より⽶中貿易戦争である。） 

―  対⾯ 



第 3 回 

地域機構 3︓ASEANⅠ（ASEAN Centrality） 

⽇本にとって経済上の関係が極めて強い ASEAN は、1967 年に東南アジアにおける反共の安全保障機構として設⽴され

た。20 世紀末以降、東アジアサミットを例年主宰する等 ASEAN Centrality の機能を⼗分に発揮し、アジア太平洋地域

の政治、経済両⾯の核としての機能を果たすようになる。この過程においては、歴史的に特筆すべき ASEAN の政治的

creativity が発揮された。その歴史的経緯を理解する。 

―  対⾯ 

第 4 回 

地域機構 4︓ASEANⅡ（市場統合） 

ASEAN では、1984 年の経済閣僚会合設置以降市場統合の動きが準備され、1992 年の AFTA-CEPT 以降本格化する。1997

年のアジア経済危機も克服し、2015 年末には遂に AEC（ASEAN Economic Community）が発⾜する。この ASEAN

の市場統合の動きを理解し、今後を展望する。 

―  対⾯ 

第 5 回 

発展戦略 1︓基本的な構造 

ある発展途上国が爾後順調な経済成⻑を続けるかどうか、私達にとって⼤きなビジネス・チャンスが⽣まれるかどうかを

決定する最重要の要因は、発展戦略である。当該発展途上国が適切な発展戦略を採⽤していればチャンスは⼤きい。発展

戦略という概念について理解し、20 世紀後半以降の各国の発展戦略の潮流を概観する。 

―  対⾯ 

第 6 回 

発展戦略 2︓アジア／アフリカの創造性 

発展戦略の構築は⼤変に⾼度な知的営為であるので、⼀般的には今⽇なお、それは先進国／国際機関のみがなし得るもの

であると信じられている。⼀⽅、20 世紀末以降のアジア／アフリカの成功は、アジア／アフリカ諸国が⾃ら適切な発展

戦略を構築することに成功したためであった。このアジア／アフリカ諸国の創造性を適切に評価する。 

―  対⾯ 

第 7 回 

発展戦略３︓グローバル⽣産ネットワーク（基本的な構造） 

発展戦略の有効性、さらには個別のビジネスの有効性を決定する重要な要因は、それらがその時点のグローバル⽣産ネッ

トワークの態様と整合的であるかどうかである。発展戦略の有効性をこの視点により分析する⼿法がグローバル⽣産ネッ

トワーク分析（Global Production Network Analysis）である。この⼿法を理解する。 

有  対⾯ 

第 8 回 

発展戦略４︓グローバル⽣産ネットワーク（アジアの成功） 

グローバル⽣産ネットワーク分析の⼿法により、20 世紀末以降のアジア各国の成功の要因を分析する。具体的には、

ASEAN５（インドネシア、タイ、マレイシア、フィリピン及びシンガポール）、及び ASEAN 新規加盟国（ベトナム、ミ

ャンマー、ラオス及びカンボジア）である。さらに、この考え⽅に⽴脚し、今後のアフリカの発展について展望する。 

―  対⾯ 

第 9 回 

ファイナンス 1︓インフラ・ファイナンス 

インフラ・ファイナンス及び中⼩企業ファイナンスは、「市場の失敗」が発⽣する典型的な例である。このうちインフラ・

ファイナンスについて、開発された各種のファイナンス⼿法について理解する。キーコンセプトは、正の外部性、譲許性

（concessionality）、「市場強化措置」（market enhancement measures）等である。 

―  対⾯ 

第 10 回 

ファイナンス 2︓中⼩企業ファイナンス 

中⼩企業ファイナンスは、世界中の諸国がその必要性を⾼く認識しているにもかかわらず、実施が⼤きく遅れている分野

である。その理由は、情報の⾮対称性、及びビジネス・ボリュームの⼩ささのために「市場の失敗」が発⽣することであ

る。逆に⾔えば、この「市場の失敗」を克服するアイディアが出せるならば、超巨⼤な需要に対応することができる。講

義では、現下、アジアで進められているこの問題に対する取り組みの現状を学ぶ。 

―  対⾯ 

第 11 回 

ファイナンス３︓PPP（Public Private Partnership） 

インフラ案件等において⽤いられつつある、PPP（Public Private Partnership）⽅式を理解する。20 世紀においては⺠

間企業の進出が困難であった超巨⼤なインフラ案件は、PPP ⽅式により、21 世紀には莫⼤なビジネス・チャンスを⺠間

企業に提供するようになっている。講義では、特に南部アフリカにおけるケース・スタディ等をもとに、世界における最

先端の取り組みを学ぶ。 

―  対⾯ 

第 12 回 

ファイナンス４︓グローバル資本システム 

資本市場を巡るインフラと投資家のまとまりのことをグローバル資本システム、と呼ぶ。20 世紀では、⾼度に発達した

資本市場は倫敦、東京、紐育等先進国の幾つかの⼤都市に⾒られるだけであったものの、21 世紀には、世界中でその建

設が進んでいる。すなわち、この⾯での膨⼤なビジネス・チャンスが⽣まれつつある。講義では、世界における資本市場

建設の動きの現状を学び、今後の⽅向性を検討する。 

―  対⾯ 

第 13 回 

アジア／アフリカのビジネス・プロジェクト企画案発表及び内部検討Ⅰ 

学習者が、アジア／アフリカにおけるビジネス案件を企画⽴案し、講義で⽰された PPP 等の⽅法論を⽤いて策定したビジ

ネス・プロジェクトの企画案の「概要」の発表を⾏い、それに対してコメント、指導を得る。 

―  対⾯ 

第 14 回 

アジア／アフリカのビジネス・プロジェクト企画案発表及び内部検討Ⅱ 

学習者が、アジア／アフリカにおけるビジネス案件を企画⽴案し、講義で⽰された PPP 等の⽅法論を⽤いて策定したビジ

ネス・プロジェクトの企画案の「概要」の発表を⾏い、それに対してコメント、指導を得る。 

―  対⾯ 

第 15 回 
アジア／アフリカのビジネス・プロジェクト企画案最終発表 

学習者が、内部検討の結果を踏まえてアップグレードしたアジア／アフリカのビジネス・プロジェクト企画案を発表する。 
―  対⾯ 

試験  筆記試験を⾏う。 ―  対⾯ 

成績評価  最終試験 50％、アジア／アフリカのビジネス・プロジェクト企画案の発表 50％ 

教科書・教材 

前⽥充浩『⾦融植⺠地を奪取せよ』、プレジデント社、2010 

倉都康⾏『危機の資本システム』、岩波書店、2018 

⻄村英俊『アセアン・ライジング』、勁草書房、2018 

リチャード・ボールドウィン『世界経済⼤いなる収斂』、⽇本経済新聞出版社、2018 

参考図書 

A.ネグリ、M.ハート『帝国－グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性』⽔嶋⼀憲訳、以⽂社、2003 

アンドレ・グンダー・フランク『リオリエント－アジア時代のグローバル・エコノミー』⼭下範久訳、藤原書店、2000 

ジョヴァンニ・アリギ『北京のアダム・スミス』中⼭智⾹⼦訳、作品社、2011 




