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アルジェリアにおけるインフォーマル経済の変容と経済政策効果 
アルジェリアにおけるインフォーマル経済の形態は、闇市場や非公認の事業主という形態から

近代的な産業部門内部での雇用形態と、時代に応じて多様に変化してきた。本稿では、アルジェ

リアのインフォーマル経済が拡大した要因として、独立後に築かれた中央集権的な計画経済およ

び 1980年代の輸入抑制政策、1990年代の経済自由化にかかる規制緩和と治安悪化による市場管

理の不在が関連していると整理した。さらに近年では「アラブの春」の浸透を危惧したアルジェ

リア政府が失業や賃金格差といった国民の不満吸収を目的に政治経済改革を打ち立てたが、これ

らの政策はかえって無認可の零細・小規模事業主への風当たりを強くする結果を招いている。本

稿は、アルジェリアのインフォーマル経済が独立後の政治経済状況の変化に適応しながらいかに

多様化し拡大してきたかを論じるとともに、こうした政策が街頭や市場でみられる無認可の零

細・小規模事業主にもたらす影響を考察するものである。 

 

 

ベトナムと中国の共産党間関係に関する一考察 
近年、ベトナム共産党と中国共産党との協力関係が深化している背景として、南シナ海の主権

を巡る両国国家間の対立の先鋭化に伴って、党間の紐帯をより一層深める方向にあることが挙げ

られる。他方、この特殊なチャネルは、今般の西沙諸島周辺での中国による石油掘削リグ設置に

端を発した両国間の緊張緩和にも有効に機能したが、海上の領有権問題に関する根本的な解決の

道筋が示されたわけではなく、党間協力関係にも限界が見られる。また、党間協力関係が深化す

るなかで、国力の差を背景とした中国共産党からの圧力を高め、同時に、ベトナムは自国民の反

中感情の高まりへの対処にも迫られていることから、中国の南シナ海進出に伴い、党間協力関係

強化がベトナム共産党の内政、外交面での制約を更に強める可能性も排除されない。 

 

 

中国の対アフリカ援助（マラウイの事例） 
2000年代に入り高い経済成長が続くアフリカは、更なる経済発展が期待されると同時に、中国

の積極的な経済関与が注目されている。中国のアフリカ関与についてはアフリカ資源の囲い込み

との指摘がある一方で、インフラストラクチャー整備等に貢献しアフリカの経済成長を誘引して

いるとの見方もある。2007年に中国と国交を樹立したマラウイについて中国の援助と OECDの

DAC加盟国の援助とを比較しつつ中国援助によるマラウイ経済への影響を分析する。中国はマラ

ウイに政府開発援助を供与しているが、譲許性の低いその他の開発協力も積極的に活用している。

これらの関与がマラウイの経済成長に貢献する可能性を推論することで、中国の対アフリカ経済

関与の性格を明らかにする一例としたい。 



研究ノート 
明治時代の東京にあった外国公館（5） 
今回をもって拙稿「明治時代の東京にあった外国公館」は終了する。 

筆者は、本月報 1987年度/No.1に寄せた「江戸にあった外国公館」で明治維新までに江戸に置

かれた外国公館につき記述した。外務省外交史料館には 1911年（明治 44年）6月版以降の外交

団リスト及び 1918年（大正 7年）5月版以降の領事団リストが蔵置されているが、筆者は本稿「明

治時代の東京にあった外国公館」により、維新当時及びそれ以降の在京外交団及び領事団の状況

を描出し、外交団リスト及び領事団リストのうち欠落している部分の一部を「再製」することを

試みた。今回は 1987年（昭和 62年）10月に外務省に寄贈されたいわゆる「アーウィン文書」に

これらリストが含まれていた 1886年末の外交団・領事団リストを利用して、1886年までの外交

団及び領事団の状況を描出することに努めた。もちろん、この作業を十分に成し遂げ得たとは考

えていない。今後は本稿の補充と、1887年以降 1911年までの外交団リストの、そして 1918年

までの領事団リストの「再製」を目標に掲げたい。 

「江戸にあった外国公館」及び「明治時代の東京にあった外国公館」により、幕末から 1910

年代までの期間、在日外交団及び領事団がいかに拡大をつづけたか、また、日露戦争後は外交使

節の「格上げ」がはじまり、1911年初頭には 7ヵ国が日本に特命全権大使を派遣するに至ってい

たことがわかるであろう。 

今後は、幕府、そして明治政府が在外に置いた最初期の外交使節・領事官についてもその状況

を明確にする必要があると思う。 
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Transformation of the informal economy in Algeria and the effects of its economic policies 
The informal economy in Algeria has become diversified by responding to changes of the times. This 

economy has emerged not only within the black market; it has also manifested as petty traders, street 
vendors, and informal employments within modern industries. This study explores the background of 
Algeria’s informal economy in relation to the economic policies since the country’s independence. 
Socioeconomic conditions such as the planned economy and import restraints in the 1980s, economic 
liberalization, and the absence of control of markets due to the worsening public security situation in the 
1990s encouraged workers to enter the informal economy. After the Arab Spring, street vending in 
particular has become the target of integration into the formal economy; however, this has not worked 
and has resulted in exclusion or in forcing informal workers to relocate. 

 
 

Consideration about the relation between two Communist parties 
 －Vietnam and China－ 

In recent years, disputes among relevant countries over territorial rights concerning the South China 
Sea (SCS) have been increasing, especially, relations between Vietnam and China are in an 
unprecedented state of tension. Meanwhile, both sides tend to deepen a commitment between Vietnamese 
Communist party (VCP) and Chinese Communist party (CCP) further with being intensified conflict 
between both countries over territorial rights concerning the SCS. 

In May 2014, China brought a deep-water oil drilling rig into an area near the Paracel Islands, which is 
under China's effective control but also claimed by Vietnam. After a few-month tension between two 
countries, when the special envoy from VCP visited to Beijing, we could see the cooperative relation 
between parties functioned effective in this time as well. However, the fundamental solution over 
territorial rights concerning the SCS has not been shown, therefore it is also understood that there would 
be a certain limit in the cooperative relation between parties. 
 
 
Chinese assistance to African countries : A case study on Malawi 

Further economic development is expected in Africa where high economic growth continues in the 
2000s and Chinese aggressive economic involvement attracts attention. While Chinese aggressive 
involvement in African economy is pointed out as enclosure of African natural resources, there is a view 
that it triggers African economic development by contributing to maintain infrastructures and so on. By 
comparison between OECD DAC assistance and Chinese assistance to Malawi, I analyze Chinese 
economic influence toward Malawian economy as China established diplomatic relation with Malawi in 
2007.  Although China provides official assistance to Malawi, she utilizes aggressively less concessional 
other official flow as well. This article aims to identify the character of Chinese economic involvement in 
Africa through reasoning the possibility of Malawi economic development by the Chinese involvement. 
 
 



Research Notes 
Foreign Missions in Tokyo in the Early Meiji Era (5) 

This is the final portion of the author’s decription, albeit incomplete, of the diplomatic and consular 
corps in Tokyo in the Early Meiji Era. In this portion, the following points are taken up： 

(1) The foreign diplomats and consuls stationed in Tokyo (some of them being in Yokohama or 
elsewhere) at the end of 1886 are discussed with the help of the January 1887 editions of the Diplomatic 
List and the Consular List (supplemented by the July 1887 edition of the Consular List ) ; and, 

(2) The diplomatic corps in Tokyo as it was composed at the beginning of 1911 and the consular corps in 
the spring of 1918 are dealt with as the February 1911 edition of the Diplomatic List and the May 1918 
edition of the Consular List are available at the Diplomatic Record Office of the Ministry Foreign Affairs 
of Japan in Tokyo. 

Thus, the author believes that he could reconstitute, at least partially, the missing issues of the 
Diplomatic List up until 1911 and the Consular List up until 1918. The situation after 1911 (with regard 
to the diplomatic corps) and after 1918 (with regard to the conlar corps) is under reconstitution. 

It will also be necessary in the future to make a description of the early diplomats and consuls (some of 
them being of non-Japanese origin) whom the Tokugawa Bakufu and the Meiji Government had 
nominated to serve for Japan abroard. 


